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講習受講者の方へ：受講前の注意の方へ：受講前の注意方へ：受講前の注意へ：受講前の注意受講前の注意の方へ：受講前の注意注意

本書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。ワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。取って各課題に取り組み、結果を記入してください。って各課題に取って各課題に取り組み、結果を記入してください。り組み、結果を記入してください。組み、結果を記入してください。み、結果を記入してください。結果を記入してください。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。記入してください。してください。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
特にに新規開設講習を受講する町内会様には事前に各課題について記入を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。受講する町内会様には事前に各課題について記入町内会様には事前に各課題について記入にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。事前に各課題について記入に各課題について記入してください。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。お願いしております。願いしております。いしてお願いしております。り組み、結果を記入してください。ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
受講前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と講習を受講する町内会様には事前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と効果を記入してください。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とします（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。講習を受講する町内会様には事前に各課題について記入はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と限られるため事前の取り組みを前提とられる町内会様には事前に各課題について記入ため事前の取り組みを前提と事前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と取って各課題に取り組み、結果を記入してください。り組み、結果を記入してください。組み、結果を記入してください。みを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。前に各課題について記入提とと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と
して進めます）。より良いページを作るためご協力をお願いします。め事前の取り組みを前提とます）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。より組み、結果を記入してください。良いページを作るためご協力をお願いします。いページを作るためご協力をお願いします。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。作るためご協力をお願いします。る町内会様には事前に各課題について記入ため事前の取り組みを前提とご協力をお願いします。協力をお願いします。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。お願いしております。願いしております。いします。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

ワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。一覧：
新規向け講習を受講の場合、下記の特にけ講習を受講の場合、下記の特に講習を受講する町内会様には事前に各課題について記入を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。受講の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と場合、結果を記入してください。下記の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と特にに★印のワークについて事前の記入印のワークについて事前の記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とワークについて事前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記入してください。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。お願いしております。願いしております。いします。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。★印のワークについて事前の記入以外のワークの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とワーク
についても事前に各課題について記入に検討を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。お願いしております。願いしております。いします。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

• 2.1   自分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提との準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。調べましょうべましょう  

◦ ★印のワークについて事前の記入ワーク：関連サイト調査シートサイト調査シート調べましょう査シートシート調査シート
• 2.2   どの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とようなサイトを作るかを決めていきましょうサイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。作るためご協力をお願いします。る町内会様には事前に各課題について記入かを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。決めていきましょうめ事前の取り組みを前提とていきましょう  

◦ ★印のワークについて事前の記入ワーク：テーマを挙げるを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。挙げるげる町内会様には事前に各課題について記入
◦ ★印のワークについて事前の記入伝えたい・発信していく情報を決めましょうえたい・発信していく情報を決めましょう発信していく情報を決めましょうしていく情報を決めましょうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。決めていきましょうめ事前の取り組みを前提とましょう

• 2.3   コンテンツを挙げていきましょうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。挙げるげていきましょう  

◦ ★印のワークについて事前の記入ワーク：コンテンツを挙げていきましょうリスト調査シート
• 2.6   固定ページのメニュー（階層）のデザインをするページを作るためご協力をお願いします。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とメニュー（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。階層）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とデザインを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。する町内会様には事前に各課題について記入  

◦ ★印のワークについて事前の記入ワーク：メニュー階層
• 3.1   役割をつくろうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。つくろう  

◦ ワーク：システム利用者リスト利用者リストリスト調査シート
• 3.2   みんなサイトを作るかを決めていきましょうでサイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。つくろう  （課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。編集体制の組織化）の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と組み、結果を記入してください。織化）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

◦ 編集体制の組織化）の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と確認事項
• 5.3   編集カレンダーを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。つくって管理しようしよう  

◦ 編集カレンダー
➔ 各ワークに関してはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。該当ワークの直前の章・節に解説があります。ワークの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と直前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と章・発信していく情報を決めましょう節に解説があります。に解説があります。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とあり組み、結果を記入してください。ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
➔ 受講前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と不明な点は なサイトを作るかを決めていきましょう点は はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。 6.5   参考・発信していく情報を決めましょう困ったときはったと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提ときはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。   を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。参照してください。してください。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
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1. 岡山市電子町内会についてについて

1.1 岡山市電子町内会についてとは

岡山市電子町内会と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。インターネット調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。利用して、結果を記入してください。自分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とたちの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とホーム利用者リストページを作るためご協力をお願いします。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。作るためご協力をお願いします。成したり、メーしたり組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。メー
ル配信システムを使って、町内会の会員配信していく情報を決めましょうシステム利用者リストを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。使って、町内会の会員って、結果を記入してください。町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と会員1に町内の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と緊急情報を決めましょうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。広く伝えたり、く伝えたい・発信していく情報を決めましょうえたり組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。facebook なサイトを作るかを決めていきましょうどの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と SNS2 を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
使って、町内会の会員って町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と会員同士で町内会の身近な出来事の情報交換を行ったりして、地域のコミュニティを活発にで町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と身近な出来事の情報交換を行ったりして、地域のコミュニティを活発になサイトを作るかを決めていきましょう出来事の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と情報を決めましょう交換を行ったりして、地域のコミュニティを活発にを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。行ったりして、地域のコミュニティを活発にったり組み、結果を記入してください。して、結果を記入してください。地域のコミュニティを活発にの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とコミュニティを活発にを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。活発に
したり組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。市民のみなさんが情報をうまく使えるように進めていこうとするものです。現在、連合町内会、単の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とみなサイトを作るかを決めていきましょうさんが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と情報を決めましょうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。うまく使って、町内会の会員える町内会様には事前に各課題について記入ように進めます）。より良いページを作るためご協力をお願いします。め事前の取り組みを前提とていこうと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とする町内会様には事前に各課題について記入もの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。現在、結果を記入してください。連サイト調査シート合町内会、結果を記入してください。単
位町内会を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。あわせて 85 の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と電子町内会に参加しています。しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

1.2 電子町内会についてに参加することすること

電子町内会に参加しています。する町内会様には事前に各課題について記入こと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。インターネット調査シートなサイトを作るかを決めていきましょうどの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と ICT (Information and Communication 

Technology 情報を決めましょう通信していく情報を決めましょう技術)を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。使って、町内会の会員って、結果を記入してください。町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と内外のワークに情報を決めましょうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。伝えたい・発信していく情報を決めましょうえていくこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。特にに大切なことは、町なサイトを作るかを決めていきましょうこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。町
内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と中で で ICT を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。正しく使って電子町内会のシステムを上手く、また、長く続くように使えるようにしていしく使って、町内会の会員って電子町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とシステム利用者リストを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。上手く、また、長く続くように使えるようにしていく、結果を記入してください。また、結果を記入してください。長く続くように使えるようにしていく続くように使えるようにしていくように使って、町内会の会員える町内会様には事前に各課題について記入ようにしてい
くこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

1.3 電子町内会についてシステムとはとは

電子町内会システム利用者リストはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。大きく「外向け」と「内向け」の 外のワーク向け講習を受講の場合、下記の特にけ講習を受講の場合、下記の特に」と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と「外向け」と「内向け」の 内向け講習を受講の場合、下記の特にけ講習を受講の場合、下記の特に」の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と 2 つに分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とかれます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
1. 「外向け」と「内向け」の 外のワーク向け講習を受講の場合、下記の特にけ講習を受講の場合、下記の特に」と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。町内会ウェブサイト調査シート3。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とホーム利用者リストページを作るためご協力をお願いします。でこれはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と方だけでなく世界だけ講習を受講の場合、下記の特にでなサイトを作るかを決めていきましょうく世界

中で の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と人々が見ることができます。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と見ることができます。る町内会様には事前に各課題について記入こと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とできます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
2. 「外向け」と「内向け」の 内向け講習を受講の場合、下記の特にけ講習を受講の場合、下記の特に」と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。会員専用サイト調査シート。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。主にメール一斉配信システムです。にメール配信システムを使って、町内会の会員一斉配信していく情報を決めましょうシステム利用者リストです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

この準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と「外向け」と「内向け」の 内向け講習を受講の場合、下記の特にけ講習を受講の場合、下記の特に」を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。使って、町内会の会員って、結果を記入してください。メッセージを作るためご協力をお願いします。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。作るためご協力をお願いします。成したり、メーして、結果を記入してください。町内会会員の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と方だけでなく世界に町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とお願いしております。知らせメールが配信らせメール配信システムを使って、町内会の会員が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と配信していく情報を決めましょう
されます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

1 会員はあらかじめ、電子町内会システムに登録が必要です。はあらかじめ、電子町内会システムに登録が必要です。電子町内会システム再構築・運用保守等包括外部委託業務に登録が必要です。が必要です。必要です。でサイトをつくろう（編集体制の組織化）す。
2 SNS(social networking service)とは、電子町内会システムに登録が必要です。インター情報についてネットを作るかを決めていきましょうを反映した版用いて、電子町内会システムに登録が必要です。人と人とのつながりを促進・サポートする、「コミュニティと人と人とのつながりを促進・サポートする、「コミュニティとの版つなサイトを作るかを決めていきましょうが必要です。りを反映した版促進・サポー情報についてトを作るかを決めていきましょうする、電子町内会システムに登録が必要です。「コミュニティコミュニティ

型の会員制のサービス」のことです。例 の版会員はあらかじめ、電子町内会システムに登録が必要です。制をつくりましょうの版サー情報についてビス」の版ことでサイトをつくろう（編集体制の組織化）す。例 facebook Line
3 サイトを作るかを決めていきましょうとは、電子町内会システムに登録が必要です。歴史的に開きましょうなサイトを作るかを決めていきましょう経緯から から Web サイトを作るかを決めていきましょうの版ことを反映した版指してホームページと呼ぶ場合もあります。これ以降、ホームページにしてホー情報についてム再構築・運用保守等包括外部委託業務ペー情報についてジと投稿の区別と呼ぶ場合もあります。これ以降、ホームページにぶ場合もあります。これ以降、ホームページに場合もあります。これ以降、ホームページにもあります。これ以降、電子町内会システムに登録が必要です。ホー情報についてム再構築・運用保守等包括外部委託業務ペー情報についてジと投稿の区別に

関わることをサイトと書いていきます。わることを反映した版サイトを作るかを決めていきましょうと書いていきます。いていきます。

3



-岡山市電子町内会システム再構築・運用保守等包括外部委託業務再構築・運用保守等包括外部委託業務-

2. 準備をしましょうをしましょう

2.1 自分の町内会を調べましょうの町内会を調べましょう町内会についてを調べましょうべましょう
サイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。作るためご協力をお願いします。る町内会様には事前に各課題について記入前に各課題について記入に、結果を記入してください。準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提として自分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提との準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と情報を決めましょうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。インターネット調査シートで検索してみましょう。してみましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

1. ヤフージを作るためご協力をお願いします。ャパン・発信していく情報を決めましょうグーグル配信システムを使って、町内会の会員・発信していく情報を決めましょうBing 等のサイト（検索サイトといいます）を開きます。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とサイト調査シート（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。検索してみましょう。サイト調査シートと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提といいます）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。開きます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
2. 以下の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とようなサイトを作るかを決めていきましょうキーワード（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。検索してみましょう。する町内会様には事前に各課題について記入言葉）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。で検索してみましょう。します。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

① 町内会名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名地域のコミュニティを活発に名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名、結果を記入してください。名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名著名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名人を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。輩出していればその準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名称と地名と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と地名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名
② 商業施設や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名公共施設名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名
③ 地域のコミュニティを活発にで開かれる町内会様には事前に各課題について記入催し物の名称し物の名称の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名称と地名

3. 検索してみましょう。結果を記入してください。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とうち電話帳・発信していく情報を決めましょう番地一覧・発信していく情報を決めましょう地図・発信していく情報を決めましょう企業サイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。除くサイトをピックアップします。くサイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。ピックアップします。します。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
4. それらサイト調査シートの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と検索してみましょう。結果を記入してください。から「外向け」と「内向け」の タイト調査シートル配信システムを使って、町内会の会員」「外向け」と「内向け」の 簡単なサイトを作るかを決めていきましょう内容」を書き出してみましょう。」を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。き出してみましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
5. 町内会ポータル配信システムを使って、町内会の会員サイト調査シートの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とト調査シートップします。にある町内会様には事前に各課題について記入地図から自分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提との準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と周りの町内のサイトを見て「タイトル」を書きり組み、結果を記入してください。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とサイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。見ることができます。て「外向け」と「内向け」の タイト調査シートル配信システムを使って、町内会の会員」を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。き

出してみましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
6. サイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。いくつか見ることができます。たら、結果を記入してください。下記について確認しましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

① その準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記事・発信していく情報を決めましょうページを作るためご協力をお願いします。はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。主にメール一斉配信システムです。にどの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とようなサイトを作るかを決めていきましょう内容」を書き出してみましょう。について書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。かれていますか。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
② その準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記事・発信していく情報を決めましょうページを作るためご協力をお願いします。はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。どの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とようなサイトを作るかを決めていきましょう人を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。対象として作られているように考えられますか。と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提として作るためご協力をお願いします。られている町内会様には事前に各課題について記入ように考えられますか。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
③ その準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記事・発信していく情報を決めましょうページを作るためご協力をお願いします。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。読んだ人は何を感じると思いますか。んだ人はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。何を感じると思いますか。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。感じると思いますか。じる町内会様には事前に各課題について記入と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と思いますか。いますか。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

7. 以上を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。踏まえて、自分の町内会に関するインターネットの情報に何があり、何が足りないか書き出しまえて、結果を記入してください。自分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提との準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会に関する町内会様には事前に各課題について記入インターネット調査シートの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と情報を決めましょうに何を感じると思いますか。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とあり組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。何を感じると思いますか。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と足りないか書き出しり組み、結果を記入してください。なサイトを作るかを決めていきましょういか書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。き出し
てみましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

関連サイト調査シートの記入例サイト調査シートの記入例調査シートの記入例シート調査シートの記入例の記入例記入例
閲覧日 2018/05/26

検索してみましょう。キーワード ○○町内会　花火大会

タイト調査シートル配信システムを使って、町内会の会員 主にメール一斉配信システムです。題 読んだ人は何を感じると思いますか。者リスト 印のワークについて事前の記入象として作られているように考えられますか。 考察
○○花火大会の意外意外
な穴場穴場

○○花火大会の意外穴場
である○○寺についについ
て

地元に疎い花火客に疎い花火客い花火客 地元に疎い花火客な穴場らではの意外細かか
い情報を得られて役を得られて役得られて役られて役
立ちそうちそう

当町の意外花火でおすす
めスポットを紹介でスポットを紹介でを得られて役紹介でで
きな穴場いか？

あなサイトを作るかを決めていきましょうたの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会も書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。き出してみましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
ワーク：関連サイト調査シート関連サイト調査シートの記入例サイト調査シートの記入例調査シートの記入例シート調査シートの記入例
閲覧日
検索してみましょう。キーワード

タイト調査シートル配信システムを使って、町内会の会員 主にメール一斉配信システムです。題 読んだ人は何を感じると思いますか。者リスト 印のワークについて事前の記入象として作られているように考えられますか。 考察

上記に欠けているものけ講習を受講の場合、下記の特にている町内会様には事前に各課題について記入もの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と
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-岡山市電子町内会システム再構築・運用保守等包括外部委託業務再構築・運用保守等包括外部委託業務-

2.2 どの町内会を調べましょうようなサイトを作るかを決めていきましょうサイトを作るかを決めていきましょうを作るかを決めていきましょうるかを決めていきましょうめていきましょう
サイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。使って、町内会の会員って何を感じると思いますか。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。町内会で伝えたい・発信していく情報を決めましょうえていきたいですか。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。どの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とようにサイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。使って、町内会の会員いたいですか。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
自分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提との準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とサイト調査シートで主にメール一斉配信システムです。に扱いたい題材（テーマ）を決めましょう。いたい題材（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。テーマを挙げる）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。決めていきましょうめ事前の取り組みを前提とましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
ワーク：関連サイト調査シートテーマを挙げるを挙げる挙げるげる

問いい 誰に対して町内会の情報を発信したいですか？に対して町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と情報を決めましょうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。発信していく情報を決めましょうしたいですか？ 何を感じると思いますか。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。発信していく情報を決めましょうしたいですか？
答ええ

例とと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と
して

• 外のワーク国人観光客にお勧めしたい事や物はあにお願いしております。勧めしたい事や物はあめ事前の取り組みを前提としたい事や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名物の名称はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。あ
り組み、結果を記入してください。ますか？

• 孫や親類が自分の家（町内）に帰ってきや地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名親類が自分の家（町内）に帰ってきが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と自分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提との準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と家（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。町内）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。に帰ってきってき
たと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提ときに伝えたい・発信していく情報を決めましょうえたいこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。何を感じると思いますか。ですか？

• 就職・発信していく情報を決めましょう入してください。学のため他県から引っ越してきの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とため事前の取り組みを前提と他県から引っ越してきから引っ越してきっ越してきしてき
た人にと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とって有用なサイトを作るかを決めていきましょう情報を決めましょうはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。あり組み、結果を記入してください。ますか？

• 長く続くように使えるようにしていく地域のコミュニティを活発にに暮らしている人にとって知りらしている町内会様には事前に各課題について記入人にと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とって知らせメールが配信り組み、結果を記入してください。
たい情報を決めましょうはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。何を感じると思いますか。ですか？

• 何を感じると思いますか。も知らせメールが配信らなサイトを作るかを決めていきましょうい小学のため他県から引っ越してき生にあなたの町内会ににあなサイトを作るかを決めていきましょうたの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会に
ついて説があります。明な点は する町内会様には事前に各課題について記入なサイトを作るかを決めていきましょうら何を感じると思いますか。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。伝えたい・発信していく情報を決めましょうえますか？

• 県から引っ越してき外のワークへ引っ越して行った家族へ伝えたい引っ越してきっ越してきして行ったりして、地域のコミュニティを活発にった家族へ伝えたいへ引っ越して行った家族へ伝えたい伝えたい・発信していく情報を決めましょうえたい
こと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。何を感じると思いますか。ですか？

• ウィを活発にキペディを活発にア4に付け加えたい情報はありけ講習を受講の場合、下記の特に加しています。えたい情報を決めましょうはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。あり組み、結果を記入してください。
ますか。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

• 町内会について調べましょうべた人が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と知らせメールが配信って役に立つつ
こと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。何を感じると思いますか。でしょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

• 地元の自慢や特徴は何ですか。名所旧跡やの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と自慢や特徴は何ですか。名所旧跡やや地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名特に徴は何ですか。名所旧跡やはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。何を感じると思いますか。ですか。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名
著名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名人はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。あり組み、結果を記入してください。ますか。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

• 隠れた名店はありますか。れた名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名店はありますか。はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。あり組み、結果を記入してください。ますか。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
• 地域のコミュニティを活発にの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と最新の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とできご協力をお願いします。と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とや地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名施設の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と変化なサイトを作るかを決めていきましょうどに

ついて伝えたい・発信していく情報を決めましょうえたいこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。あり組み、結果を記入してください。ますか。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
• 生にあなたの町内会に産が盛んな製品はありますか？が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と盛んな製品はありますか？んなサイトを作るかを決めていきましょう製品はありますか？はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。あり組み、結果を記入してください。ますか？
• 地元の自慢や特徴は何ですか。名所旧跡やの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と新聞屋ケーブルニュースで取り上げケーブル配信システムを使って、町内会の会員ニュースで取って各課題に取り組み、結果を記入してください。り組み、結果を記入してください。上げ

られた話題で気になった物はありますか？になサイトを作るかを決めていきましょうった物の名称はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。あり組み、結果を記入してください。ますか？
1. まず、結果を記入してください。町内会から何を感じると思いますか。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。伝えたい・発信していく情報を決めましょうえたいか、結果を記入してください。テーマを挙げるを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。いくつか挙げるげてみましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。紙やホワイトボードに書きや地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名ホワイト調査シートボードに書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。き

出してみましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
2. その準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と中で から、結果を記入してください。実際に記事にできて、ずっと続けることができるテーマに印をつけましょう。に記事にできて、結果を記入してください。ずっと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と続くように使えるようにしていけ講習を受講の場合、下記の特にる町内会様には事前に各課題について記入こと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とできる町内会様には事前に各課題について記入テーマを挙げるに印のワークについて事前の記入を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。つけ講習を受講の場合、下記の特にましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
3. 特にに地域のコミュニティを活発にの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と発展や役に立つ情報を特に優先しましょう。や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名役に立つつ情報を決めましょうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。特にに優先しましょう。しましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

I. 伝えたい・発信していく情報を決めましょうえたい内容」を書き出してみましょう。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と、結果を記入してください。地域のコミュニティを活発にの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と歴史・発信していく情報を決めましょう文化・発信していく情報を決めましょうできご協力をお願いします。と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と・発信していく情報を決めましょう人材・発信していく情報を決めましょう安全・発信していく情報を決めましょう安心に関するものであること。に関する町内会様には事前に各課題について記入もの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とである町内会様には事前に各課題について記入こと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
II. コンテンツを挙げていきましょう5作るためご協力をお願いします。成したり、メーの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と情報を決めましょう源が現場・本人からのものであること。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と現場・発信していく情報を決めましょう本人からの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提ともの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とである町内会様には事前に各課題について記入こと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

伝えたい・発信していく情報を決めましょうえたい・発信していく情報を決めましょう発信していく情報を決めましょうしていく情報を決めましょう情報を決めましょうを挙げる決めましょうめましょう
〇〇まつり組み、結果を記入してください。 運動会 町内の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とイベント調査シート 老人会 子供会
婦人会 安全・発信していく情報を決めましょう安心に関するものであること。 防災 〇〇小学のため他県から引っ越してき校 会長く続くように使えるようにしてい挨拶
清掃 自主にメール一斉配信システムです。防災会 定ページのメニュー（階層）のデザインをする期総会 花や生き物や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名生にあなたの町内会にき物の名称 ギャラリー
町内マを挙げるップします。 回覧板 お願いしております。知らせメールが配信らせ

★印のワークについて事前の記入これはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。一例とです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。これ以外のワークにもある町内会様には事前に各課題について記入と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と思いますか。います。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。あなサイトを作るかを決めていきましょうたの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会から定ページのメニュー（階層）のデザインをする期的に発信していけそうなテーマに発信していく情報を決めましょうしていけ講習を受講の場合、下記の特にそうなサイトを作るかを決めていきましょうテーマを挙げる
に印のワークについて事前の記入を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。つけ講習を受講の場合、下記の特にてみましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。また、結果を記入してください。余白に独自のテーマを作って書いていきましょう。特にどんな情報を伝えに独自の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とテーマを挙げるを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。作るためご協力をお願いします。って書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。いていきましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。特ににどんなサイトを作るかを決めていきましょう情報を決めましょうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。伝えたい・発信していく情報を決めましょうえ
たいかを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。決めていきましょうめ事前の取り組みを前提とていきましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
4 ウィキペディアは、ウィキメディア財団が運営しているインターネット百科事典です。誰もが無料で自由に編集に参加できは、電子町内会システムに登録が必要です。ウィキメディアは、ウィキメディア財団が運営しているインターネット百科事典です。誰もが無料で自由に編集に参加でき財団が運営しているインターネット百科事典です。誰もが無料で自由に編集に参加できが必要です。運営しているインターネット百科事典です。誰もが無料で自由に編集に参加できしているインター情報についてネットを作るかを決めていきましょう百科事をすればいいのか典です。誰もが無料で自由に編集に参加できでサイトをつくろう（編集体制の組織化）す。誰もが無料で自由に編集に参加できもが必要です。無料で自由に編集に参加できでサイトをつくろう（編集体制の組織化）自由に編集に参加できに編集に参加することでサイトをつくろう（編集体制の組織化）き

るサイトを作るかを決めていきましょうでサイトをつくろう（編集体制の組織化）す。
5 コンテンツを挙げていきましょうとは、電子町内会システムに登録が必要です。 Web サイトを作るかを決めていきましょうでサイトをつくろう（編集体制の組織化）使われている意味としてはただ単に内容を指すだけではなく具体的な「情報の中身」を表われている意味としてはただ単に内容を指すだけではなく具体的な「情報の中身」を表としてはた版だ単に内容を指すだけではなく具体的な「情報の中身」を表単に内容を指すだけではなく具体的な「情報の中身」を表に内容を指すだけではなく具体的な「情報の中身」を表を反映した版指してホームページと呼ぶ場合もあります。これ以降、ホームページにすだ単に内容を指すだけではなく具体的な「情報の中身」を表けでサイトをつくろう（編集体制の組織化）はなサイトを作るかを決めていきましょうく具体的に開きましょうなサイトを作るかを決めていきましょう「コミュニティ情報とフロー情報についての版中身」を表」を反映した版表

します。
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-岡山市電子町内会システム再構築・運用保守等包括外部委託業務再構築・運用保守等包括外部委託業務-

2.3 コンテンツを挙げていきましょうを挙げていきましょうげていきましょう
伝えたい・発信していく情報を決めましょうえたい、結果を記入してください。発信していく情報を決めましょうしたい上方だけでなく世界、結果を記入してください。テーマを挙げるを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。決めていきましょうめ事前の取り組みを前提とていったら、結果を記入してください。テーマを挙げるに沿って載せていく情報内容（コンテンツ）って載せていく情報内容（コンテンツ）せていく情報を決めましょう内容」を書き出してみましょう。（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。コンテンツを挙げていきましょう）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。思いますか。いつく限られるため事前の取り組みを前提とり組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。あげていきましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
★印のワークについて事前の記入これはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。電子町内会に関わろうと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とする町内会様には事前に各課題について記入関係者リスト一同で行ったりして、地域のコミュニティを活発にうこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。お願いしております。すすめ事前の取り組みを前提とします。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
下記の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とようなサイトを作るかを決めていきましょう形式で書き出してみましょう。で書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。き出してみましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

• 収集方だけでなく世界法１：挙げる手く、また、長く続くように使えるようにしていして発言し、結果を記入してください。会議室の黒板・ホワイトボードに議事進行役が書き込む。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と黒板・発信していく情報を決めましょうホワイト調査シートボードに議事進めます）。より良いページを作るためご協力をお願いします。行ったりして、地域のコミュニティを活発に役が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。き込む。む。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
• 収集方だけでなく世界法２：用紙やホワイトボードに書きを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。各人に配り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。思いますか。いついたもの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。記入してください。してもらう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。用紙やホワイトボードに書きを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。回収し読んだ人は何を感じると思いますか。み上げる町内会様には事前に各課題について記入。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

コン番号テン番号ツリスト調査シートの記入例の記入例記入例

番号 記事題名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。タイト調査シートル配信システムを使って、町内会の会員）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。 分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と類が自分の家（町内）に帰ってき（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。カテゴリー）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。 参考
111 今年の○○祭りでの花火おすすめスポットの意外○○祭りでの花火おすすめスポットりでの意外花火おすすめスポットを紹介でスポットを紹介で 催しし

112 スマートを紹介でフォンで町内会の催しを知るで町内会の意外催ししを得られて役知るる 3つの意外方法 情報を得られて役 ヤフーニュース

113 ○○公園での草むしりを○月○日に行いますでの意外草むしりを○月○日に行いますむしりを得られて役○月○日に行いますに行いますいます 募集

114 第○期○○町内会会長就任挨拶 人事 紙版

記入してください。項目 項目の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と説があります。明な点は 
記事題名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。タイト調査シートル配信システムを使って、町内会の会員）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。 記事の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と本文を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。く前に各課題について記入に文章の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と題名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。タイト調査シートル配信システムを使って、町内会の会員）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。まず決めていきましょうめ事前の取り組みを前提とます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。ここではワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。まだ文章

の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と一言一句まで考えなくても大丈夫ですが、作文内容がすぐ思い浮かぶように明快まで考えなサイトを作るかを決めていきましょうくても大丈夫ですが、作文内容がすぐ思い浮かぶように明快ですが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と、結果を記入してください。作るためご協力をお願いします。文内容」を書き出してみましょう。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とすぐ思い浮かぶように明快思いますか。い浮かぶように明快かぶように明な点は 快
なサイトを作るかを決めていきましょう題名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。決めていきましょうめ事前の取り組みを前提とる町内会様には事前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とポイント調査シートです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。32文字が最適です。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と最適です。です。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と類が自分の家（町内）に帰ってき（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。カテゴリー）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。 記事が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と大まかにどういう分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と類が自分の家（町内）に帰ってき（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。カテゴリー）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提となサイトを作るかを決めていきましょうの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とかも書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。き留めておきます。め事前の取り組みを前提とてお願いしております。きます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
参考 参考にした記事や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名出典があれば書き留めます。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とあれば書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。き留めておきます。め事前の取り組みを前提とます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

★印のワークについて事前の記入注意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。　一つの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記事の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と中で に複数の話題を入れるのを避けてください。一つの記事には一つの主題・内容を入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と話題を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。入してください。れる町内会様には事前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。避けてください。一つの記事には一つの主題・内容を入け講習を受講の場合、下記の特にてください。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。一つの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記事にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。一つの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と主にメール一斉配信システムです。題・発信していく情報を決めましょう内容」を書き出してみましょう。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。入してください。
れる町内会様には事前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とインターネット調査シートでの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と基本と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提となサイトを作るかを決めていきましょうり組み、結果を記入してください。ます（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。理しよう由：検索してみましょう。エンジを作るためご協力をお願いします。ン6が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と扱いたい題材（テーマ）を決めましょう。うの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とに適です。している町内会様には事前に各課題について記入ため事前の取り組みを前提と）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

ワーク：関連サイト調査シートコン番号テン番号ツリスト調査シートの記入例
あなサイトを作るかを決めていきましょうたの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会もコンテンツを挙げていきましょうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。思いますか。いつく限られるため事前の取り組みを前提とり組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。あげていきましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
番号 記事題名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。タイト調査シートル配信システムを使って、町内会の会員）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。 分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と類が自分の家（町内）に帰ってき（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。カテゴリー）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。 参考

6 検索エンジンとは、インターネットに存在する情報エンジと投稿の区別ンとは、電子町内会システムに登録が必要です。インター情報についてネットを作るかを決めていきましょうに存在する情報する情報とフロー情報について(ウェブペー情報についてジと投稿の区別、電子町内会システムに登録が必要です。ウェブサイトを作るかを決めていきましょう、電子町内会システムに登録が必要です。画像ファイル、ネットニュースなどファイル、電子町内会システムに登録が必要です。ネットを作るかを決めていきましょうニュー情報についてスなサイトを作るかを決めていきましょうど)を反映した版検索エンジンとは、インターネットに存在する情報
する機能およびそのプログラムのことです。およびその版プログラム再構築・運用保守等包括外部委託業務の版ことでサイトをつくろう（編集体制の組織化）す。
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-岡山市電子町内会システム再構築・運用保守等包括外部委託業務再構築・運用保守等包括外部委託業務-

2.4 ストを作るかを決めていきましょうック情報とフロー情報について情報とフロー情報についてとフロー情報について情報とフロー情報についてについて

「外向け」と「内向け」の スト調査シートック情報を決めましょう」と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。一過性ではなく長期にわたって参照したい情報のことを指します。また、「フローではワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。なサイトを作るかを決めていきましょうく長く続くように使えるようにしてい期にわたって参照してください。したい情報を決めましょうの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。指します。また、「フローします。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。また、結果を記入してください。「外向け」と「内向け」の フロー
情報を決めましょう」と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。それに対し比較的に発信していけそうなテーマ短期的に発信していけそうなテーマなサイトを作るかを決めていきましょう情報を決めましょう（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。速報を決めましょうや地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名単発の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とニュースなサイトを作るかを決めていきましょうど）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。指します。また、「フローすこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とします。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
例とえば地誌や名所旧跡案内などのコンテンツはストック情報に該当します。それに対し「最近新しいお店がや地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名案内なサイトを作るかを決めていきましょうどの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とコンテンツを挙げていきましょうはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。スト調査シートック情報を決めましょうに該当ワークの直前の章・節に解説があります。します。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。それに対し「外向け」と「内向け」の 最近な出来事の情報交換を行ったりして、地域のコミュニティを活発に新しいお願いしております。店はありますか。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と
出来ました」「外向け」と「内向け」の 何を感じると思いますか。月何を感じると思いますか。日まで道路工事が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と行ったりして、地域のコミュニティを活発にわれています」「外向け」と「内向け」の （課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。一時的に発信していけそうなテーマに展や役に立つ情報を特に優先しましょう。示を休止していまを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。休止していましていま
す」等のサイト（検索サイトといいます）を開きます。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と情報を決めましょうはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。フロー情報を決めましょうの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と例とです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
どこまでが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とスト調査シートック、結果を記入してください。どこまでが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とフローと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提という厳密なものはありません。なサイトを作るかを決めていきましょうもの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。あり組み、結果を記入してください。ません。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
前に各課題について記入項でサイト調査シートの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とテーマを挙げるに沿って載せていく情報内容（コンテンツ）って内容」を書き出してみましょう。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。挙げるげて頂きました。リストを見返してみて、それらのうち、ストックきました。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。リスト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。見ることができます。返してみて、それらのうち、ストックしてみて、結果を記入してください。それらの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とうち、結果を記入してください。スト調査シートック
情報を決めましょうにはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。印のワークについて事前の記入を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。記入してください。しましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
2.5 固定ページと投稿の区別ペー情報についてジと投稿の区別と投稿の区別の町内会を調べましょう区別

岡山市電子町内会ではワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。「外向け」と「内向け」の 固定ページのメニュー（階層）のデザインをするページを作るためご協力をお願いします。」「外向け」と「内向け」の 投稿」の作成は簡単に行えます。」の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と作るためご協力をお願いします。成したり、メーはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。簡単に行ったりして、地域のコミュニティを活発にえます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
機能名 特に徴は何ですか。名所旧跡や

「固定ページ」ページ」 スト調査シートック情報を決めましょうに向け講習を受講の場合、下記の特にく。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
「投稿」 フロー情報を決めましょうに向け講習を受講の場合、下記の特にく。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。新着順やカテゴリーで絞り込みして表示できる。や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名カテゴリーで絞り込みして表示できる。り組み、結果を記入してください。込む。みして表示を休止していまできる町内会様には事前に各課題について記入。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

上記の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とように「外向け」と「内向け」の 固定ページのメニュー（階層）のデザインをするページを作るためご協力をお願いします。」と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提という機能と「投稿」という機能があります。以下マニュアル等でも単に投稿と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と「外向け」と「内向け」の 投稿」の作成は簡単に行えます。」と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提という機能と「投稿」という機能があります。以下マニュアル等でも単に投稿が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とあり組み、結果を記入してください。ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。以下マを挙げるニュアル配信システムを使って、町内会の会員等のサイト（検索サイトといいます）を開きます。でも単に投稿」の作成は簡単に行えます。
と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記載せていく情報内容（コンテンツ）の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と物の名称はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。電子町内会システム利用者リストでの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と「外向け」と「内向け」の 投稿」の作成は簡単に行えます。」機能と「投稿」という機能があります。以下マニュアル等でも単に投稿による町内会様には事前に各課題について記入物の名称を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。指します。また、「フローすこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とします。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
それではワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。前に各課題について記入項までに作るためご協力をお願いします。成したり、メーした「外向け」と「内向け」の コンテンツを挙げていきましょうリスト調査シート」の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とうち、結果を記入してください。スト調査シートック情報を決めましょうの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と印のワークについて事前の記入が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とついた物の名称と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とそうでなサイトを作るかを決めていきましょういも
の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とに分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とけ講習を受講の場合、下記の特にて話を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。進めます）。より良いページを作るためご協力をお願いします。め事前の取り組みを前提とます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

• スト調査シートック情報を決めましょうの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と印のワークについて事前の記入あり組み、結果を記入してください。…「外向け」と「内向け」の 固定ページのメニュー（階層）のデザインをするページを作るためご協力をお願いします。」の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と候補
• スト調査シートック情報を決めましょうの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と印のワークについて事前の記入なサイトを作るかを決めていきましょうし…「外向け」と「内向け」の 投稿」の作成は簡単に行えます。」の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と候補
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2.6 固定ページと投稿の区別ペー情報についてジと投稿の区別の町内会を調べましょうメニュー情報について（階層）のデザインをする階層）のデザインをするの町内会を調べましょうデザインをする
コンテンツを挙げていきましょうリスト調査シートからスト調査シートック情報を決めましょうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。取って各課題に取り組み、結果を記入してください。り組み、結果を記入してください。出します。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。いくつかの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と類が自分の家（町内）に帰ってき（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。カテゴリー）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とある町内会様には事前に各課題について記入と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と思いますか。います。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。そ
れに基づいてメニューを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。作るためご協力をお願いします。ってみましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
まずト調査シートップします。ページを作るためご協力をお願いします。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と大本に来ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。これはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。固定ページのメニュー（階層）のデザインをするです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
そして基本はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。「外向け」と「内向け」の 大分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と類が自分の家（町内）に帰ってき」の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と下に「外向け」と「内向け」の 小分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と類が自分の家（町内）に帰ってき」、結果を記入してください。更にその下に個別の「固定ページ」となるようにします。にその準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と下に個別の「固定ページ」となるようにします。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と「外向け」と「内向け」の 固定ページのメニュー（階層）のデザインをするページを作るためご協力をお願いします。」と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提となサイトを作るかを決めていきましょうる町内会様には事前に各課題について記入ようにします。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
例とえば以下の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とようになサイトを作るかを決めていきましょうり組み、結果を記入してください。ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
メニュー階層の例の記入例例

• ト調査シートップします。ページを作るためご協力をお願いします。 ← 全ての準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と根っこに存在するのは「トップページ」只一つです。っこに存在する町内会様には事前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。「外向け」と「内向け」の ト調査シートップします。ページを作るためご協力をお願いします。」只一つです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
◦ ○○町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と地誌や名所旧跡案内などのコンテンツはストック情報に該当します。それに対し「最近新しいお店が

▪ 歴史
▪ 輩出した著名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名人

• A女史
• B男

◦ ○○町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とええと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提ところ
▪ ○○山
▪ 絶景おすすめポイントお願いしております。すすめ事前の取り組みを前提とポイント調査シート
▪ パワースポット調査シート

◦ 町内会組み、結果を記入してください。織の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と紹介
▪ 町内会長く続くように使えるようにしてい挨拶
▪ 愛育委員会

◦ 施設案内
▪ 夜間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。救急リスト調査シート

この準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とメニューを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。表にする町内会様には事前に各課題について記入と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とこうなサイトを作るかを決めていきましょうり組み、結果を記入してください。ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
メニュー階層の例（記入例）

根幹(第 0 階層) 第１階層 第２階層 第３階層

トを作るかを決めていきましょうップペー情報についてジと投稿の区別 ○○町内会の意外地誌 歴史

輩出した著名人した著名人著名人 A女史

B男

○○町内会の意外ええところ ○○山

絶景おすすめポイントおすすめスポットを紹介でポインで町内会の催しを知るトを紹介で

パワースポットを紹介で

町内会組織の紹介の意外紹介で 町内会長挨拶

愛育委員会

施設案内 夜間救急リストリストを紹介で

※ フロー情報を決めましょう（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。投稿」の作成は簡単に行えます。）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。これら階層と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。別の「固定ページ」となるようにします。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と所に掲載せていく情報内容（コンテンツ）しますの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とでここではワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。無視して結構です。して結構です。です。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
8
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あなサイトを作るかを決めていきましょうたの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とメニューについて、結果を記入してください。コンテンツを挙げていきましょうリスト調査シートの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とスト調査シートックを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。元の自慢や特徴は何ですか。名所旧跡やに分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と類が自分の家（町内）に帰ってきし、結果を記入してください。つくってみましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
ワーク：関連サイト調査シートメニュー階層の例

根幹(第 0 階層) 第１階層 第２階層 第３階層

トを作るかを決めていきましょうップペー情報についてジと投稿の区別

9
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3 体制をつくりましょうをつくりましょう

3.1 役割をつくろうをつくろう
岡山市電子町内会はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。「外向け」と「内向け」の 会長く続くように使えるようにしてい」「外向け」と「内向け」の 実務責任者リスト」「外向け」と「内向け」の ウェブサイト調査シート管理しよう者リスト」の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と 3 名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。必要です。但し、会長は実です。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。但し、会長は実し、結果を記入してください。会長く続くように使えるようにしていはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。実
務責任者リストかウェブサイト調査シート管理しよう者リストの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と兼任はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。認め事前の取り組みを前提とられています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。しかし、結果を記入してください。実務責任者リストが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とウェブサイト調査シート管理しよう者リスト、結果を記入してください。ま
たはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。ウェブサイト調査シート管理しよう者リストが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と実務責任者リストの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と兼任はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。認め事前の取り組みを前提とられてお願いしております。り組み、結果を記入してください。ません。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
ここで、結果を記入してください。「外向け」と「内向け」の 会長く続くように使えるようにしてい」「外向け」と「内向け」の 実務責任者リスト」「外向け」と「内向け」の ウェブサイト調査シート管理しよう者リスト」の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と役割をつくろうはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。以下の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と通り組み、結果を記入してください。です。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
会長く続くように使えるようにしてい 「外向け」と「内向け」の 会長く続くように使えるようにしてい」はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。リアル配信システムを使って、町内会の会員の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会長く続くように使えるようにしていと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とイコール配信システムを使って、町内会の会員です。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。電子と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と付け加えたい情報はありいても町内会活動の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と一つだから

です。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
実務責任者リスト 「外向け」と「内向け」の 実務責任者リスト」はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。ページを作るためご協力をお願いします。に掲載せていく情報内容（コンテンツ）する町内会様には事前に各課題について記入素材の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と収集、結果を記入してください。団体と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提との準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と折衝や会員の勧誘を行います。必や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名会員の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と勧めしたい事や物はあ誘を行います。必を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。行ったりして、地域のコミュニティを活発にいます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。必

ずしもパソコンに詳しい方がならないといけないというわけではなく、町内のことを良くごしい方だけでなく世界が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提となサイトを作るかを決めていきましょうらなサイトを作るかを決めていきましょういと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提といけ講習を受講の場合、下記の特になサイトを作るかを決めていきましょういと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提というわけ講習を受講の場合、下記の特にではワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。なサイトを作るかを決めていきましょうく、結果を記入してください。町内の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。良いページを作るためご協力をお願いします。くご協力をお願いします。
存知らせメールが配信の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と方だけでなく世界になサイトを作るかを決めていきましょうっていただくようにしています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

ウェブサイト調査シート
管理しよう者リスト

「外向け」と「内向け」の ウェブサイト調査シート管理しよう者リスト」はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。実務責任者リストと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。逆にパソコンに詳しい方になっていただくようににパソコンに詳しい方がならないといけないというわけではなく、町内のことを良くごしい方だけでなく世界になサイトを作るかを決めていきましょうっていただくように
しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。ウェブサイト調査シートの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と管理しようや地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名更にその下に個別の「固定ページ」となるようにします。新作るためご協力をお願いします。業、結果を記入してください。参加しています。会員の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と登録を行います。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。行ったりして、地域のコミュニティを活発にいます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

実務責任者リスト、結果を記入してください。ウェブサイト調査シート管理しよう者リストはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。複数の話題を入れるのを避けてください。一つの記事には一つの主題・内容を入名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名置くことができます。くこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とできます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
町内会によってはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。運営委員と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とか編集委員を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。お願いしております。いて、結果を記入してください。編集委員会や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名情報を決めましょう化推進めます）。より良いページを作るためご協力をお願いします。部等のサイト（検索サイトといいます）を開きます。組み、結果を記入してください。織化して運営している町内会様には事前に各課題について記入と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と
ころもあり組み、結果を記入してください。ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
いずれにしても、結果を記入してください。1個人に負担のかからないように運営をお願いいたします。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とかからなサイトを作るかを決めていきましょういように運営を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。お願いしております。願いしております。いいたします。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
役割のシステム上の分類の記入例システム上の分類上の分類の記入例分類
この準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とうち、結果を記入してください。電子町内会システム利用者リストで実際に記事にできて、ずっと続けることができるテーマに印をつけましょう。にサイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。操作るためご協力をお願いします。する町内会様には事前に各課題について記入権限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。以下の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とように分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とかれています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
投稿の区別者の方へ：受講前の注意 を更新 投稿の記入例作成・発信していく情報を決めましょう編集（自己の投稿のみ操作可）の記入例投稿の記入例み操作可）操作可）

編集者の方へ：受講前の注意 を更新 投稿・発信していく情報を決めましょう固定ページ」ページの記入例作成と編集（他の人が作成した物も操作可）編集（他の人が作成した物も操作可）の記入例人が作成した物も操作可）が作成した物も操作可）作成した物も操作可）も操作可）操作可）

管理しよう者の方へ：受講前の注意 を更新 利用者の新規登録・管理、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。の記入例新規登録・発信していく情報を決めましょう管理、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。サイト調査シートの記入例全体の設定を変えるなどシステムの管理者。の記入例設定ページ」を挙げる変えるなどシステムの管理者。システム上の分類の記入例管理者の新規登録・管理、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。。
通常はウェブサイト管理者が担当します。はウェブサイト管理者が担当します。ウェブサイト調査シートの記入例管理者の新規登録・管理、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。が作成した物も操作可）担当します。します。

サイト調査シート作るためご協力をお願いします。成したり、メーに携わる方々には、これら３つの権限のうちいずれかを指定し、ユーザ名を発行することとなりわる町内会様には事前に各課題について記入方だけでなく世界々が見ることができます。にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。これら３つの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と権限られるため事前の取り組みを前提との準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とうちいずれかを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。指します。また、「フロー定ページのメニュー（階層）のデザインをするし、結果を記入してください。ユーザ名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。発行ったりして、地域のコミュニティを活発にする町内会様には事前に各課題について記入こと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提となサイトを作るかを決めていきましょうり組み、結果を記入してください。
ます（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。パスワードはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。利用者リスト各自が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と管理しようします）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。登録を行います。はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。ウェブサイト調査シート管理しよう者リストに行ったりして、地域のコミュニティを活発にって頂きました。リストを見返してみて、それらのうち、ストックきます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
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ワーク：関連サイト調査シートシステム上の分類利用者の新規登録・管理、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。リスト調査シートの記入例
ウェブサイト調査シート管理しよう者リストはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。下記情報を決めましょうの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と・発信していく情報を決めましょう管理しようを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。お願いしております。願いしております。いします。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

氏名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名 権限られるため事前の取り組みを前提と E-mail ユーザ名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。英数の話題を入れるのを避けてください。一つの記事には一つの主題・内容を入小文字が最適です。）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
投・発信していく情報を決めましょう編・発信していく情報を決めましょう管
投・発信していく情報を決めましょう編・発信していく情報を決めましょう管
投・発信していく情報を決めましょう編・発信していく情報を決めましょう管
投・発信していく情報を決めましょう編・発信していく情報を決めましょう管

※個人情報を決めましょうの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とため事前の取り組みを前提と、結果を記入してください。この準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と表に記入してください。しなサイトを作るかを決めていきましょういで別の「固定ページ」となるようにします。途、結果を記入してください。表計算ソフト等で作成し厳重に管理してください。ソフト調査シート等のサイト（検索サイトといいます）を開きます。で作るためご協力をお願いします。成したり、メーし厳重に管理してください。に管理しようしてください。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

3.2 みんなサイトを作るかを決めていきましょうでサイトをつくろう（編集体制の組織化）サイトを作るかを決めていきましょうをつくろう（階層）のデザインをする編集体制をつくりましょうの町内会を調べましょう組織化）のデザインをする
何を感じると思いますか。名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名で運営する町内会様には事前に各課題について記入かにかかわらず、結果を記入してください。必要です。但し、会長は実に応じてサイトにあげる（掲載する）内容の検討やチェックができるじてサイト調査シートにあげる町内会様には事前に各課題について記入（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。掲載せていく情報内容（コンテンツ）する町内会様には事前に各課題について記入）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。内容」を書き出してみましょう。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と検討や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名チェックが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とできる町内会様には事前に各課題について記入
よう、結果を記入してください。定ページのメニュー（階層）のデザインをする期的に発信していけそうなテーマに編集会議を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。開催し物の名称する町内会様には事前に各課題について記入こと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。お願いしております。すすめ事前の取り組みを前提とします。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
編集体の設定を変えるなどシステムの管理者。制の確認事項の記入例確認事項
編集会議を定期的に開きましょうを反映した版開きましょう催する方法をあなたの町内会で相談して記入します。する方へ：受講前の注意 を更新法をあなたの町内会で相談して記入します。を反映した版あなサイトを作るかを決めていきましょうた版の版町内会でサイトをつくろう（編集体制の組織化）相談して記入します。して記入します。します。

確認事をすればいいのか項 記入します。欄

• 編集会議を定期的に開きましょうを反映した版行うのはいつですか？うの版はいつでサイトをつくろう（編集体制の組織化）すか？
◦ 毎週○曜日
◦ 毎月偶数週の版○曜日

• 編集会議を定期的に開きましょうを反映した版どこでサイトをつくろう（編集体制の組織化）行うのはいつですか？いますか？
◦ 公民館○○室
◦ 町内の版公会堂
◦ ○○さんの版家

• 連絡はどのようにとりますか？はどの版ようにとりますか？
◦ フェイスブック情報とフロー情報についての版グルー情報についてプ
◦ メー情報についてリングリストを作るかを決めていきましょう
◦ 連絡はどのようにとりますか？網（階層）のデザインをする電話）のデザインをする
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4 サイトを作るかを決めていきましょうオー情報についてプンまでサイトをつくろう（編集体制の組織化）の町内会を調べましょう道のりの町内会を調べましょうり
新規の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会サイト調査シート立つち上げまで、結果を記入してください。いままでの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とらを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。まと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とめ事前の取り組みを前提とていくと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とこの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とようなサイトを作るかを決めていきましょう流れになります。れになサイトを作るかを決めていきましょうり組み、結果を記入してください。ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

1

•町内会でサイトを作成するために、組織をつくって、それぞれの役割を決める。でサイトを作成するために、組織をつくって、それぞれの役割を決める。サイト調査シートの記入例を挙げる作成するために、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。組織をつくって、それぞれの役割を決める。を挙げるつく情報を決めましょうって、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。それぞれの記入例役割のシステム上の分類を挙げる決めましょうめる。
•岡山市市民協働企画総務課に「電子町内会参加申込書」を出してあなたの町に「電子町内会でサイトを作成するために、組織をつくって、それぞれの役割を決める。参加申込書」を出してあなたの町」を挙げる出してあなたの町してあなたの記入例町
内会でサイトを作成するために、組織をつくって、それぞれの役割を決める。の記入例アドレス、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。システム上の分類に入るための記入例ID・発信していく情報を決めましょうパスワードを挙げる入手しましょう。しましょう。

2

•まず、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。最初に、自分の町内をインターネットなどで調べて、どんな記事を載せるに、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。自分の記入例町内を挙げるイン番号ターネット調査シートの記入例などシステムの管理者。でサイトを作成するために、組織をつくって、それぞれの役割を決める。調べて、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。どシステムの管理者。んな記事を挙げる載せるせる
か、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。また、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。どシステムの管理者。の記入例ようなサイト調査シートの記入例にするか等、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。サイト調査シートの記入例の記入例方向性を決めていきましょう。まを挙げる決めましょうめていきましょう。ま
た、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。見てもらうサイトのイメージを決めましょう。ても操作可）らうサイト調査シートの記入例の記入例イメージを挙げる決めましょうめましょう。

3

•伝えたい・発信していく情報を決めましょうえたい情報を決めましょう、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。テーマを挙げるが作成した物も操作可）決めましょうまったら、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。「コン番号テン番号ツリスト調査シートの記入例」を挙げる考えて作っていきまえて作っていきま
しょう。また、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。必要に応じて、資料集め、写真、取材などを行いましょう。に応じて、資料集め、写真、取材などを行いましょう。じて、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。資料集め、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。写真、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。取材などを行いましょう。などシステムの管理者。を挙げる行いましょう。いましょう。

4

•また、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。サイト調査シートの記入例の記入例オープン番号の記入例日にちを挙げる決めましょうめて、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。それに合わせて、作業の分担を行わせて、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。作業の分担を行の記入例分担を挙げる行いましょう。
なったり、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。記事の記入例作成を挙げる行いましょう。いましょう。

5

•また、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。公開前の編集会議にて、固定ページ・投稿などサイト記載内容全般の最の記入例編集会でサイトを作成するために、組織をつくって、それぞれの役割を決める。議にて、固定ページ・投稿などサイト記載内容全般の最にて、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。固定ページ」ページ・発信していく情報を決めましょう投稿などシステムの管理者。サイト調査シートの記入例記載せる内容全般の最の記入例最
終チェックをおこないましょう。チェックを挙げるおこないましょう。

6

•最終チェックをおこないましょう。チェック問題なし。記事の投稿が完了したら、岡山市役所 市民協働企画なし。記事の記入例投稿が作成した物も操作可）完了したら、岡山市役所 市民協働企画したら、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。岡山市役所 市民協働企画
総務課に「電子町内会参加申込書」を出してあなたの町に連サイト調査シートの記入例絡しましょう。そうすると、電子町内会ポータルサイトに掲載します。しましょう。そうすると編集（他の人が作成した物も操作可）、サイト全体の設定を変えるなどシステムの管理者。電子町内会でサイトを作成するために、組織をつくって、それぞれの役割を決める。ポータルサイト調査シートの記入例に掲載せるします。

7
•あなたの記入例町内会でサイトを作成するために、組織をつくって、それぞれの役割を決める。サイト調査シートの記入例の記入例オープン番号でサイトを作成するために、組織をつくって、それぞれの役割を決める。す。

12



-岡山市電子町内会システム再構築・運用保守等包括外部委託業務再構築・運用保守等包括外部委託業務-

5 サイトを作るかを決めていきましょうオー情報についてプン後のフォローの町内会を調べましょうフォロー情報について

5.1 編集会について議を定期的に開きましょうを定ページと投稿の区別期的に開きましょうに開きましょうきましょう
町内会サイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。オープします。ンしたら、結果を記入してください。しっかり組み、結果を記入してください。持続くように使えるようにしてい的に発信していけそうなテーマにや地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名っていくこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と大切なことは、町です。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
その準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とため事前の取り組みを前提とにも、結果を記入してください。定ページのメニュー（階層）のデザインをする期的に発信していけそうなテーマに編集会議なサイトを作るかを決めていきましょうどの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と集まり組み、結果を記入してください。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。開いていきましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
5.2 どんなサイトを作るかを決めていきましょう事をすればいいのかをすればいいの町内会を調べましょうか
例とと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提として、結果を記入してください。編集会議の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と内容」を書き出してみましょう。はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。以下の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とようなサイトを作るかを決めていきましょうこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。あげています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

1. サイト調査シートの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とアクセス数の話題を入れるのを避けてください。一つの記事には一つの主題・内容を入を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。確認する町内会様には事前に各課題について記入（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。前に各課題について記入回と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提との準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と比較を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。する町内会様には事前に各課題について記入と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と良いページを作るためご協力をお願いします。いです）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。 ※参考
2. 町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と催し物の名称しなサイトを作るかを決めていきましょうど回覧情報を決めましょう、結果を記入してください。ニュース、結果を記入してください。話題なサイトを作るかを決めていきましょうど元の自慢や特徴は何ですか。名所旧跡やに、結果を記入してください。新規投稿」の作成は簡単に行えます。内容」を書き出してみましょう。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。検討する町内会様には事前に各課題について記入
3. 公開前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記事内容」を書き出してみましょう。チェックを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。相互に行うに行ったりして、地域のコミュニティを活発にう
4. 固定ページのメニュー（階層）のデザインをするページを作るためご協力をお願いします。階層の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と見ることができます。直し検討、結果を記入してください。スライドショー写真差し替えの検討（年に２回位）し替えの検討（年に２回位）えの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と検討（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。年に２回位）に２回位）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
5. 電子町内会ポータル配信システムを使って、町内会の会員サイト調査シートの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と「外向け」と「内向け」の お願いしております。知らせメールが配信らせ」の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と新着を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。確認する町内会様には事前に各課題について記入
6. 次回編集会議日を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。確認する町内会様には事前に各課題について記入

※ 参考えて作っていきま 
岡山市電子町内会はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。「外向け」と「内向け」の グーグル配信システムを使って、町内会の会員 アナリティを活発にクス」を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。使って、町内会の会員えば、結果を記入してください。以下の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とようなサイトを作るかを決めていきましょう情報を決めましょうが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とわかり組み、結果を記入してください。ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

• 訪問い者リスト数の話題を入れるのを避けてください。一つの記事には一つの主題・内容を入
• 閲覧ページを作るためご協力をお願いします。数の話題を入れるのを避けてください。一つの記事には一つの主題・内容を入
• 滞在時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。・発信していく情報を決めましょう訪問い回数の話題を入れるのを避けてください。一つの記事には一つの主題・内容を入・発信していく情報を決めましょう訪問い頻度
• 訪問い者リストの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とサイト調査シート内移動経路
• 訪問い者リストの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と検索してみましょう。キーワード
• 訪問い者リストの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と来訪前に各課題について記入経由サイト調査シート
• 訪問い者リストの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と最初に開いたページと最後に開いたページに開いたページを作るためご協力をお願いします。と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と最後に開いたページに開いたページを作るためご協力をお願いします。
• 訪問い者リストの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と使って、町内会の会員用 PC 等のサイト（検索サイトといいます）を開きます。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と画面解像度、結果を記入してください。ブラウザの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と種類が自分の家（町内）に帰ってき、結果を記入してください。回線の種類、プロバイダ、アクセスしてきたの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と種類が自分の家（町内）に帰ってき、結果を記入してください。プします。ロバイダ、結果を記入してください。アクセスしてきた
国・発信していく情報を決めましょう地域のコミュニティを活発に

グーグル配信システムを使って、町内会の会員アナリティを活発にクスはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。 Google が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と無料で提供するで提と供する町内会様には事前に各課題について記入 Web ページを作るためご協力をお願いします。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とアクセス解析サービスです。サービスです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
Google の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とユーザー登録を行います。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と必要です。但し、会長は実です。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
詳しい方がならないといけないというわけではなく、町内のことを良くごしくはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。岡山市電子町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とポータル配信システムを使って、町内会の会員サイト調査シートの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と「外向け」と「内向け」の よくある町内会様には事前に各課題について記入質問い」に載せていく情報内容（コンテンツ）せています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

図 1: グー情報についてグルアは、ウィキメディア財団が運営しているインターネット百科事典です。誰もが無料で自由に編集に参加できナリティク情報とフロー情報についてスの版レポー情報についてトを作るかを決めていきましょうの版参考例
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5.3 編集カレンダー情報についてをつくって管理しようしよう

サイト調査シート開設前に各課題について記入にも作るためご協力をお願いします。成したり、メーした「外向け」と「内向け」の コンテンツを挙げていきましょうリスト調査シート」の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とうち、結果を記入してください。フロー情報を決めましょうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。元の自慢や特徴は何ですか。名所旧跡やに「外向け」と「内向け」の 編集カレンダー」を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。作るためご協力をお願いします。成したり、メーしま
す。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。この準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とシート調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。作るためご協力をお願いします。って管理しようしていくこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とで、結果を記入してください。サイト調査シートの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記事作るためご協力をお願いします。成したり、メーから公開までの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と流れになります。れの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と管理しようが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提としや地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名すくなサイトを作るかを決めていきましょうり組み、結果を記入してください。
ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
表計算ソフト等で作成し厳重に管理してください。ソフト調査シートでつくったり組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。オンラインの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と文書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。共同編集サービス7で管理しようする町内会様には事前に各課題について記入と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と便利です。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
編集カレン番号ダー（記入例）

状況更にその下に個別の「固定ページ」となるようにします。新日 記事タイト調査シートル配信システムを使って、町内会の会員 カテゴリ 対象として作られているように考えられますか。・発信していく情報を決めましょう参考記事・発信していく情報を決めましょうキーワード 状況 公開予定ページのメニュー（階層）のデザインをする日
2018/04/
01

○○祭りでの花火おすすめスポット　開催し　三〇
〇名集う

催しし ○○祭りでの花火おすすめスポット　山車
対象：参加しなかった方しな穴場かった著名人方
目的：臨場感を伝えたいを得られて役伝えたいえた著名人い

公開済 2018/04/01

2018/04/
05

健康講座の開催予定の意外開催し予定 
○○公民館

健康 http://
www.city.okayama.jp/
hofuku/

校正中 2018/04/07

こういいたもの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とも編集会議で話し合ったほうが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提といいです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
編集カレン番号ダー

状況更にその下に個別の「固定ページ」となるようにします。新日 記事タイト調査シートル配信システムを使って、町内会の会員 カテゴリ 対象として作られているように考えられますか。・発信していく情報を決めましょう参考記事・発信していく情報を決めましょうキーワード 状況 公開予定ページのメニュー（階層）のデザインをする日

7 オンラインの版文書いていきます。共同編集サー情報についてビスは、電子町内会システムに登録が必要です。グー情報についてグル(Google Drive)やMSN(One Drive)といった版サイトを作るかを決めていきましょうにあります。
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6  コンテンツを挙げていきましょう作るかを決めていきましょう成のポイントの町内会を調べましょうポイントを作るかを決めていきましょう

編集カレンダーに沿って載せていく情報内容（コンテンツ）って、結果を記入してください。文章を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。いていきます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
特にに大切なことは、町なサイトを作るかを決めていきましょうの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。伝えたい・発信していく情報を決めましょうえたい内容」を書き出してみましょう。はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。何を感じると思いますか。か？ キーワードと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提となサイトを作るかを決めていきましょうる町内会様には事前に各課題について記入言葉はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。何を感じると思いますか。か？ この準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記事を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。読んだ人は何を感じると思いますか。むの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。どんなサイトを作るかを決めていきましょう人か？を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。識して書いて行くことです。して書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。いて行ったりして、地域のコミュニティを活発にくこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
また、結果を記入してください。記事の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とタイト調査シートル配信システムを使って、町内会の会員はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とかり組み、結果を記入してください。や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名すく、結果を記入してください。本文の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と内容」を書き出してみましょう。・発信していく情報を決めましょうキーワードを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。まと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とめ事前の取り組みを前提とたもの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とにしましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

6.1 情報とフロー情報について収集の町内会を調べましょうポイントを作るかを決めていきましょう

一番大切なことは、町なサイトを作るかを決めていきましょうこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。実際に記事にできて、ずっと続けることができるテーマに印をつけましょう。に現場で見ることができます。聞きする町内会様には事前に各課題について記入こと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
その準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と他にも例とえば

• 常にアンテナを張り町内会で起きたこと・起こる予定について知る。にアンテナを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。張り町内会で起きたこと・起こる予定について知る。り組み、結果を記入してください。町内会で起きたこと・起こる予定について知る。きたこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と・発信していく情報を決めましょう起きたこと・起こる予定について知る。こる町内会様には事前に各課題について記入予定ページのメニュー（階層）のデザインをするについて知らせメールが配信る町内会様には事前に各課題について記入。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
• 町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と行ったりして、地域のコミュニティを活発に事カレンダーを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。元の自慢や特徴は何ですか。名所旧跡やに年に２回位）間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と編集カレンダーを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。記入してください。してみる町内会様には事前に各課題について記入。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
• 町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と各委員から活動内容」を書き出してみましょう。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。聞く。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
• 新聞・発信していく情報を決めましょうケーブル配信システムを使って、町内会の会員テレビで町内会が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と取って各課題に取り組み、結果を記入してください。り組み、結果を記入してください。上げられたら、結果を記入してください。自分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とも現場に行ったりして、地域のコミュニティを活発にってみる町内会様には事前に各課題について記入。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
• 他町内サイト調査シートが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とどういった話題を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とらえている町内会様には事前に各課題について記入か直近な出来事の情報交換を行ったりして、地域のコミュニティを活発にの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記事を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。参考にする町内会様には事前に各課題について記入。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

6.2 公開きましょう前に記事をチェックしましょうに記事をすればいいのかをチェック情報とフロー情報についてしましょう

□ 存命の個人について本人を特定できる情報が記事に含まれ、本人に公開許可を得ていないの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と個人について本人を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。特に定ページのメニュー（階層）のデザインをするできる町内会様には事前に各課題について記入情報を決めましょうが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記事に含まれ、本人に公開許可を得ていないまれ、結果を記入してください。本人に公開許可を得ていないを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。得ていないていなサイトを作るかを決めていきましょうい
□ コンテンツを挙げていきましょうに名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名簿を含んでいるを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。含まれ、本人に公開許可を得ていないんでいる町内会様には事前に各課題について記入
□ コンテンツを挙げていきましょうに利用条件が不明確な画像など素材を含んでいるが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と不明な点は 確なサイトを作るかを決めていきましょう画像なサイトを作るかを決めていきましょうど素材を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。含まれ、本人に公開許可を得ていないんでいる町内会様には事前に各課題について記入
□ リンク先しましょう。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とページを作るためご協力をお願いします。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と存在しなサイトを作るかを決めていきましょうい・発信していく情報を決めましょうリンク先しましょう。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とセキュリティを活発にソフト調査シートに引っ越してきっかかる町内会様には事前に各課題について記入
□ コンテンツを挙げていきましょうに ID や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名パスワードを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。含まれ、本人に公開許可を得ていないんでいる町内会様には事前に各課題について記入
□ コンテンツを挙げていきましょうに機種依存文字が最適です。8を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。含まれ、本人に公開許可を得ていないんでいる町内会様には事前に各課題について記入
□ 薬や医療情報について科学的な証拠に基づかない・誤解を招く記載を含んでいるや地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名医療情報を決めましょうについて科学のため他県から引っ越してき的に発信していけそうなテーマなサイトを作るかを決めていきましょう証拠に基づかない・誤解を招く記載を含んでいるに基づかなサイトを作るかを決めていきましょうい・発信していく情報を決めましょう誤解を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。招く記載を含んでいるく記載せていく情報内容（コンテンツ）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。含まれ、本人に公開許可を得ていないんでいる町内会様には事前に各課題について記入
□ プします。レゼント調査シートや地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名懸賞の実施について誤解を招く記載を含んでいるの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と実施について誤解を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。招く記載を含んでいるく記載せていく情報内容（コンテンツ）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。含まれ、本人に公開許可を得ていないんでいる町内会様には事前に各課題について記入
□ 互に行ういに関連サイト調査シートの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提となサイトを作るかを決めていきましょうい複数の話題を入れるのを避けてください。一つの記事には一つの主題・内容を入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と主にメール一斉配信システムです。題を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。相当ワークの直前の章・節に解説があります。程度含まれ、本人に公開許可を得ていないんでいる町内会様には事前に各課題について記入
□ キーワードの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と羅列を含んでいるを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。含まれ、本人に公開許可を得ていないんでいる町内会様には事前に各課題について記入
□ 文字が最適です。の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。違い・表記の間違い・文法の誤りを含んでいるい・発信していく情報を決めましょう表記の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。違い・表記の間違い・文法の誤りを含んでいるい・発信していく情報を決めましょう文法の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と誤り組み、結果を記入してください。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。含まれ、本人に公開許可を得ていないんでいる町内会様には事前に各課題について記入
□ 事実について記載せていく情報内容（コンテンツ）した記事で事実と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と合わなサイトを作るかを決めていきましょうい内容」を書き出してみましょう。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。含まれ、本人に公開許可を得ていないんでいる町内会様には事前に各課題について記入
チェックが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と一つでもある町内会様には事前に各課題について記入場合、結果を記入してください。記事の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と修正しく使って電子町内会のシステムを上手く、また、長く続くように使えるようにしていが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と必要です。但し、会長は実です。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

8 機械依存文字とは、コンピュータによっては、読めないとか、 とは、電子町内会システムに登録が必要です。コンピュー情報についてタによっては、電子町内会システムに登録が必要です。読めないとか、 めなサイトを作るかを決めていきましょういとか、電子町内会システムに登録が必要です。 ??の版ようなサイトを作るかを決めていきましょう表示で出てしまう文字。でサイトをつくろう（編集体制の組織化）出てしまう文字。てしまう文字とは、コンピュータによっては、読めないとか、 。
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6.3 こういったことに注意しましょうしましょう
「外向け」と「内向け」の 公開前に各課題について記入に記事を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。チェックしましょう」の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と中で でも触れておりますが、掲載するコンテンツについては、細心れてお願いしております。り組み、結果を記入してください。ますが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と、結果を記入してください。掲載せていく情報内容（コンテンツ）する町内会様には事前に各課題について記入コンテンツを挙げていきましょうについてはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。細心に関するものであること。
の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と注意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。払って掲載しましょう。って掲載せていく情報内容（コンテンツ）しましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

1. 個人情報を決めましょうが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と載せていく情報内容（コンテンツ）っていなサイトを作るかを決めていきましょういか
平成したり、メー 29年に２回位）5月より組み、結果を記入してください。個人情報を決めましょう保護法が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と変わってお願いしております。り組み、結果を記入してください。ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と名や地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名簿を含んでいるなサイトを作るかを決めていきましょうども対象として作られているように考えられますか。になサイトを作るかを決めていきましょうり組み、結果を記入してください。ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。個人
情報を決めましょう 特にに住所、結果を記入してください。電話番号なサイトを作るかを決めていきましょうどはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。良いページを作るためご協力をお願いします。かれと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と思いますか。ってコンテンツを挙げていきましょうに掲載せていく情報内容（コンテンツ）しても、結果を記入してください。場合によってはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。悪意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。に
利用される町内会様には事前に各課題について記入こと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とあり組み、結果を記入してください。ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。また、結果を記入してください。写真の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と場合でも、結果を記入してください。許可を得ていないを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。得ていないていても、結果を記入してください。その準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と写真から個人情報を決めましょうが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と
引っ越してきき出せる町内会様には事前に各課題について記入ようなサイトを作るかを決めていきましょうもの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。掲載せていく情報内容（コンテンツ）しなサイトを作るかを決めていきましょうい方だけでなく世界が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提といいです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

2. 肖像権・発信していく情報を決めましょう著作るためご協力をお願いします。権
「外向け」と「内向け」の インターネット調査シートで『○○ 無料で提供するまたはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。フリー』で検索してみましょう。して画像を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。取って各課題に取り組み、結果を記入してください。り組み、結果を記入してください。込む。んでコンテンツを挙げていきましょうに貼り付けり組み、結果を記入してください。付け加えたい情報はありけ講習を受講の場合、下記の特に
た」と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提ということ講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。よく聞きますが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と、結果を記入してください。画像に著作るためご協力をお願いします。権・発信していく情報を決めましょう肖像権と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提というもの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。発生にあなたの町内会にします。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。フリー画像から
取って各課題に取り組み、結果を記入してください。り組み、結果を記入してください。込む。んだもの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とも、結果を記入してください。著作るためご協力をお願いします。権まではワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。フリーではワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。なサイトを作るかを決めていきましょうく使って、町内会の会員用条件が不明確な画像など素材を含んでいるによってはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。使って、町内会の会員用料で提供するが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と発生にあなたの町内会にする町内会様には事前に各課題について記入もの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提ともあり組み、結果を記入してください。
ますの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とで、結果を記入してください。画像なサイトを作るかを決めていきましょうどを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。使って、町内会の会員う場合はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。使って、町内会の会員用条件が不明確な画像など素材を含んでいるなサイトを作るかを決めていきましょうどを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。よく確認しましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

3. 間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。違い・表記の間違い・文法の誤りを含んでいるったこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。載せていく情報内容（コンテンツ）せなサイトを作るかを決めていきましょうい。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。デマを挙げるを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。流れになります。さなサイトを作るかを決めていきましょうい。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
文字が最適です。、結果を記入してください。文法の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。違い・表記の間違い・文法の誤りを含んでいるいはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。もちろん、結果を記入してください。デマを挙げるを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。その準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とまま信していく情報を決めましょうじて流れになります。してしまったと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提ということ講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提ともある町内会様には事前に各課題について記入ようです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
サイト調査シートの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と信していく情報を決めましょう用に関わり組み、結果を記入してください。ますの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とで、結果を記入してください。記事はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。ちゃんと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と裏づけをとって、真実の記事を載せましょう。づけ講習を受講の場合、下記の特にを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とって、結果を記入してください。真実の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記事を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。載せていく情報内容（コンテンツ）せましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

4. 公序良いページを作るためご協力をお願いします。俗に反しないものであること。に反しないものであること。しなサイトを作るかを決めていきましょういもの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とである町内会様には事前に各課題について記入こと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
5. 政治・発信していく情報を決めましょう宗教などの掲載はダメです。なサイトを作るかを決めていきましょうどの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と掲載せていく情報内容（コンテンツ）はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。ダメです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
6. 人を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。非難・発信していく情報を決めましょう中で 傷したものはダメです。したもの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。ダメです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

他にも、結果を記入してください。チェックする町内会様には事前に各課題について記入項目はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。あり組み、結果を記入してください。ますが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と、結果を記入してください。最低限られるため事前の取り組みを前提と「外向け」と「内向け」の 公開前に各課題について記入に記事を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。チェックしましょう」の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と部分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。確認を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。し
て、結果を記入してください。記事を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。投稿」の作成は簡単に行えます。しましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
6.4 大事をすればいいのかなサイトを作るかを決めていきましょうことは

町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とサイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。つくる町内会様には事前に各課題について記入うえで大事なサイトを作るかを決めていきましょうこと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。以下の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と事が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とあげられます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
1. 町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と人に役に立つつ情報を決めましょうである町内会様には事前に各課題について記入か

あくまで、結果を記入してください。町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とサイト調査シートですの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とで、結果を記入してください。その準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会に必要です。但し、会長は実なサイトを作るかを決めていきましょう情報を決めましょうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。掲載せていく情報内容（コンテンツ）する町内会様には事前に各課題について記入ようにしてください。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。町内
会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と人が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とサイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。見ることができます。てため事前の取り組みを前提とになサイトを作るかを決めていきましょうる町内会様には事前に各課題について記入もの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とである町内会様には事前に各課題について記入こと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。心に関するものであること。が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とけ講習を受講の場合、下記の特にてください。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

2. 町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と人に喜ばれるものであるかばれる町内会様には事前に各課題について記入もの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とである町内会様には事前に各課題について記入か
「外向け」と「内向け」の 町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と情報を決めましょう」と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提といっても、結果を記入してください。人の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とうわさや地域名、名所旧跡や著名人を輩出していればその名称と地名ゴシップします。なサイトを作るかを決めていきましょうどはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。載せていく情報内容（コンテンツ）せてはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。ダメです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とサイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。見ることができます。
て、結果を記入してください。「外向け」と「内向け」の 次の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と更にその下に個別の「固定ページ」となるようにします。新が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と楽しみだ」と思わせるページを作りましょう。しみだ」と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と思いますか。わせる町内会様には事前に各課題について記入ページを作るためご協力をお願いします。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。作るためご協力をお願いします。り組み、結果を記入してください。ましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

3. 情報を決めましょうはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。常にアンテナを張り町内会で起きたこと・起こる予定について知る。に新しいもの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。載せていく情報内容（コンテンツ）せていきましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
毎日更にその下に個別の「固定ページ」となるようにします。新する町内会様には事前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。しんどいですし、結果を記入してください。続くように使えるようにしていかなサイトを作るかを決めていきましょういと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と思いますか。います。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
また、結果を記入してください。町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とサイト調査シートを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。始めるということは、ずっと続けていけるようにしなければいけません。そめ事前の取り組みを前提とる町内会様には事前に各課題について記入と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提ということ講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。ずっと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と続くように使えるようにしていけ講習を受講の場合、下記の特にていけ講習を受講の場合、下記の特にる町内会様には事前に各課題について記入ようにしなサイトを作るかを決めていきましょうけ講習を受講の場合、下記の特にればいけ講習を受講の場合、下記の特にません。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。そ
の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とため事前の取り組みを前提とにも、結果を記入してください。一人の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と方だけでなく世界でサイト調査シート更にその下に個別の「固定ページ」となるようにします。新を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。する町内会様には事前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とではワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。なサイトを作るかを決めていきましょうく、結果を記入してください。世代に渡って続けていけるようにしなければに渡って続けていけるようにしなければって続くように使えるようにしていけ講習を受講の場合、下記の特にていけ講習を受講の場合、下記の特にる町内会様には事前に各課題について記入ようにしなサイトを作るかを決めていきましょうけ講習を受講の場合、下記の特にれば
いけ講習を受講の場合、下記の特にません。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
記事も食べ物と一緒です。「旬」「鮮度」があります。最新の記事がべ物の名称と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と一緒です。「旬」「鮮度」があります。最新の記事がです。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。「外向け」と「内向け」の 旬」「鮮度」があります。最新の記事が」「外向け」と「内向け」の 鮮度」が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とあり組み、結果を記入してください。ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。最新の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記事が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と 5年に２回位）前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記事だと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提ということ講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提となサイトを作るかを決めていきましょう
く、結果を記入してください。週1回、結果を記入してください。またはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。月1回でも更にその下に個別の「固定ページ」となるようにします。新を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。していくようにしましょう。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
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6.5 参考・困ったときはったときは

電子町内会ポータル配信システムを使って、町内会の会員サイト調査シート https://townweb.e-okayamacity.jp/
ではワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。、結果を記入してください。

• 運営事務局からの最新のお知らせからの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と最新の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とお願いしております。知らせメールが配信らせ
• 操作るためご協力をお願いします。テキスト調査シート（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。マを挙げるニュアル配信システムを使って、町内会の会員類が自分の家（町内）に帰ってき）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。各種
• よくある町内会様には事前に各課題について記入質問い（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と回答え）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。集
• ヘル配信システムを使って、町内会の会員プします。デスクの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と利用案内（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。お願いしております。問い合わせ受付け加えたい情報はあり）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
• 電子町内会講習を受講する町内会様には事前に各課題について記入の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と申込む。案内
• 各町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と最新情報を決めましょう・発信していく情報を決めましょうリンク

なサイトを作るかを決めていきましょうど、結果を記入してください。サイト調査シート運営の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と助けとなる様々な情報を掲載してけ講習を受講の場合、下記の特にと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提となサイトを作るかを決めていきましょうる町内会様には事前に各課題について記入様には事前に各課題について記入々が見ることができます。なサイトを作るかを決めていきましょう情報を決めましょうを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。掲載せていく情報内容（コンテンツ）して
いますの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とで、結果を記入してください。ぜひ一度アクセスしてみてください。一度アクセスしてみてください。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。

7 終わりにわりに

岡山市電子町内会はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。 2002年に２回位）3月に 7 つの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会からスタート調査シートして、結果を記入してください。十数の話題を入れるのを避けてください。一つの記事には一つの主題・内容を入年に２回位）が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と経ちました。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
2018年に２回位）7月の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と時点は で、結果を記入してください。85 の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と連サイト調査シート合・発信していく情報を決めましょう単位町内会が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と電子町内会に参加しています。いただいてお願いしております。り組み、結果を記入してください。ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。この準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と十数の話題を入れるのを避けてください。一つの記事には一つの主題・内容を入年に２回位）の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
に、結果を記入してください。電子町内会を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。活発に利用・発信していく情報を決めましょう活用を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。されて、結果を記入してください。地域のコミュニティを活発にの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とコミュニティを活発にを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。活発に活動されている町内会様には事前に各課題について記入町内会もあり組み、結果を記入してください。ま
すが不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と、結果を記入してください。ここ何を感じると思いますか。年に２回位）も更にその下に個別の「固定ページ」となるようにします。新が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と途絶えたままの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と町内会もあり組み、結果を記入してください。ます。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
今回、結果を記入してください。「外向け」と「内向け」の 電子町内会はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。どの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とように始めるということは、ずっと続けていけるようにしなければいけません。そめ事前の取り組みを前提とればいいか」また、結果を記入してください。「外向け」と「内向け」の 電子町内会の準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と記事にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。どの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とようなサイトを作るかを決めていきましょうもの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とを用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。書にはワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。け講習を受講の場合、下記の特にば
いいか」等のサイト（検索サイトといいます）を開きます。を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。まと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とめ事前の取り組みを前提とてみました。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。皆さんの参考になればと思います。さんの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と参考になサイトを作るかを決めていきましょうればと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と思いますか。います。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
電子町内会はワーク（課題）を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。上手く、また、長く続くように使えるようにしていに使って、町内会の会員えば、結果を記入してください。安全・発信していく情報を決めましょう安心に関するものであること。なサイトを作るかを決めていきましょうまちづくり組み、結果を記入してください。にも役立つちますし、結果を記入してください。地域のコミュニティを活発にの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とコミュニティを活発にの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と活動を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。活発
にする町内会様には事前に各課題について記入こと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提ともできる町内会様には事前に各課題について記入と講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提と思いますか。いますの準備が不十分ですと講習の効果が激減します（講習は時間が限られるため事前の取り組みを前提とで、結果を記入してください。皆さんの参考になればと思います。さんも是非、結果を記入してください。電子町内会を用意しています。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。上手く、また、長く続くように使えるようにしていくご協力をお願いします。活用ください。時間を取って各課題に取り組み、結果を記入してください。
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