
はじめに 
 コロナ禍において、感染しない方法で会議や情報発信を行う方法が注目され

ています。感染しない方法…デジタル機器を使うことです。苦手なあなたもこ

の際重い腰を上げましょう。新しいことを覚えるのはちょっと面倒だけど、楽

しいこともいっぱいあります。若い人たちが何時間もスマホをいじっている理

由がわかりますよ。 

IT：Information Technology （情報技術） 
最近は ICT ということが多くなりました 
ICT：Information and Communication Technology （情報通信技術） 
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デジタル機器入門 初歩の初歩 

第１章 知っているようで知らないデジタルの常識！ 

〇 何ができるのか？ 

 Web 会議で役員会を開催したり、回覧板や掲示板のかわりにホームページで

自治会の情報を周知したりすることができます。 

 

〇 イベントはさすがに無理じゃないか？ 

 早押しクイズ大会のようなイベントは前世紀からあります。「古今東西～」

と言ってクイズを出すのがお作法。結構盛り上がります。 

 

〇 インターネットって何？ 

 PC やスマホで文字や画像といったデータを回線を通じてやりとりする仕組

みです。太平洋や大西洋に敷設された巨大な光ファイバーケーブルで世界中が

繋がっています。 

 

〇 ネットの情報はウソばっかり？ 

 インターネットにはとにかく情報が溢れています。私たちが普段接している

ネット以外の情報・・・マスコミや公的機関の広報誌などの情報は、情報を発

信する側が責任をもって発信している情報です。ところがネットにはそのよう

なちゃんとした情報ではないウソの情報がたくさん掲載されています。言って

しまえば匿名の無責任な情報です。 
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① ちゃんとした情報（新聞社や出版社、TV 局やラジオ局、市や国の HP に掲

載された情報） 

② ①の情報を無断でコピーした情報 

③ ①の情報を無断でコピーしただけでなく勝手に改変 

した情報。もしくは、事実無根の自分勝手な想像を 

それらしく記事にしている情報 

 

 ②や③のようなことが可能となっている理由は、インターネットが匿名で情

報を掲載することができ、なおかつそれを取り締まったりチェックしたりする

仕組みが無いからです。 

 インターネットは現在のように数えきれないくらいの人がかかわるようにな

る前は、特定少数の人による小さなコミュニティだったので、適正に管理する

ルールが無くても各自の常識やリテラシーの範疇で十分秩序が保たれていまし

た。しかし、そうこうする内にあれよあれよと巨大になってしまい、「今さら

ルールを作るのは無理だね」ということになってしまったという経緯がありま

す。従って、インターネットの大海にこれから飛び込もうという人は、掲載さ

れた情報が正しい情報なのか出鱈目な情報なのかを選別するスキルが必要とな

るのです。 

 

〇 デジタル化で世の中がどう変わったのか？ 

 市役所の話ですが、令和３年度現在、市の職員全員に一人一台の PC が支給

され、全ての書類を PC で作るようになってから１５年くらいしか経っていま

せん。１５年より前は１台のＰＣを何人かでシェアしたり、ワープロ専用機で

書類を作成したりしていました。３０年より前は、もちろん全部手書きです。 

 言うなれば、ここ２０年くらいの間に世の中のデジタル化が急速に進んだわ

けで、これから始めるという人もそれほど遅きに失しているわけではないので

す。 
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第２章 さあ、始めよう！ 

〇 何を揃えればよいのか？ 

 大きく分けて PC とスマホのどちらかを揃えれば大丈夫です。 

 スマホが流行りだす前は PC 一択でしたが今はスマホの方が主流。PC とス

マホでは文字の入力の仕方が違います。 

PC コース 

・PC 本体（デスクトップでもノートでも）。 

 新品なら安いもので十分。中古の場合は良く分かっている人から安く譲って

もらって設定もやってもらいましょう。 

・インターネット回線 

 既に回線がある場合は良く分かっている人に設定してもらいましょう。ない

場合は無線ルーター（ポケット wifi）を契約しましょう。 

スマホコース 

 良く分かっている人と相談の上、DOCOMO、au、softbank といった３大キ

ャリア（携帯の会社のこと）やワイモバ、ワイマックス、格安ｓｉｍ（シム）

と契約し、使い方も良く分かっている人から教えてもらいましょう。 
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〇 ランニングコストは？ 

 政府が携帯会社に値下げを迫っていますが、毎月かかる料金はスマホの方が

高いです。 

 あと料金が高い契約ほどサクサク快適で安い契約だとノロノロもっさりな感

じです。必ずしも、最初から一番高い契約にする必要はありません。 

 サクサク快適とは、インターネット回線が早い状態、ノロノロもっさりとは

遅い状態のことを言います。車で例えると、３車線で制限速度が時速１００キ

ロの高速道路と１車線で制限速度が時速４０キロの一般道路のイメージです。

お財布と相談して決めましょう。 

 

〇 何を覚えればよいのか？ 

PC コース 

・基本的な操作 

・インターネット会議のやり方 

・ワード、エクセル 

スマホコース 

・基本的な操作 

・インターネット会議のやり方 

 PC コースのワード、エクセルは後回しでよいのですが、せっかく PC を持

っているのに覚えないともったいない感じです。 
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〇 心構えは？ 

 PC やスマホはとても高性能な機械なので、ものすごく色々なことができま

す。しかしながら、その全ての機能を覚える必要はありません。 

逆に言えば、これから覚えようという場合は、「PC やスマホを何に使いた

いのか」という具体的な目的をもって、その目的の範囲だけ覚えれば十分なの

です。大事なことなので繰り返しますが、私たちの具体的な目的は「インター

ネットを使った会議」「簡単なホームページの作成」と割り切りましょう。 

 あと PC やスマホはしょせん最近ぽっと出てきたものなので、誰もが知って

いる基本的な常識なんてものは存在しません。したがって、何かわからないこ

とがあった場合に、こんな簡単なことを質問するのは恥ずかしいなんてことは

一切ないのです。どんな素朴な疑問でもどんどん周りの人に聞いてみましょ

う。 

 また、以下のような知識もあった方が便利かもしれません。 

・SNS 

・Zoom 

・チャット 

・掲示板（２チャンネル） 

・動画サイト（YouTube、ニコニコ動画） 
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IT を活用した自治会活動 

第３章 IT で何が変わるのか 

 

 自治会運営で困っていることがありますか？「対面会議ができないので情報

共有や意思決定がスムーズにできなくなった」「回覧ができないので会員への情

報を周知できなくなった」「イベントができないからコミュニケーションが減っ

た」など、コロナ禍においては様々な問題が起きています。 

 ここでは、IT の活用によって解決できる具体例（Web 会議、HP による情報

発信）を紹介します。 
 

 

第４章 WEB 会議で時間をかけずに情報共有 

 

コロナ禍により従来のやり方で行う会議ができなくなったことによりWeb会

議が注目されています。書面会議に比べ、意思の疎通がスムーズでスピーディー

に意思決定することができます。 

現在ではインターネットの普及により、多くの人がスマートフォンやタブレ

ットなどを利用しています。 

使い慣れているデバイス（電子機器）で、Web 会議をやってみましょう。 

 

 

Web 会議とは（クラウド型） 

 Web 会議とは、インターネットで行う会議のことです。ここでは、クラウド

型を説明します。クラウド型とは、Web 上に用意されている会議システムを利

用して行う会議です。会議システムを提供している会社と契約すれば、すぐに会

議を開催できます。また、サーバーの管理を提供会社がやってくれるので手間や

コストが少なくて済むことが魅力です。ただし、カスタマイズ（設定を自分のや

り易いように直すこと）ができない場合があります。 
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Web 会議のメリット 

 １. インターネットの環境があれば、どこでも会議を開催できます 

 ２. 意思決定をスピーディーに行うことができます 

 

 

Web 会議システムの提供会社を選ぶポイント 

 １. 安定した接続ができる 

 ２. 同時接続のアカウント数 

 ３. セキュリティ対策が万全である 

 

 

Web 会議システム（Zoom） 

Zoom（ズーム）は、アメリカの Zoom Video Communications 社が提供する

Web 会議システムです。 

 

 

Zoom の特徴 

１. 端末や回線状況を見ながら通信を最適化するため安定しています 

２. URL（インターネット上のホームページの場所をお知らせする住所のよ 

うなもの）を共有するだけで簡単に Web 会議を開催できます 

３. Web 会議の動画、音声をクラウドに記録することができます 

４. パソコンやスマホ（iPhone、Android）で会議を開催できます。 
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第５章 HP（ホームページ）で自治会活動の見える化 

 

コロナ禍では会議やイベントだけでなく、回覧も中止されました。 

回覧を中止している間、接触しない情報周知の手段として掲示板を活用しま

したが、よりタイムリーな手段として、HP（ホームページ）を活用して自治会

活動の見える化を進めてみましょう。 

例えば、イベントや会議の事前予告は掲示板や回覧板でもできますが、当日の

開催判断を HP に掲載すれば、電話で確認する手間をかけないでも最新の情報

をすぐ確認することができます。 

HP は時間を問わず思い立ったら、すぐ更新することができるのが便利です。 

 

 

 

 

第６章 IT 活用を進めるには… 

 

全ての会員がメールやインターネットを使える訳ではない一方、若い世代の

デジタル化へのニーズはあります。 

当面はデジタルとアナログの二刀流を併用しながら、徐々に切り替えていき

ましょう。もちろん、デジタル弱者に対するフォローも必要となります。 

おそらく、技術の進歩により、現在よりももっと簡単に、誰でも扱えるような

ものが登場するはずです。レコードやカセットテープが CD に切り換わり、さら

に USB に切り換わったように、急激に切り換えられていく可能性があります。 

平時であれば、そのような時代の到来を待って、ゆるゆるとデジタル化に取り

組めばよかったと思います。しかし、コロナ禍に拍車をかけられ、ゆるゆるして

いられなくなってしまいました。また、テレワークが推進されると共に、働き方

改革により、デジタルに明るい若い世代がコロナ前ほど会社に居続けることが

なくなりました。 

デジタル化を進めることにより、家にいる時間が長くなった若い世代を取り

込むチャンスがやってきたと言えるのではないでしょうか！  
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第７章 サイバーセキュリティについて 

 

 インターネットにはサイバーセキュリティの脅威が当たり前にあります。脅

威の代表的なものは、悪意のある電子メールです。受信したメールの添付ファイ

ルにウイルスが仕込まれていたり、リンクからクレジットカードでの支払いを

誘導されたりと様々な例があります。例えば、Amazon に注文していないのに

Amazon からメールが届き、開いたら悪意のある偽メールだったということも

あります。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 悪意のある電子メールの手口は年々巧妙になっているので、技術的な対策だ

けでは防げません。普段から疑いの目をもって受信メールを見ましょう。具体的

には、「メールの目的や内容が不自然ではないか」「疑わしい場合は電話や FAX
等で確認をする」「確認が持てない場合は、周りに相談する」などの対策が有効

です。 

 

 

 

 

 

①典型的な事例 
添付ファイルにマルウェ 

ア（悪意のあるソフトファイ 

ル）が仕掛けられている 

添付ファイルを開くとマル 

ウェアに感染し情報が漏え 

いします。 

②典型的な事例 
リンク先に悪意のある Web サイトが用

意されている 

メールの本文に書かれたリンク（URL：Web
サイトアドレス）をクリックすると悪意のあ

る Web サイトに誘導されます。誘導先には、

例えば、実在する銀行の Web サイトに似せ

た偽サイトが用意されていて、そこに口座番

号や暗証番号を入力してしまうと、情報を盗

まれてしまいます。 

９ 

対策：添付ファイルやリンクを不用意に開かない 

（クリックしない） 
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