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1.はじめに　　
   伝わらなければ、何も始まらない
目の前にいる困っている人を助けたい。
利益を追求するのではなく、社会問題を解決したい。

本講座に興味を持ったあたなには、そんな熱意があるのではないでしょうか。

 
でもその熱意とは裏腹に、、、

なぜ自分は社会から注目されないんだろう、、、？
と不満を感じてはいませんか？

 
病気のある人、介護が必要な人、障害のある人、貧困している子ども、性的マイノリティ、、、。

目の前にいる人を助けるために、ひたむに仕事へ取り組んでいるのに。
社会問題を解決するために、もっと応援者を増やしたいのに。

なぜ社会から注目が得られないのだろう？

あなたのそのお気持ち、とてもよく分かります。

 
社会から注目が得られない、すなわち、新聞、TVから取材が来ないのは、

あなたの活動が間違っているからではありません。
マスコミを動かすためのルールを知らないだけなのです。

そのルールさえ押さえれば、あなたのもとには必ず取材が訪れます。
本誌は、そのルール踏まえ、初心者の方での効果が上がるように、７つのコツにまとめました。

あなたのその尊い活動を社会へ伝え、その機会をもってより多くの応援者を増やし、

社会問題の解決へ向けて、活動を加速させてほしい。

伝わらなければ、何も始まりません。

さぁ、あなたもはじめの一歩を踏み出しましょう。

JIGコンサルティング　代表
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2.プレスリリースをマスコミへ送ろう

マスコミ掲載までのシンプルな道のり
　マスコミから取材を勝ち取るには、まずプレスリリースを送らなければなりません。プレスリ
リースとは、マスコミへ向けた情報提供、告知発表のこと。マスコミ関係者のほとんどはこのプ
レスリリースを元に、取材先を探しています。プレスリリースを書き、マスコミに届ける。取材ま
でのプロセスはとてもシンプルです。
　新聞の紙面や各種マスコミのHPを確認すればわかりますが、必ずプレスリリースの受付先を表
示しています。このことからわかるように、マスコミは常にあなたの情報を求めているのです。

競争率は高い　
　しかし、ただプレスリリースを送れば取材が来る訳ではありません。
支局に勤めているある新聞記者に聞いたところ、1日に数十枚のプレスリリースが届くそうです。
月にして300枚以上です。その方は１ヶ月あたり、10～15本の記事を執筆すると話しておりました
ので、新聞記事になるのは中々の競争率です。
　では、TVはどうでしょうか。NHKの本社に勤めているディレクターに聞いたところ、「これ位
ですかねぇ」と、親指と人差し指を2cmほど離して枚数を説明しておりました。それが、毎日届く
のですから、もはや枚数など数えられません。また、新聞と比較すると、取材→映像の編集作業
→ナレーション入れ→プロデューサーや編集責任者の確認→放送、とスパンが長いため、取材対
象はより厳選、吟味されることになりますので、新聞よりも取材されるのは大変です。
　

最適な送り先に届ける
　送り先も重要です。極端な話ですが、引きこもり支援に関するプレスリリースを、スポーツ
ニュースの担当者に送っても報じてもらえるはずはありません。記者は自分自身の取材範囲という
ものが決まっています。したがって、どんなに社会的な意義のある活動であっても、送り先を間
違ってしまえば、記事になることはないのです。

あなたは既に、優位な立場にいる
　ここまで読んで、「え、取材を受けるなんて無理じゃね、、、？」と思ったそこのあなた。安心
してください。競争率、そして記者の取材構造を知ったあなたは、すでに優位な立場にあります。
なぜなら、９割以上の人は、何も考えずにプレスリリースを書き、何も考えずに無作為に送ってい
るからです。プレスリリース配信会社を利用するのが良い例です。50,000円ほど払えば、メディア
100～200社程度なら簡単に送ってくれます。しかし、プレスリリース配信会社は無作為の送付が
基本。また、内容までは添削してくれません。多くのプレスリリースは「新商品出ました！」「新
しいサービスが始まります！」という売り込みチラシのまま、掲載見込みのないメディアに配信
されているのが現実なのです。
　更に、NPOという立場がとても優位に働きます。広報とは、客観的な立場の第三者に報じても
らうことですから、お金を払って露出する広告とは根本的に違います。また、広告だと嫌悪感を
示す人も多いですが、記事として商品を紹介されると好意的に受け止められるものです。では、記
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事になる商品とならない商品では何が違うのかというと、売れるか売れないかではなく、「その
商品がどんな社会の変化を象徴しているのか」、もしくは「その商品を通してどんな問題を解決
しようとしているのか」だと思います。先ほどマスコミの使命は、「社会的にみて素晴らしい活
動、社会正義、まだ誰にも知られていないが、伝えていかなけらばならないことを見つけ、世に送
り出すこと」と言いましたが、取材する理由やマスコミの使命を考えると、本質的に、NPOとマ
スコミはとても相性が良いと言えるのではないでしょうか。

マスコミは「社会の公器」
　上場企業であれば、一つの動きで社会に与える影響が大きいため、配信会社を利用するのは良
い方法かもしれません。AppleやTOYOTAなど名だたる企業は、マスコミ各社にその企業専門の記
者がいるくらいですから、無作為に送られてきても記者の目に止ります。しかし、よくわからない
企業から売り込みチラシのようなプレスリリースが届いたら、記者はどう思うでしょうか。「ただ
のチラシじゃねーか！広告ならお金払って出稿してくれよ！！」とゴミ箱行きは目に見えていま
す。NPOの皆さんも同じです。記者からすると、あなたの活動のことは知りません。記者は専門
家ではないので、あなたのいる業界構造や諸問題のこともよく分かっていないでしょう。した
がって、あなたの活動に興味がありそうなメディアや記者を見つけ出し、その方に伝わる言葉を選
びプレスリリースを作成し、送らなければなりません。上場企業とNPOでは、取るべき戦略が違
うのです。

戦略的に取り組めば、取材は必ず訪れる
　マスコミが欲しているプレスリリースを書き、最適な場所へ届ければ、あなたの元に取材が訪れ
るようになります。私が広報戦略に関わった非営利組織は、それまでマスコミ取材を受けた経験
がない団体がほとんどです。中には、法人格すら持たない任意団体もありましたし、参加人数が
５組程度のイベントでも、紙面を飾ったこともあります。繰り返しになりますが、重要なのは、
マスコミの目に止まるプレスリリースを書き、最適な送り先に送ることです。実績や団体の規模は
関係ありません。７つのコツを押さえて、マスコミからの取材を勝ち取りましょう。
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３.マスコミから取材を受ける！７つのコツ
　　
3-1 プレスリリースの基本構成
　プレスリリースの基本構成は下記の通りです。７つのコツは①～④の各項目についての書き方に
説明しています。まずは基本構成を抑えて、７つのコツを参照しながら、プレスリリースを作りま
しょう。P.28に雛形を用意してありますので、合わせてご確認くださいね。
　　

①アイキャッチ
　記者の目に留まる、一番重要な部分です。タイトルとサブタイトルに分け、 7つの切り口を入れ
込むこと。

②本文
　JIG式三位一体論で構成する

③写真
　４Bを意識する

④概要
　プレスリリースの概要を記入する。法人名、時間、場所、主催/共催、対象者など
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③写 真

④概 要

②本　文



コツ１
プレスリリースはまだ作るな。
作る前に調査せよ！
　プレスリリースの書き方のコツを教える本レポートですが、まず１つ目のコツが、まだ作るな！
です。肩透かしを受けた方、申し訳ありません。しかしこれには重要な理由があります。
マスコミ取材には、「傾向」というものがあるのです。受験勉強と同じです。傾向を知り、その対
策を立てれば、取材に近づくと思いませんか。ですからまず、プレスリリースを書き始める前に、
その傾向を抑えることが重要なのです。
　傾向とは①社会的な背景、②記者が選びがちな切り口、の２つです。順に見ていきましょう

1-1 社会的な背景を抑えよう
　マスコミとは、「社会の公器」と呼ばれています。社会に今、何が起こっているのか、社会に
出てきた新しい芽は何なのか、流行っているものや、変化を表す象徴的な出来事など、これらを
報じるのがマスコミの役割ですから、プレスリリースと社会を切り離して考えることはできませ
ん。したがって、この社会的な背景を抑えることは、マスコミデビューを狙うにあたり、非常に
重要になります。この点を考えず、プレスリリースを作成すると、ただの独りよがりな活動とみな
され、取材依頼が来ることはないでしょう。ニュースで良く聞く言葉、例えば「高齢化」「少子化」
「不登校」「引きこもり」など。これらは全て社会的な背景を表しています。ニュースを注意深く
観察し、良く耳にする言葉と自身の活動を繋げられないか、考えてみてください。

1-2 記者が選びがちな切り口を知る
　出来事には多面性があるため、切り口を変えると、別のものに見えてくることは少なくありま
せん。分かりやすいように、ドラえもんを例に説明してみましょう。
　勉強やスポーツが苦手なのび太。困ったことがあるとドラえもんを呼び出し、懇願するのが鉄
板の流れです。この関係は、ドラえもんは支援者であり、のび太は支援を受ける側と捉えることが
できますね。社会的弱者であるのび太を、ドラえもんが問題解決のために、のび太に伴走型支援
を行った。その結果、困難（ジャイアンやスネ夫の意地悪）を克服し、のび太はエンパワメント
された。こう書くと、美談に聞こえます。しかし、見方を変えると、すぐに道具を出して問題解決
を図るドラえもんは、のび太のダメっぷりを助長していると捉えることもできます。このように切
り口を変えるだけで、ドラえもんの印象がガラッと変わります（どちらの切り口ものび太がダメさ
が変わらないのは、のび太にとって辛いところです）。新聞やテレビでもそうです。記者が選び
がちな切り口が存在します。この傾向を抑えると、取材される確率を高めることができます。
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1-3ネットを使って調査する方法
　では、マスコミの取材傾向を調べるには、どうしたら良いのでしょうか。私も実際に行なって
いるテクニックを紹介します。もちろん全て無料です。

①「googleニュース」検索　
　googleの検索窓の下に「ニュース」という項目があるのはご存知でしょうか。全ての検索の中か
ら、ニュース記事だけピックアップして表示してくれる非常に便利な機能です。自分の活動領域、
内容をニュース検索すると、過去に取材された記事が出てきますので、傾向が掴めるはずです。
・googleトップページ　：　https://www.google.com/

②図書館にて、新聞、雑誌のバックナンバーを検索
　地域の図書館には、主要新聞紙や雑誌のバックナンバーを読むことができます。新聞記事の全て
はネット上で掲載されているわけではありません。特に地域情報は、ネットで読むことができな
い場合も多いので、地域で活動されているNPOの場合、実際の紙面を研究するのはとても効果的
です。
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③TVを狙うなら「TVでた蔵」で検索
　関東地域で放送されている番組を中心に、その概要を掲載しているサイトです。断片的なキー
ワード、番組名、放送局、情報カテゴリーなどから、探したい放送内容を見つけることが可能で
す。TVの場合、番組宛にプレスリリースを送ることが基本となりますので、ここで番組を探し、
プレスリリースを送ると良いでしょう。
・TVでた蔵　：　https://datazoo.jp/

④社会からどのような言葉で表現されているのか調査せよ
　意外に盲点なのが、４つ目の「社会からどのような言葉で表現されているのか調査せよ」で
す。記者は専門家ではありませんので、あなたが日常的に使う言葉を知らない可能性があります。
そのような言葉を使ってプレスリリースを書いても、記者の理解が追いつきません。私事で恐縮で
すが、私の子どもに重度の脳性麻痺があるのは冒頭でお話しした通りです。その件で何度かマス
コミ取材を受けているのですが、経管栄養、痰の吸引などが日常的に必要であるため「医療的ケ
ア児」と表現しておりました。なぜかというと、生まれたのと同時期に障害者総合支援法が改正
され、歴史上で初めて法律に「医療的ケア」という文言が入ったからです。その界隈ではこれは
とても画期的なことだ！と賑わいを見せていたのですが、社会から見ると、一般的ではありませ
んでした。したがって、「医療的ケア児の長男がですね、」と話しても、どんな子どもなのか記者
はイメージできなかったようです。更に私は、いつもの癖で「医ケア、医ケア」と略して話してお
りましたので、「え？家具屋がどうしたんですか？」と完全にIKEAと勘違いを起こす次第でし
た。それ以降、脳性麻痺とい言葉を使い、コミュニケーションを取るようにしています。
　皆さんが同じ轍を踏まないために、事前に調査することをお勧めします。流れとしては、①類
語辞典を使い類語を洗い出し、②それら類語がgoogle内でどの程度検索されているのか、google
トレンドを使い確認する、です。
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・webilio類語辞典　：　https://thesaurus.weblio.jp/category/wrugj
・googleトレンド　：　https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP

　googleトレンドとは キーワード やトピックの検索回数トレンドを確認できるwebサイトです。
google内で多く検索されているということは、社会にも浸透していると判断できると思います
（ちなみに、「医療的ケア」と「脳性麻痺」を比較すると、「脳性麻痺」の方が最大で４倍以上
の検索されています）。

　すでにニュースになっているとうことは、マスコミはその内容に興味を引かれた、価値を感じた
ということです。これらを確認してプレスリリースを書くことは、ある意味後出しジャンケンのよ
うなものですね。しかし、実際に行なっている人は少ないです。皆さんはぜひ調査をしてからプレ
スリリースを書くようにしてくださいね。

コツ２
記事化されやすいのは新しい動き。
なければ自ら仕掛けよ！
　
2-1 NEWSとは新しい動き
　NEWSとは読んで字のごとく、新しい動きのことです。新聞紙面やyahooトピックスを観察して
みてください。天気の警報、企業の新商品発表、芸能人の結婚ネタなど、そのほとんどが、新し

  /  11 26

写真３　googleトレンド検索
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い出来事です。確かに新しい動きではなく、ドキュメント風の、ある人物、もしくは商品や企業
にフォーカス当てた記事もたまに見かけますが、これらは圧倒的に少数であり、ハードルが高い
と言わざるを得ません。記者からすると、良くわからないものに対して特集するのはリスクと感
じますから、実績のない団体や個人がフォーカスされるのは少ないのです。ですから、マスコミ
デビューを狙うなら、自団体の新しい動きをプレスリリースに落とし込むようにしましょう。

2-2 何もなければ作ればいい
　新しいことなんて何もないよ、と思ったあなた。なければ自ら仕掛ければ良いのです。例え
ば、地域住民に対して無料イベントを開催する、シンポジウムを開催する、アンケート調査を発
表するでも構いません。活動が10周年を迎えました、といった新しい節目を発表するのもいいで
しょう。
　非営利活動ではありませんが、いい例があります。皆さんはルーズソックスを覚えていますか。
あれ、実はメーカー意図的に作った流行だったというのはご存知でしょうか。流れとしてはこう
です。渋谷センター街に遊びに来ている女子高生に大量に、無料でルーズソックスを配布→店にも
置いてもらう→「女子高生に新しい流行が発生している」というプレスリリースをマスコミに配布
→取材行くと女子高生がルーズソックスを履いている！→ワイドショーで放送→地方の女子高生
に波及→全国的な大流行。。こう言ったメディア操作、営利企業では実はよく行われているので
す。
　自ら仕掛ければいい、と提案すると嫌悪感を抱く方がいるかもしれません。ルーズソックスの
話を聞くと、少しずるいなぁと思う方もいるでしょう。しかし、皆さん本来の目的はマスコミデ
ビューすることではなく、マスコミを集客の装置として使い金銭的な利益を追求することでもな
いはずです。目的はただ一つ、マスコミを使って認知度を上げ、信頼を獲得し、社会問題の解決を
目指すことではないのでしょうか。手段と目的を混同してはなりません。尊い活動をしていれ
ば、そのうちマスコミが見つけてくれる、という幻想は今すぐ捨てましょう。経営資源の少ない
非営利組織だからこそ、戦略的に新しい動きを仕掛けなければならないのです。

コツ３
プレスリリースは１枚でまとめよ！
　プレスリリースはA4の紙1枚でまとめるのが基本です。だらだらと何枚も書くべきではありませ
ん。1枚でまとめられないということは、重要な要素を絞りきれていない証拠です。記者は忙しい
仕事ですから、冗長な文章で、理解に頭を使う内容だと、読んではくれませんので、必ず１枚にま
とめるようにしましょう。
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3-1 中２でも理解できる言葉を使う
　記者というと、なんでも知っていると思われがちですが、それは大きな勘違いです。記者はあな
たの業界の専門家ではありませんので、専門用語を使うのはやめましょう。中２でも理解できる
言葉を使い、プレスリリースを作るのは鉄則です。
　中２でも理解できる内容になっているのか確認するには、あなたの活動のこと、業界のことを
全く知らない人に見てもらうことです。奥様、ご主人、ご友人（もちろん中２のお子さんがいれ
ばベストです）などに見ていただき、理解できる内容であればokです。

3-2 １リリース１テーマの原則
　先日、とあるNPOのプレスリリースを拝見する機会がありました。その内容とは、
「世界各国で起こる紛争や戦争をなくすために、平和を願うチャリティイベントを行います。内容
は、原爆の残り火をトーチに灯し、リレー形式で日本列島を縦断、太平洋から日本海を目指すと
いうもの。移動は自転車です。リレー走者は、通過する地域のこども、障害のある人などが中心
となり、火を運んでいきます。」
　とても素晴らしい活動ですね。チャリティイベントはマスコミと相性が良いものの一つなので、
取り入れたい活動の一つです。しかし、このプレスリリースには欠点が一つあります。取材するべ
き要素が多すぎて、どこに焦点を当てて良いか、混乱してしまうのです。平和を願うチャリティ、
原爆の残り火、日本列島縦断、自転車でのリレー、子どもや障害のある人がランナー、、、全て
事実なのですが、全てを盛り込むがゆえに、全ての要素がぼやけてしまっています。上述した通
り、記者の頭を酷使するプレスリリースは記事になりません。１つのテーマに絞り、1枚でまとめ
るようにしましょう。この例で言えば、例えば「原爆の残り火をトーチに灯し、平和を願うチャ
リティイベントを行います」と焦点を絞って、プレスリリースを作成すると良いでしょう。

コツ４
JIG式三位一体論でマスコミへ売り込め！

　コツ２で、報道されやすいのは新しい動き、と書きましたが、マスコミに報道という形で取り
上げてもらうには、ただ新しい動きを伝えるだけでは足りません。大切なのは、①リリースの内
容、②社会的背景、③個人的背景の３つに筋を通すことです。これをJIG式三位一体論と呼びます
（自称です）。

4-1 JIG式三位一体論とは
　「人は感情で動き、理論で納得するものだ」と語ったのはリチャードニクソンさん。第37代ア
メリカ合衆国大統領です。この言葉は主にマーケティングの文脈で語られることが多いのです
が、広報戦略にも当てはまります。つまり、マスコミデビューを果たすに、まず取材をしたい
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（買いたい）と思ってもらえるように、記者（お客さん）の心を動かし、その根拠となる社会的
背景（機能やお値打ち価格など）を示すことができれば、記事になる（買ってもらえる）という
ことです。

4-2 感情を動かすのは、物語
　聖書、ギリシャ神話、古事記に中国三大奇書、、、普及した時代や地域は異なりますが、全て
に共通するのものがあります。それは、物語であるということ。何百、何千年と語り継がれるも
のは必ずといっていいほど、物語形式になっています。物語にはそれほどまでに、人の心を動かす
力があるのです。きっとあなたもそうだと思います。感動した書物は何ですか？と質問されて、
「世界の中心で、愛を叫ぶ」と答える人は大勢いそうですが、「日本国憲法」と答える人はいな
いでしょう。その違いは本質的には、物語になっているかどうかだと思います。
　物語が感情を動かすという点が、個人的背景を語る理由です。例えば、「私は障害者支援を行
なっています」とただ語るのと、「妹が障害を持って産まれました。その体験が障害福祉の道を
歩んだきっかけです」と語るのでは、説得力が違いますよね。後者の一文からは、様々なことが
想像できます。妹との生活を通して、本当に必要な支援は何なのか気づいたのかもしれない。妹が
利用してきた障害福祉サービスについて、何か思うことがあったのかもしれない。この想像が説
得力を生み、心を動かす要因になるのです。
　あなたも今の活動を始めた、個人的背景があるはずです。自身の人生を振り返り、心を見つ
め、なぜその活動を始めたのか、言語化するようにしてください。

4-3 理論とは数字。社会的背景は客観的数値で表せ！
　個人的背景で記者の心を動かしても、まだ記事にはなりません。マスコミは「社会の公器」で
すから、その個人的背景が社会の一端を象徴しているものなのか、証明しなければならないので
す。そこじ重要なのが、客観的な数字です。
　例えば社会的背景を表すキーワード「高齢化」についてですが、内閣府が発行している「高齢
者白書」を覗けば、全人口のうち、高齢者の割合が把握できます。「児童虐待」の数値は厚生労
働省が公表しています。日本政府が進めている働き方改革の効果については、HR総研という民間
のシンクタンクが公表しています。このように、あなたが今行っている活動の根拠となる客観的
な数値は、どこかの機関が公表していることが多いので、必ずその数値を抑えるようにしましょ
う。それが、あなたの活動の社会的根拠となりうるのです。
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コツ５
プレスリリースはアイキャッチが命！
目に留まる７つの切り口
　コツ１～４を1行でまとめると、「JIG式三位一体論でA4用紙一枚でまとめよ」
です。ここまでくればもう一踏ん張りです。コツ５を抑えて、記者に目のとまるプレスリリースに
仕上げましょう！

5-1 感動的な文章も目に止まらなければ感動しない
　発表事項、社会的背景、個人的背景、この３つに整合性があると、人の心は必ず動きます。し
かし、まず読んでもらわなければ、感動も起こしようがありません。ここで重要になってくるの
が、アイキャッチです。アイキャッチとはタイトルとサブタイトルのことです。毎日何十枚も送ら
れてくるプレスリリースですから、取材を検討するにあたっては、記者はアイキャッチしか読まな
いと言っても過言ではありません。では読まれるには、どのような工夫が必要なのでしょうか。
筆者は①タイトルで刺しサブタイトルで補足する、⑵切り口、③文字数、の３つが重要だと考えて
おります

　
5-2 アイキャッチで重要な、who、what、why、hope
　タイトル、サブタイトルには必ず、誰が（who）、何を（what）、なぜやるのか（why）と、そ
の結果社会がどうなって欲しいのか（hope）を入れ込むようにしましょう。順番に決まりはあり
ませんが、アイキャッチ全体で４つの要素を揃えることが重要です。
　世間の新しい動きを報じるのがマスコミの仕事ですから、誰が（who）何を（what）するのか
を抜けてはなりません。例えば、「松戸市にある障害者支援施設が地域住民のために、参加費無
料のイベントを開催します」です。
　そして、その内容を補足するために、なぜやるのか（why）と、その結果社会がどうなって欲し
いのか（hope）を入れ込むのです。コツ４で個人的背景と、社会的背景を分析しましたね。両者
を端的に表す言葉を探しましょう。例えば、「障害者施設に出入りすることで障害者理解を進
め、誰もが笑顔溢れる街にしたい」などです。

ではタイトル、サブタイトルを並べてみてみましょう。
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松戸市にある障害者支援施設が地域住民のために、参加費無料
のイベントを開催します

～障害者施設に出入りすることで障害者理解を進め、誰もが笑
顔溢れる街にしたい～

　
　だいぶアイキャッチらしくなてきました。しかしこれではまだ、インパクトが弱い。世の中には
障害者施設はたくさんあるし、街づくりを標榜する団体もたくさんあるからです。イベント内容を
より具体的に記載し、独自性をアピールする必要があります。

5-3 目に留まる７つの切り口
　さらに一歩進め、記者の目を射止めるには、アイキャッチ内に次の７つの要素を入れ込むよう
にしましょう。「共感PR   上岡正明著」に詳しく書かれていますので、要点を抜粋していきます。

①新規性
　これから７つの要素を紹介していきますが、「１、新規性」が最強の要素ですから、新規性が
あるかどうか、必ず探すようにしてください。新規性とは、〇〇市初、県内初などです。〇〇で
初、がなければ、まず〇〇初を探して、イベントを企画するしたたかさがあってもいいでしょう。
よくギネス記録に挑戦！というニュース見ませんか？これは世界初という新規性がニュースになる
良い例です。
　〇〇初は、物理的な括りである必要はありません。○歳以下（以上）で初！でもいいですし、
女性では初！でもいい。また、独自でグルーピングして、そのグループ内で初！と売り出すことも
できるかもしれません。非営利活動ではありませんが、良い例があるので紹介しますね。私は趣
味でランニングをしているのですが、「ブルックス」というシューズを履いています。日本ではあ
まり馴染みのないメーカーですよね。当初私もブルックスなど知らず、ナイキやアシックスなど馴
染みのあるメーカーを買う予定でスポーツオーソリティへ行ったのですが、気づいたらブルック
スを持ってレジへ並んでおりました。なぜ購入するに至ったのか。それは、ブルックスのキャッチ
コピーにやられたからです。そのキャッチコピーとは「ランニングシューズ 全米シェアNo.１ブラ
ンド」。よく考えたらそんなカテゴリー聞いたことないのですし、オリンピックのメダリストで
ブルックスを履いている人など見たこともないのですが、全米No.1なんだから何かすごそう
だ、、、という思考が働き、購入に至った次第です。このように、〇〇初！〇〇でNo.1！は言っ
たもん勝ちの側面もありますから、根拠を示せば独自にグルーピングするのも賢い打ち手だと思
います。

②優位性
　優位性とはその商品やサービスにしかない付加価値のことです。競合他社や業界内で、明らか
に違っていたり、優れていることは何か探してみましょう。例えば障害者施設の管理者だったと
します。サービス利用者の利用率（稼働率）が95%を超えていた場合、他の施設よりも高い稼働
率のはずです。恒常的に平均よりも高い稼働率を生み出しているのであれば、独自の取り組みが
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影響を与えていることでしょう。それを言語化することができれば、１つプレスリリースを作るこ
とができますね。

③意外性
　顧客、友人や家族に話したら「へぇ」と感心されたり、「うそーー！？」と驚かれたしたこと
はありませんか？自社では当たり前だと思っていたことが、社会から見れば実は意外性があっ
た、ということはよくみられます。例えば、私は障害者雇用を進めているとある企業をサポートし
ているのですが、その企業では、知的障害のある方がフォークリフトを操り、２年間無事故だっ
たそうです。フォークリフトの免許を取得しているというのも驚きですが、２年間無事故という
のは健常者の方含め社内にはいないそうです。現場管理者の方はわざわざ発表することでもない
と捉えておりましたが、この事実となぜ無事故を達成できたのかという現場マネジメントとを紐
づけてプレスリリースに書けば取材は呼び込めたはずです。その記事を新卒採用時の広報資料とし
て活用すれば、採用に有利に働くこと武器になったことでしょう。

④人間性
　人間性とはそのサービスは出来事に携わった人の思いや苦労話などを指します。個人的背景を
掘り起こしたみなさんなら既に、手の中にあるはずです。誰もが見出せるという点が、人間性の
特徴です。例えば、もともと引きこもっていた人が、今は引きこもりの支援をしている、という
話はよく耳にしますよね。また、障害を持った子を育てた経験が、障害者施設を立ち上げたきっ
かけと話をする方もよく目にします。このようなストーリーは人の心を打つものですから、アイ
キャッチに入れることを検討しましょう。

⑤季節性
　季節との関連性があるものや制定されている記念日と関連づけられるものはありませんか？
例えば、春であれば花見、夏は海水浴や夏休み、秋なら紅葉狩り、〇〇の秋、冬であればクリス
マス、お正月などです。また、今この原稿を書いているのは7/22なのですが、調べてみたところ今
日は「下駄の日」「ナッツの日」だそうです。知りませんでした、、、。
　季節性の良いところは、同じイベントや商品でも、季節と関連づけるとまた別のリリースになる
ということです。例えば先の障害者施設のイベント例で言えば、春であれば「花見」と掛けて、誰
もが参加できるユニバーサル花見と打ち出してもいいですし、秋であれば「読書の秋」とかけて障
害者理解の絵本を集めて子どもたちに読み聞かせ、なんてのもいいかもしれません。新サービス
のリリース時期、発売の日は必ずチェックするようにしましょう。

⑥社会性
　今現在、世の中で起こっていること、流行っていることと掛け合わせると興味を引くことがで
きます。社会性の利点は、自社がゼロから企画しなくても良いという点です。ゼロから何かを立ち
上げるのはとても労力がかかるものですが、社会がとあるテーマに関心が高い場合、そこに焦点
を当てて企画すればチャンスが生まれます。私は以前、子どもの支援の拡充を目指すロビー団体の
広報をお手伝いした経験があります。お手伝い当時、社会を賑わせていたのは、千葉県野田市で
発生した児童虐待の事件でした。私の所在地が近隣市だったこともあり、圏域内を管轄している
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マスコミ各社は「児童虐待」というテーマにとても敏感だったように思います。ですから、児童
虐待という切り口を押し出し、企画していたシンポジウムのプレスリリースを作成したところ、読
売新聞、朝日新聞、毎日新聞、千葉日報、東京新聞の５社から取材の申し込みが入りました。そ
の団体は過去に一度だけシンポジウムを開催しただけの、任意団体です。法人格すらありませ
ん。このような小さな団体でも社会性を利用すれば、マスコミを呼び込むことができる良い例
だった思います。社会性は自分でコントロールできない分、タイミングを逃さないようにしたい
ものです。
　

⑦地域性
　その地域の特性や限定商品はありませんか？また、その地域で行う理由を示すことができると
強力な切り口になります。この切り口は地域と紐づくこと活動が多いNPOの皆様は打ち出しやす
いかと思います。ご当地の名産品、B級グルメなどもこの文脈で語ることができるでしょう。地域
性を意識して、地元の人と手を組んで商品やサービスの開発に取り組むというのも良いかもしれ
ません。例えば、「缶詰メーカーが地元の水産高校とタッグを組んで、商品開発に取り組んだ」
というニュースを見たことありませんか？「缶詰の新商品発売」だけであればマスコミに取り上げ
られるのは難しいですが、「地元の高校生と組んだ」という地域性が、缶詰に付加価値を生んで
いますよね。企業が高校生を利用した、と批判する人もいるかもしれません。しかし、私として
はどちらもメリットがあり、お互いの弱点を補完しているwin-winの企画だと思います。企業とし
ては、水産高校と組むことで「お金儲けだけじゃない」という付加価値が生まれニュースになり
ますし、商品開発を通して消費者から直接声を聞くことができます。水産高校としても、学業とビ
ジネスがつながる機会になりますし、ビジネスの現場を学ぶ機会にもなります。職場体験として
の側面もあるかもしれません。このように企業と非営利組織は、お互いの強みを生かし戦略的に
協働することは可能なのです。少し話がずれてしまいましたが、地域性という切り口も記者にイン
パクトを与えることができるのです。

5-4 yahoo！ニューストピックス13.5文字のルール　　
　日本を代表するニュースサイトである、yahoo！ニューストピックス。見出しの文字数は「13.5
文字まで」というルールがあるのはご存知ですか。その理由は「読ませる」よりも「見せる」を
意識しているからだそうです。インターネットという飽きられやすい媒体において、文章を読ませ
るのは至難の技。だから短時間で情報を咀嚼できるように、13.5文字で統一しているのです。文字
がドドドと入ってくると、人間の脳は処理するのに時間がかかる、というエピソードをよく表し
ていると思います。この知見をプレスリリースのタイトル付けに応用してみましょう。

5-5 記者の脳は常に忙しい
　再三お伝えしている通り、記者は多忙な仕事です。取材のために各地を飛び回り、事実を確か
めるべく裏を取り、記事を書く。出稿に間に合わせるために、徹夜もしばしば。この流れが並行
して進んでいきますから、言ってしまえば、脳は常にフル回転している状態です。その合間を縫っ
てプレスリリースを確認し、次の取材先の決めています。例えばあるテレビディレクターに確認し
たところ、プレスリリースの受付BOXはコピー機の隣に置いてあり、コピーを取っている間に
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ザーッと確認していると話していました。このように隙間時間を使って、疲弊した脳で確認してい
るわけですから、般若心経のように文字が羅列されたアイキャッチは理解されるはずありませ
ん。ですから、「見せる」タイトル付けが重要なのです。

5-6 タイトルの1行、文字数は27文字まで！
　そうは言っても、yahoo！ニューストピックスの13字までだと、文法がおかしくなるのも事実で
す。そこでお勧めするのが、27文字ルールです。これは「ほぼ日刊イトイ新聞」というコピーライ
ターであった糸井重里氏が主宰しているウェブサイトでの改行ルールから引用しています。コピー
ライターは「読まない人をいかに振り向かせるか」を工夫するのが仕事と言えますよね。糸井さん
が試行錯誤した結果、目を左右に動かさないで読める最大量が「27文字」という答えにたどり着
いたそうです。日本を代表するコピーライターであった糸井さんならではの実践知だと思います。

5-7 切り口、文字数制限でどれだけ印象が変わる？
では、7つの切り口、27文字ルールをを勘案して、冒頭のアイキャッチである

　松戸市にある障害者支援施設が地域住民のために、参加費無
料のイベントを開催します

～障害者施設に出入りすることで障害者理解を進め、誰もが笑
顔溢れる街にしたい～

を直してみましょう。

松戸市初、障害者が絵本の読み聞かせイベントを開催
～障害者理解を促し、誰もが住みやすい街にしたい～

　
　松戸市初で①新規性を表現し、障害の当事者が読み手となる絵本イベントは③意外性に当ては
まりますね。タイトルが24文字、 サブタイトルが22文字ですから、27文字ルールもクリアしてい
ます。文字数を制限することは、抽象的な部分や冗長的な表現を削ることに繋がりますので、よ
り具体的な内容になると思います。
who、what、why、hopeを意識すること、７つ切り口、27文字数ルールを取り込み、効果的なア
イキャッチを作成してくださいね。
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コツ６
写真は4Bを意識する！
　
広告表現の中で、「３Bの法則」と呼ばれるものがあります、Beauty（美人や美しい風景）、
Baby（赤ちゃん、子ども）、Beast（動物）を使うと、人の目を引きやすく、好感を持たれやすと
いう法則です。この３Bに加えて、私はもう一つのBを提案したいと思います。そのBとはBachan
（おばあちゃん、高齢者）です。

6-1 高齢化は日本の象徴
　高齢化問題は、現代の日本を象徴しています。ニュースでよく耳にする、消費税引き上げ、介護
問題、孤独死、定年の引き上げなどはすべて高齢化が根本にあるものです。もちろん、高齢者＝
問題だけではありません。定年後に趣味に興じる、町おこしに挑戦する、それこそNPOを立ち上
げ地域に貢献するなど、新しい日本の活力としてアクティブ高齢者にフォーカスしたニュースを目
にすることも多いでしょう。つまり、高齢者というトピックス自体が現代の日本を象徴している
のです。したがって、活動主体もしくは対象者が高齢者であれば、積極的に写真を取り込むよう
にしましょう。

6-2 写真は必須ではないが、あれば強力な武器になる
　プレスリリースにおいて、写真は必須ではありあません。初めて開催するイベントなどでは、写
真すらないことも往々にしてありえます。ですから、写真がないのでプレスリリースが書けな
い、、ではなくて、あればラッキー！と捉えて、まずは書いて送ることに専念してくださいね。
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コツ７
一斉送信は今すぐやめろ！
効果的な送付先の見つけ方。

　みなさまお疲れ様です！プレスリリースを書き終えたあなた、ゴールはもうすぐです。効果的な
送り先を探し、マスコミデビューの確立をさらに高めましょう！

7-1 一斉送信は大手の戦略
　プレスリリース配信会社を利用すれば、数百社に一斉に送ることは可能です。50,000円ほど支払
えば数百社に送ってくれますから、手を出してみたくなるのも理解できます。しかし、冒頭にお話
しした通り、送付先にこちらの事情は考慮はしてくれません。例えば千葉県内のニュースなのに、
九州の新聞社に送るなんてことも往々にしてあり得るのです。それでもなぜプレスリリース配信会
社が存在しているのかというと、上場しているような大手企業であれば有効な手段となるからで
す。大手の手がける製品はサプライチェーンがとても長くなるため、一つの変化で、多くの取引先
に影響を与えます。業界全体への影響も無視できません。例えば、「第３のビール」。これサッポ
ロが出した商品がもともとのスタートですが、今では各ビールメーカーが追随し、ビール業界にお
ける第三のビールの市場シェアは約４割にまで成長しました。このように一つの商品から新しい
市場が生まれることはよくあることであり、そうなると消費者への影響も甚大でしょう。このよ
うに一つの商品、一つの動きで、社会に対する影響が大きくなるため、大手企業は一斉送信でも
ニュースになるのです。

7-2 NPOの取るべき戦略とは
　では、地域で活動しているNPOの皆さまはどこにプレスリリースを送れば良いのでしょうか。
効果的なのが、地元のマスコミに送ることです。新聞各社の支局、NHKの地方局やローカルTV宛
に送るのです。これらは基本的に地域のニュースしか取り扱っていないため、地域で尽力されてい
るNPOの皆さまとは非常に相性が良いのです。
　全国紙やキー局にに取り上げられるのは、ハードルが高いものです。ゆくゆくは全国で取り上げ
られることを目指しつつ、まずは取材される数を増やしていく。遠回りかもしれませんが、これ
が正しい戦略です。下記に詳細を書いていますので、参考にしてください。

①新聞社の支局へ送る
　大手新聞には必ず、地方欄というものがあります。主に所在地の都道府県を単位に、その都道府
県内のニュースを特集している欄です。この地方欄を書いているのが、全国各地に点在している支
局に配属された記者です。この記者は自分が担当する地区のニュースに特化して記事を書いている
ため、記事にしてくれる可能性はとても高くなります。多くの場合、地方欄の欄外に支局の連絡先
が記載されていますので、チェックするようにしましょう。もちろん「〇〇新聞　支局一覧」で
google検索すると出てきますので確認しましょう。
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②地方紙に送る
　各都道府県には一社、必ず地方紙があります。千葉県なら千葉日報、茨城県なら茨城新聞、栃
木県なら下野新聞などです。地方紙は、当該県内の動きを中心に報じますので、あなたが住んでい
る地域の地方紙に送るのはとても効果的です。もちろん、地方紙も支局を構えておりますので、①
担当支局に送る、②社会面・生活面などの自身の活動と親和性の高そうな紙面に送る、の二段構
えが良いでしょう。

③NHK地方支局に送る
　NHKも各都道府県に一箇所、取材拠点を設けています。こちらも当該県内の動きを中心に報じ
ますので、送るようにしましょう。

④ローカル局に送る
　都道府県には一社、必ずローカル局があります。千葉県なら千葉テレビ、茨城県ならいばキラ
TV、栃木県ならとちぎテレビです。こちらも当該県内の動きを中心に報じますので、送るように
しましょう。
　ローカルテレビに限った話ではありませんが、テレビの場合、番組宛にプレスリリースを送るよ
うにしましょう。もちろん、コツ１で紹介した「TVでた蔵」などで自身の活動と親和性の高い番
組を番組宛に送のはとても簡単です。郵送の場合は「〇〇宛て」（〇〇は番組名）、FAXの場合
は、局の代表番号に電話して「〇〇にプレスリリースを送りたいので、担当部署につないでくださ
い（〇〇は番組名）」と伝えればOKです。マスコミと聞くと敷居が高く感じてしまいますが、マ
スコミ側からするとプレスリリースを受け取ることが日常茶飯事なので、臆することなく、電話し
てみましょう。

⑤業界別の専門紙に送る
　意外と狙い目なのが、専門紙です。専門紙とは、特定の産業・業界に特化した記事を掲載して
いる新聞です。業界動向に関する情報が豊富に掲載され、一般的な報道記事は少ないかほとんど
ありません。専門紙は、読者としてその業界に属している人を想定しているので、個人での購読は
少ないという特徴もあります。したがって専門紙はBtoCの効果よりも、BtoBの効果を狙うこと
や、取材実績を作るため、という側面が強いです。
　専門紙なので、あなたの業界に対して知識は深いですから、「社会的にみたら伝わりにくいが、
その業界から見ると革新的な取り組み」という点がアピールできるはずです。また、情報が濃い
分、専門紙からネタ探しをするTVディレクターもいるそうですから、専門紙には積極的に送りた
いところです。
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⑥記者個人宛てに送る。しかも感想付き！
　オススメしたいのがこの方法です。文末に、署名がある新聞記事を見たことがありませんか？
その方宛てに直接郵送するのです。新聞記者は自分自身の取材領域が決まっています。ですから、
自分の活動と親和性の高い記事を書いている記者を見つけた時は、取材してくれる可能性が高い
くなります。バックナンバーからも確認し同記者の名前を探しましょう。そこで、継続して親和性
の高い記事を書いていると確認できたらしめたものです。個人記者宛てに、プレスリリースを送り
ましょう。
　ここで重要なのが、プレスリリースと一緒に、「当該記者が書いた記事の感想も添える」という
もの。記者にとって記事は自分自身の作品です。間違いがなかっただろうか、不利益を被った人
はいないだろうか、社会のためになっているのだろうか、など常に評価を気にするものです。そ
んな時にあなたから、記事の感想（しかも肯定的な！）が送られてきたらどう感じるでしょう
か。間違いなく喜びますよね。もちろん仕事と個人の感情は切り離されるべきですが、そうは
言っても記者も人間です。肯定的な手紙を送ってくれた人が、自分自身の取材対象であれば、取材
してみようと思うのが心情ではないでしょうか。ぜひ試してみてください。

⑦行政の記者クラブに送る
　記者クラブはご存知ですか？公的機関や業界団体などの各組織の継続取材を目的とするために
大手メディアが中心となって構成されている任意組織です。都道府県庁には必ずこの記者クラブが
設けられており、新聞、TV局などの記者が出入りしています。例えば千葉県庁の記者クラブに電
話して確認したところ、新聞大手５社や地方局、共同通信など13メディアが加盟していると教えて
くれました。この記者クラブ宛てにプレスリリースを送ると、一度にたくさんの記者に見てもらえ
るのでとても効率的です。また、都道府県庁だけでなく、中核市レベルの市にも記者クラブが設
置されていることが多いので、ぜひ確認してみてください。

⑧記者クラブで、記者会見を開催する！
　記者会見と聞くと、ぎょっとする方も多いですが、記者クラブにお願いすると、開催を検討して
くれます。記者に対して直接想いを語りかけるチャンスです。こちらもぜひご検討してください
ね。

いかがでしたか。
７つのコツを抑えて、効果的なプレスリリースを作成しましょう！次のページに雛形を用意しまし
たので、参考にしてください！  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松戸市初、障害者が絵本の読み聞かせイベントを開催
～障害者理解を促し、誰もが住みやすい街にしたい～

　初めまして、私はJIGコンサルティング（千葉県
松戸市新松戸4-129関口第五ビル1-A）の玉村と申
します.この度、表題のイベントを開催しますので
お知らせいたします。
　日本では現在、障害者数は増加傾向にありま
す。その数は2018年と2013年を比較すると、149
万人増加しています（厚生労働省　2018年障害者
白書より）。高齢化の進行に加え、障害への理解
が進んで障害認定を受ける人が増えたこと、さら
にパラリンピックの開催を控えているため、今後
も増加していくと考えられています。
　私は障害者施設の施設長をしているのですが、設
立時、地域住民の方に反対を受けました。その多くは、「地価が下がる」「犯罪が増える」「何
されるか分からない」など無知からくる的外れな批判ばかりでした。説明会を開催し、一件一件
説明に回り、どうにか設立にこぎつけました。不安を抱えたスタートでしたが、現在はボラン
ティアに来てくださる方がいるほど、地域住民と良い関係が築くことができています。その理由
は、施設を利用している障害のある方が、通勤時に挨拶を欠かさなかったことや、地域住民も参
加できるイベントを開催し、施設をオープンにしてきたことで、障害者の実際の姿を知り、恐れる
対象じゃないんだと理解されたからだと思います。「実際に関わる」という体験が、理解を促す
のだと実感しました。この原体験が、本イベントを開催するきっかけとなりました。
　障害のある方が、地域の子どもたちやその親に対して、絵本の読み聞かせをする。拙い読み聞
かせになるかもしれません。しかし、その体験を通して、実際の障害者の姿を感じることができ
ると考えています。障害のある方にとっても、成功体験として刻まれるはずです。私は障害者理解
を促し、誰もが住みやすい街にしていきたいです。
　大変お忙しいかと存じますが、本件について報道の力で、多くの方にお知らせいただければ幸
いです。 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取材依頼

プレ企画の様子

●イベント概要 
　開催日　：2019年〇月〇日（○）10:00～12:00       場所：千葉県松戸市〇〇 
　参加費　：無料　　　　　　　　　　　　　　　　　  対象：未就学児とその家族 
　主催　　：JIGコンサルティング　　　　　　　　　　 後援：〇〇 
   参加方法：JIGコンサルティング　イベント事務局までお問い合わせ　TEL 〇〇

●本件に関するお問い合わせ 
　JIGコンサルティング　担当　玉村 
　千葉県松戸市新松戸4-129関口第五ビル1-A 
　TEL    〇〇　　　　　　　　携帯〇〇                     Mail　〇〇＠〇〇　　　　  URL〇〇



4.⾔葉を伝えることが、全ての始まり 
   社会を変える⾔葉はあなたにある。 

　同業者や社会的背景の調査、それを踏まえた企画の実施、最適な送付先の選定、そして何より
大事な自分自身の「なぜこの活動をやっているのだろう？」という根本的な想いの言語化。これ
ら作業を進めるのは、正直簡単ではありません。手が止まり「やーめた！」と放り出したくなる
時もあるでしょう。しかし、ここが取材される人とされない人の分水領です。冒頭でもお話しし
た通り、９割以上の人は頭を使うことなく「イベントやります！」「新商品発売！」という単純
なプレスリリースしか書いておりません。これではせっかく送ってもゴミ箱行き。取材されること
はありません。
　残念ながら、楽してマスコミデビューする道はないのです。しかし、本誌に掲載した７つのコ
ツを押さえればその道はぐっと近くなります。「無料で良いこと知ったわぁ」「得したなぁ」で
終わらせることなく、７つのコツのうち、できるところから今すぐ実行してみてください。
　チャンスはいつも、手の届くところで待っています。あなたが行っている活動、記者はその情報
を待っています。マスコミデビューはあなたがプレスリリースを送るかどうかにかかっているので
す。
　
　社会問題、地域課題を解決するには、まず社会に対して、その問題を広く知ってもらわなけれ
ば始まりません。例えば、児童虐待。平成10年頃から「虐待」という言葉がメディアに多く取り
上げられたことで、通報件数は右肩上がりに増えてきました。平成10年と平成29年の虐待通報件
数を比較すると、なんと19倍以上です（6,932件→133,778件。厚生労働省報告より）。これは虐
待が爆発的に増えたのではなく、「あれは虐待なんじゃないか」と気づいて、通報する人の数が
増えたのではないでしょうか。
　
　マスコミというと、多くの人は大手企業や芸能人のプロモーションの文脈で捉えています。しか
し、マスコミの語源である「マスコミュニケーション」でもわかる通り、マスコミとは本来、誰
もが大衆に語りかけることのできる場所なのです。目の前にいる人を、どうにかして助けたい。
利益の追求ではなく、社会問題を解決したい。多くの人にこの現実を知ってもらわなければなら
ないのに、経営資源に乏しく、広告にお金をかけることができない、、、。そう、非営利組織だ
からこそ、企業プロモーションの手法を社会的問題の広報に応用し、戦略的にマスコミを活用し
なければならないと思うのです。言葉が認識を生み、認識が行動を生み、行動が社会の変化を起
こします。マスコミと上手に付き合い、あなたの活動をを社会に広め、より多くの人の笑顔を生
み出してください。あなたには、その力があります。

JIGコンサルティング　代表
玉村　公樹 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●著者紹介

代表　玉村 公樹 ／ Tamamura  Kouki
非営利組織専門の広報戦略コンサルタント / 社会福祉士

難病児、医療的ケア児、精神障害、知的障害、生活困窮、引きこもり、触法者、などの対応する
ソーシャルワーカーとして勤務後、現職。プライベートでは人工呼吸器の装着や経管栄養が必要な
重度の脳性麻痺のある子を持つ。

松戸市相談支援部会　部会長
我孫子市自殺対策協議会　副会長

社会福祉法人松の実会　評議員

NPO法人こども子育て発達支援研究会　監事　などに就任。
福祉領域にマーケティングの考え方を持ち込み、制度政策の立案や非営利組織の活動周知に成果
を上げる。

●メディア掲載
2016年　10月　朝日新聞出版　AERA　

2017年　12月　NHKおはよう日本　けさのクローズアップ

　　　　　　　「人を貸し出す図書館　ヒューマンライブラリーとは？」

2018年　３月　文化放送　大竹まことゴールデンラジオ

　　　　　　　「大竹発見伝　－ザ・ゴールデンヒストリー」
●Blog
障害者と健常者の接点を探る　 http://kikuo-tamura.hatenablog.com/ 

脳性麻痺のある長男との生活を書いています。
こんな生活もあるのだなぁと知っていただけると嬉しいです。
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