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日本広報学会 201８年度 事業計画 

 

  組織が価値を継続的に生み出す上で、社会との共生や協創が益々求められる中、広報・ＰＲ・

ＣＣに対するニーズは、組織の規模に関わらず、ますます大きくなっている。また、情報技術の幅広

い進展から、広報・ＰＲ・ＣＣが組織のガバナンスと共に、価値創造のニーズに貢献する可能性は

高まっている。そのことは、改めて、当学会の果たすべき役割を増大させている。 

 

  日本広報学会は、こうした役割を果たすべく、基盤事業として、研究会活動の展開、研究発表

大会の開催、論文誌「広報研究」の発刊、首都圏他各地での「広報塾」などの教育・研修事業を展

開してきている。これらについては、今年度も各々、後述のアクションプランの趣旨を反映させた動

きも加えつつ展開することとなる。詳細は各委員会の報告の中で述べる。 

                                                   

  さらに、当学会では、冒頭述べたような環境認識の下、２０１６年度の総会で、改めて学会創設

時の理念である「広報学の確立」や「研究と実践の架け橋」を再確認した。そして、これらをより確実

なものしつつ、新たな環境への適応を進めるべく、アクションプランを策定し、以来推し進めてきて

いる。改めて、その根幹にあるのは、事業の内容面からは 

        ・広報研究及び研究者の質・量の拡大 

        ・研究と実践の交流の拡大 

        ・組織規模、地域、業種に限定されない広報の啓発 

である。 

一方で、設立以来の学会の運営システムについても、デジタル化などの活用により改革・見直しを

図り、そのことで、会員への便益を拡大させることと、学会運営コスト負担の軽減を強く意識している。 

 

  アクションプランの策定初年度は、各委員会を中心に、１１のアクションプランの趣旨を意識しつ

つ、ボトムアップで展開した。２０１７年度は、２０１７年度事業報告の中でも触れているように、前年

度に始まった動きを継続しつつ、アクションプランの中で十分な展開がなされなかった部分と、さら

に推進強化が必要な部分を意識して、４つのタスクフォースも立ち上げて推進した。その中では、

アクションプラン策定時に明確には想定されていなかった、事務局の移転も加わる中での展開とな

った。 

 

 ２０１８年度においては、先ず、これまで展開されているアクションプランについて継続・強化させ

ながら、新たに、いくつかのまとまった動きを計画している。主なものとしては以下の通り。 

・中部、関西に続く地方部会の発足と本格的活動の開始。 

長年の懸案であった中部、関西に続く地方部会として中四国部会を本総会で発足させたあと、

本格的活動に入る。 

今後、他の地域での展開のプロトタイプにもなることが期待される。   
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・論文誌「広報研究」の編集刊行改革への着手    

    広報研究の一層の活性化と加速化の環境を実現し、あわせて投稿、査読、編集刊行シ

ステムの合理化と負荷の適正化を図るため、近年のデジタル環境を活用しての改革を推

進し、さらに、刊行の時期・頻度の変更を視野に入れ、電子ジャーナル化へ一歩踏み出

す。また、次期理事選挙を機会に、理事を中心としての査読への協力を体制強化する。 

   ・研究会運営において、助成研究と交流部会の区分を明確化する。  

助成研究から研究発表への流れを「明確化」、交流部会を研究者による萌芽的 

研究課題を議論する場としての機能も明確に位置付ける。 

   ・「研究フォーラム」の開催 

      従来開催されていた、萌芽的研究テーマを議論する場としての「オピニオンショーケー 

ス」を「研究フォーラム」と改称しての開催を事業委員会を中心に展開し、研究のすそ野 

拡大を図る。 

  ・ 学会内部情報コンテンツの集約・整理・活用と新サイトの試験運用、公開 

      総務委員会を中心に内部のナレッジとともに、会員情報などのデータ管理、インターナル

コミュニケーション活性化、迅速化を「見える化推進ＴＦ」と連携してすすめ研究成果の 

      公開、学会活動の見える化強化につとめる。 

  ・ 会勢拡大（会員増強）の中長期プラン策定と当面施策の決定・実行 

      アクションプランと共に拡大している研究成果、活動領域の分野的・地域的拡大、今年 

度から推進強化する研究情報基盤を視野に、実践が十分行えて来なかった、会勢拡大 

の中長期プランと当面の施策を決定・実行する。 

・ 2017年度に開始したタスクフォースの成果の活用と、継続的な運用 

４つのタスクフォースの中で、検討・実施された成果の活用と、継続的な運用をすすめ

る。但し、広報研究教育関連情報整備タスクフォースについては、今後は学会としての関

連の情報基盤整備に向けたマネジメントプロジェクト、あるいは広報研究の一環としての

研究プロジェクトに引き継ぐものとして、任務を終えることとし、他の３つのタスクフォース

は活動を継続する。 
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日本広報学会 2018年度事業計画： 委員会・地域部会・タスクフォース（ＴＦ） 

 

１．研究委員会 

１）2018年度第 24 回研究発表全国大会 

２４回目を迎えた研究発表全国大会は、１０月２７日（土）、２８日（日）の日程で、東京・世田谷区

の東京都市大学等々力キャンパスにて開催したことが確定したのに伴い、主催校である東京都市

大学運営委員会と密接に協力しつつ企画運営の概要を検討し、大会企画概要（案）を以下のよう

にまとめた。 

日本広報学会 第 24 回研究発表全国大会 企画概要（案） 

（１）統一論題 

 「未来都市とコミュニケーション ―地域の調和を実現する企業・行政・市民・メディア

の役割―」 

＜趣旨＞ 

 世界の地政学的なバランスが大きく変動するなか、我が国においても経済成長の枠組み

の再構築が図られている。2020 年にはオリンピックが予定され、これに向けた各方面の活

動が活発化している。一方でポストオリンピックのビジョンは未だ明確に描かれてはいないのが現

状である。 

 先進国では人口の 70～80%が都市に居住していると言われている。国際関係のみならず、新た

な経済枠組みや少子化などの現代的な課題の多くは、都市の問題として捉えることができると言え

る。都市は建物や街路だけでできているものではない。そこで活動する人間と、都市活動を推進し

ていくシステムが存在しなければ、都市は空虚な「箱」でしかありません。一方コミュニケーションの

形態は、各種技術やメディアの劇的な進歩とともに、地理的、時間的な制約をはるかに超えてグロ

ーバルに拡大した。そこにはもはや「都市」という枠にとらわれない、広大な世界が存在するようにも

見える。 

 しかし、コミュニケーションの本質は単なる意思伝達ではなく、他者に働きかけ、情報を共有し、何

らかの態度変容を促すものであるはずである。すなわち、その結果としての人間行動という実体を

伴わなければ、やはり空虚な「ヴァーチャルツール」でしかないということも言えるであろう。つまり、

コミュニケーションの成果が実体として現れ、人々の活動という成果が発現される場が「都市」であ

ると言えるであろう。 

 「未来都市」においては、手段としてのコミュニケーションのみならず、その「実体性」も問われるこ

ととなる。都市における企業・行政・市民・メディアの視点から、この関係を解き明かすことによって、

実体のある生きたコミュニケーションが生まれ、地域の調和の実現に繋げることができるのではない

か、という問題意識から今大会の統一論題を設定した。会員の皆様方の活発にご議論を期待する。 
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（２）会期： ２０１８年１０月２７日(土) 10：30～20：00（懇親会を含む） 

                ２８日(日) 9:00～15：30 

（３）会場:  東京都市大学等々力キャンパス    

〒158-8586 東京都世田谷区等々力８－９－１８ 

東急大井町線「等々力（東京都市大学 等々力キャンパス前）」駅下車 徒歩 10 分 

（４）全体スケジュール  （※教室は変更になることもあります） 

１０月２７日（土）【１日目】 

10:00～     受 付  （２号館１Fホール） 

10:30～10:40 開会式 （２号館１Ｆ２１３教室） 

10:40～11:10  ポスターセッション口頭案内 （２号館１Ｆ２１３教室） 

11:10～12:10  ポスターセッション説明および投票（２号館１Fホール） 

11:10～18:00  ポスター展示 （２号館１Ｆホール） 

12:10～13:30  昼食（３号館地下学生食堂） 

13:30～ 統一論題シンポジウム（２号館１Ｆ２１３教室） 

「未来都市とコミュニケーション」 

基調講演: 東浦亮典氏（東急電鉄㈱ 執行役員 都市創造本部 運営事業部長） 

研究報告及びパネルディスカッション 

    17：30～17:45 学会賞・表彰式（２号館１Ｆ２１３教室） 

18:00～20:00  懇親会（３号館地下学生食堂特設会場） 

１０月２８日（日）【２日目】 

＜午前の部＞ 

8:30～      受付（２号館１Fホール） 

9:00～12:00  自由論題口頭発表（２号館 ２２４教室、２２５教室、２３４教室、２３５教室） 

9:00～12:00  ポスター展示（２号館１Ｆホール） 

12:00～12:50  ランチョンセッション（弁当付き）（２号館２１３教室） 

＜午後の部＞ 

13:00～15:00自由論題口頭発表（２号館 ２２４教室、２２５教室、２３４教室、２３５教室） 

15:00～15:30 閉会式（２号館２１３教室） 閉会挨拶・次期開催校挨拶 

 

２）2018年度研究会活動の推進 

 

 2018年度研究会への応募を求め、以下の企画を採用した。 

①研究事例・交流部会（助成金額 75,000円） 
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（新規） 

・「災害復興の現場における広報の在り方について」の研究部会（部会長：小野豊和）於：熊本 

・中部圏企業における広報課題研究会（部会長：川合靖之）於：名古屋 

・中四国部会設立準備会における「コーポレート・コミュニケーション(以下、CC)の課題

解決にむけてのディスカッションとプレゼンテーションに取り組む」研究事例・交流部会

（部会長：島津英昌）於：福山 

（継続） 

・関西部会における「コーポレート・コミュニケーション(以下、CC)の課題解決にむけて

のディスカッションとプレゼンテーションに取り組む」研究事例・交流部会（部会長：石

橋陽）於：大阪 

・広報研究深化・交流部会（部会長：国枝智樹）於：東京 

・情報流通構造の事例研究会（部会長：田代 順）於：東京 

・国家イベントにおける、「コンセプト」「コンテンツ」「コンテキスト」マネジメントの研

究（部会長：相原正道）於東京 

②指定研究（助成金額 175,000 円） 

  民間企業（事業者）等が当事者（調査対象を含む）になれる研究を、継続的に立ち上げ

ていく重要性に鑑み、以下の研究を指定研究とする。 

 （新規） 

・経営コミュニケーション研究会（主査：清水正道）於：東京 

③学会助成研究Ｂ（助成金額 150,000 円） 

（新規） 

・日本の大学における広報教育の実態把握（主査：伊吹勇亮）於：京都 

・シティプロモーション・ブランドブック研究（主査：河井孝仁）於：東京 

・「スポーツメディアと広報」研究会（主査：小林 塁）於：京都 

・「コミュニティ・エンゲ―ジメント」を支援する「生活者ダイレクト広報のあり方」に関

する理論的・実証的研究（主査：菅原正博）於：大阪 

（継続） 

・グループ広報の事例研究（主査：駒橋恵子）於：東京 

・インターナル・コミュニケーションにおける活用を目的とした企業博物館の運営及び実態

に関する調査研究（主査：高柳直弥）於：大阪 

 

３） 2018 年度研究委員会活動予定 

 学会による研究活動の推進及び会勢拡大に向けて以下の活動を行っていく。 

・2017 年度において終了した助成研究の成果発表の勧奨 

・2018 年度助成研究・交流部会の進捗把握、必要に応じた支援 

・助成研究と交流部会の区分の明確化による、学会としての研究進展支援を図るため「日本
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広報学会研究活動規程」の見直し 

・研究発表全国大会統一論題に係るテーマストック等、研究発表全国大会のあり方の継続的

検討 

・2019 年度以降の研究発表全国大会開催校の募集及び選択と提案 

・会員著作の情報収集及び紹介を的確に実現するための仕組みとインセンティブの検討 

 

２．学会誌委員会 

 

１）活動方針 

 『広報研究』の確実な刊行を行い、学会員に研究成果発表の場を提供する。 

 今後継続して確実に『広報研究』を刊行し続けられる活動基盤を再構築する。 

 将来アクションプランにおける当委員会の担当は「本学会としての実務・理論体系の充実」とさ

れている。これを、学会としての研究基盤を拡充して広報研究に関わる議論を活発にすること

と捉え、必要な施策を講ずる。 

 

２）事業計画 

(1) 『広報研究』第 23号の確実な刊行を行う。 

既に投稿申込みの受付を開始している。引き続き研究成果の発表の場としての学会誌を確

実に刊行する。 

 

(2) 『広報研究』の編集刊行の仕組みを抜本的に見直し、持続可能な研究成果発表の場としての

機能を強化する。 

広報研究分野を開かれた研究領域とすること、掲載論文を巡る活発な議論が行われる場とし

ての一層の整備、査読・編集・刊行プロセスの効率化と柔軟な対応を可能にするために、以

下の仕組み改革を実施する。 

① 編集刊行に関する学会誌委員会および事務局の実施作業を抜本的に見直し、大幅な

効率化を実現する。これにより、投稿論文への対応をより柔軟に実施できるような体制を

構築し、同時に学会誌委員と事務局の負荷の適正化を図る。 

② 投稿する原稿の書式を設定し、決められた書式以外の原稿は受理しないこととする。 

③ 査読の実施に関して、学会理事には特段の協力を求める。 

④ 研究発表大会での報告、議論に基づいて論文化し、投稿するという流れを明確にする。 

⑤ 第 23 号の刊行から、電子ジャーナル化する。 

⑥ 隣接・関連領域の研究者の参照・引用を可能とする J-STAGE への参加によりオープン

アクセスを実現する。 

⑦ 編集刊行に関わる諸規定や関連する書式を見直し、論文投稿から査読を経て刊行に至

るプロセスの透明性向上を実現する。 
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⑧ 現在広報研究に掲載している学会だより、学会賞関連の記事は別途作成し、学会の公

式サイトにて学会員限りで公開する。 

 

(3) 研究基盤の拡充を目指した活動を継続する。 

- 論考の質の向上を図るために執筆者への支援についてこれまで同様の活動を行う。 

- より多くの学会員が論考を発表するように働きかけを継続する。 

 

３）課題 

 成果発表が一部の会員に偏っていること。 

執筆者ベースの拡大を図る必要があると認識している。 

 広報研究に発表された論考についての議論の深まりが見えにくいこと。 

第 21 号より議論の活性化を図るために執筆者の連絡先を掲載することとしたが、これだけで

は議論の活性化、深化にはならないと認識している。また、年 1回の刊行なので、掲載論文に

対するコメント論文を出し難い状況であるとも認識している。 

 

 

３．事業委員会 

 

１）活動方針 

2018 年度も、学会員、潜在的学会員の教育・研修・研鑽、および社会への広報に関連する

啓発・普及の場および媒体を企画・運営することを柱に活動を行っていく。 

具体的な活動としては、以下のような内容に関する検討・企画・運営を行っていく。 

・広報塾、シンポジウム等、その他（リアルおよびバーチャル）の場の企画・運営 

・地域部会と連携し、関西部会、中部部会、中四国準備部会との広報塾等の事業支援 

  

２）事業計画 

2018 年度の事業委員会では、以下の事業を計画し、検討・企画・運営を行う予定。 

 

（1）広報塾 

 学会員及び潜在的学会員の教育・研修・研鑽の場として、広報塾を 2018 年度も実施。年

度内に 2－3 回実施を予定。広報塾のテーマ選定としては、「法人会員の強みを紹介するも

の」、「当学会の強みを紹介するもの」、「業界のホットトピックス」という側面を考慮しなが

ら、その時期の会員ニーズに合わせて、随時、企画・検討を行っていく。 

 

（2）第 1 回研究フォーラム（旧オピニオンショーケース） 

ここ数年、過去に萌芽的研究テーマを議論する場として設けられ活発に展開されながら
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休止していたオピニオンショーケースについて、開催への希望も多く聞かれたため、昨年度

の事業委員会で検討を行った。今年度内に開催する段取りで現在、企画進行中。事業名称は、

会員各位にも馴染みやすいように「オピニオンショーケース」から「研究フォーラム」と名

称変更を実施。 

 「研究フォーラム」は、若手・異分野・新分野研究者や実務家からの今日的な問題提起を

受け、参加者を交え自由闊達かつ濃密な議論を行おうとするもの。研究発表全国大会が「研

究成果」を発表する場であるのに対し、研究フォーラムは「問題意識」を投げかけ、参加者

が忌憚なく議論を交わす場として位置づける。 

このため、対象テーマは「研究の緒に着いたもの」、「研究対象として検討しているもの」、

「今後研究対象となりうる事例」など、未完成の領域を含め幅広い分野とし、各研究部会の

中間報告や意見交換の場としての活用も視野に入れる。 

 第 1 回研究フォーラムの開催日時は、次の通り。 

開催日時： 2018 年 6 月 30 日（土） 13：00～17：00 

会場 : 東京都市大学 等々力キャンパス 

 

（3）公開シンポジウム 

 例年開催していた公開シンポジウムは、昨年度は企画検討を行ったが実施に至らなかっ

た。そのため、2018 年度内の実施を目指し、再度、企画検討を行う。実施時期については、

今年度、冬～春の実施の検討を行う予定。 

 

（4）その他 

 昨年度より、当学会の事業として、学会名刺制作販売の検討を行う。検討の中では、名刺

の内容（文言・マーク等含む）、発注方法、決済方法などの課題があった。諸課題をクリア

にすべく、さらなる検討を行う予定。 

 

３）課題 

（1）研究会活動と連携した事業活動 

当学会の強みは、産学が共同して研究活動を行っていることであり、日常的に各研究会が行

う研究は当学会の資産。この資産を素材に、学会の事業に積極的に貢献できるか、さらなる

検討を行う。 

 

（2）関係団体との連携 

事業委員会の活動は、外部の広報関係者に広報学会のことを知ってもらうという目的もあ

るので、日本ＰＲ協会等、関係団体に協力を一層仰ぎたい。 

 

（3）【お願い】会員所属組織による教室・会議室無償提供のご協力 
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事業委員会として、常に頭を悩ませるのは、広報塾、シンポジウム等での会場探しである。

学会の財政も潤沢でない以上、外部の貸会議室を利用せず、コストを抑えたい。そのため、

できる限り、学会員所属組織（大学、法人企業など）で教室・会議室を無償で提供していた

だくことをお願いしたい。40 名―60 名ほど収容できる教室・会議室だと大変ありがたい。 

 会場を無償提供していただいた所属組織には、無償提供の代わりに、所属組織の会員・非

会員のメンバーもある一定程度の人数の枠を設け、その会場で開催される広報塾・シンポジ

ウム等に無料で参加いただける。例えば、法人会員企業の広報研修の一環としての活用も可

能である。 

 昨年度より、基本的にはそのような方向で会場選定を行っており、コストを低減させ、事

収益改善の努力を行っている。 

 ぜひ、ご協力のほど、よろしくお願いいたしたい。 

 

  

 ４．総務委員会  

  

１）活動方針 

アクションプランにもとづき 2017 年度に検討・決定した内容に沿って、実行のフェイズに移行する。 

＜重点課題＞ 

(1) 学会新サイト、ＳＮＳ活用の試験運用、公開 

(2) 各委員会の情報コンテンツの集約・整理・活用 

(3) 会勢拡大（会員増強）に関する中長期プランと当面施策の決定・実行 

 

２）事業計画 

（1）組織運営の改善 

  新オフィス移転と会議召集の簡便化により機動力が向上した各委員会が今後さらに 

連携を強めることによって、統合的な運営が可能となるように環境整備を図る。 

① 年間スケジュールの整理・可視化を行い、委員会間の効果的な連携を図る（上期） 

② ＰＤＣＡのあり方を検討し、個々の活動の着実な推進を図る（下期） 

  

（２）情報管理（文書管理、ナレッジマネジメント）の改善 

  会員名簿のデータ運用をはじめ、会員情報の整備・活用、各事業・研究情報の可視化と活用を

推進する。 

① 会員名簿のデータ運用を開始（印刷物配布の廃止）（上期） 

② 会員プロフィール情報（専門分野、実績等）の活用に関する検討（下期） 

③ 各事業・研究の成果物の活用、保存に関する基本枠組みを検討（下期） 
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（３）インターナルコミュニケーションの再編 

  内部コミュニケーションの活性化、迅速化のために、ネット上のツール活用を開始す 

 る。「見える化推進ＴＦ」との連携によって推進する。 

①FACE BOOK「ワークプレイス」の試験運用（上期）を経て、会員に公開（下期） 

 

（４）対外コミュニケーションツールの整備（情報発信） 

  学会サイトのリニューアル、FACEBOOK 公式アカウント運用方法の変更を行う。 

① 学会サイトのトップページのリニューアル、モバイル対応の付加（上期） 

② FACEBOOK の投稿ルール策定（上期）を経て、運用方法を変更（下期） 

 

（５）コンテンツの整備（内部共有情報と外部発信情報）   

会員メリットにつながる内部情報共有、入会促進につなげる外部への発信情報を整理し、学

会の情報資産の可視化と有効活用を推進する。・「国際化情報環境整備ＴＦ」による検討と連携

して進める。 

① 既存情報（広報研究／研究発表大会／研究部会など）の可視化、共有 

② 外部への公開について、内容、方法、データ形式等を検討・整備 

③ 新規情報の柱となる海外情報の収集・活用（国際化情報環境整備ＴＦ） 

※コンテンツの活用に関するルール策定（ナレッジマネジメント） 

 

（６）入会促進活動 

「会勢拡大ＴＦ」と連携して推進。上記の諸活動によって入会メリットが徐々に可視 

化する過程で、あらためて具体的な入会促進策を検討・整理し、順次、実行する。 

 

（７）役員改選 

   役員改選期にあたり、規定に準じて選挙管理委員会を設置する。 

   合わせて、選挙システムについての確認、検討を行う。 

 

 

３）課題 

少ない活動予算と特定の会員（理事）の作業負荷増大という問題を乗り越えるために、 

より多くの会員の運営参画を求めたい。 
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５．関西部会 

 

１）活動方針 

 過年度と同様、関西における広報研究ならびに広報実務の隆盛を目指し、学会としてすべきこ

とは何かを意識した活動を行う。このことを通じ、関西に拠点を置く広報研究者がたがいに交流す

る機会を生み出す。特に今年度は、「研究」色、あるいは「研究の実務への還元」色をより前面に出

し、研究活動のさらなる活性化を図る。 

 なお、これまで部会が主催していた「CC カフェ」は、次の 2 つに分割して移管する。1 つは中四

国で開催していた CC カフェであり、これは中四国部会（設立準備会）の主催とする。もう 1 つは、

関西で開催していたCCカフェであり、これは地域部会と研究会活動（特に研究事例・交流部会）と

の明確な棲み分けを意識し、石橋陽氏が主催する研究会の主催とする。 

 また、運営面では、単体黒字運営を継続するほか、部会活動活性化の結果としての会員増強を

目指す。同時に、部会運営体制の明確化を図る。 

 

２）事業計画 

＊年度内に 1～2回の関西広報塾の実施（夏・冬を想定） 

＊「CCカフェ」に代わる新たな部会主催イベントの模索 

＊他の広報関連団体との積極的な交流 

＊関西に拠点を置く研究会活動への側面支援 

＊中四国部会の立ち上げへの側面支援 

＊部会運営体制の明確化 

 

 

６．中部部会 

 

１）活動方針 

 名古屋圏内からの講師を中心に進めつつ、他の地域との連携を図り、2か月に 1回程度を 

目途に、研究会を実施し、学会員の受講と議論・情報交換の機会を確実に提供する。とともに、会

員数の拡大も図る。 

２）活動計画 

・2018年度実施会場の確認と予約 

・名古屋圏外からのゲスト招聘時の予定確認と予算の確認 

・研究会開催計画は以下の通り。 

 

第１回（4/16）：「物語が広報活動に及ぼす影響」 

      ゲストスピーカー：中京大学 津村将章 准教授 
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（第２回以降は仮テーマとゲスト案） 

第２回（6/18）：地域と広報～観光という視点から 

     ゲストスピーカー：愛知淑徳大学 林大策 教授 

第３回（8/20）：想いをカタチにするデザイン 

     ゲストスピーカー：ピースグラフィックス 平井秀和氏 

第４回（10/15）：広報と言葉 

     ゲストスピーカー：電通中部支社 都築徹氏 

第５回（12/17）：スタートアップと広報 

     ゲストスピーカー：PR Table 大堀航氏 

第６回（2/18）：地域情報と広報 

     ゲストスピーカー：東京工業大学 本田正美 研究員 

 

第３２回中部広報塾（5/25）：ご当地グルメプロデューサーが明かすヒットの法則 

      スピーカー：(株)リクルートライフスタイル 

じゃらんリサーチセンターエグゼクティブプロデューサー ヒロ田中氏 

他１回の広報塾を予定 

 

 

７．中四国部会 

 

２０１８年度は部会として承認後、会員相互の研鑽の場としてだけではなく、交流部会をきっかけと

して、広く大学人、学生、企業広報、病院などの非営利広報担当者、行政広報担当者とのつながり

を作っていくことに重点を置き、中四国部会の定例会として「CCに関する講座」等、小勉強会、セミ

ナー等を四半期に 1回程度開催(6月、９月、12月、３月)し、地域における会勢拡大に努める。 

・CCカフェ開催案 

１）初夏開催予定「CCカフェ高知」 

～博物館のコーポレート・コミュニケーションを考える～ 

６月 24日開催に向けて、調整中。 

 

２）秋開催予定】「CCカフェ広島」 

       ～非営利組織のコーポレート・コミュニケーションを考える～ 

 ・当該地域からの研究発表全国大会での研究発表の促進、交流部会報告の実施、ならびに研

究活動も進めて、論文等の作成や「広報研究」への投稿へも取り組む。また、当学会の特徴

である「研究者、実務者が一同に会し、広報学の確立を目指す」環境を作ることができるよう、

２０１８年度は、地域内で会員相互に接点が持てる機会を作ることに注力したい。 
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８．タスクフォース（ＴＦ）活動 

 

「見える化」推進ＴＦ 

１）活動方針 

これまでの活動を継続しつつ、総務委員会による情報システム改革と連携して、 

情報創造・発信環境を改善して、「見える化」増大をはかる 

２）活動計画 

・これまでの e-Info発信をポストする形と、会員からの Facebookへの情報提供を プロモートする。 

・総務委員会の「インターナルコミュニケーションの再編」、「対外コミュニケーションツールの整備」、

「コンテンツ整備」と一体化して推進する。 

・特に、学会サイトの改訂と会員間コミュニケーションツールとしての「ワークプレイス」の導入を中心

に実行する。 

 

国際化 TF 

１）活動方針 

 昨年度を「助走期間」と位置づけ、今年度より本格的に活動を進める。具体的には、TF 設置の

目的にあるような諸活動を随時進めていく。その中で、ルーチン化できるものとできないものとを

判別し、前者についてはより少ない労力で業務遂行ができる方法について検討する。 

２）活動計画 

＊ウェブサイト「海外情報」ならびに e-INFOでの継続的情報発信 

＊海外研究者との交流の継続 

＊（必要に応じて）将来的に大会への海外研究者の招聘計画の立案 

 

会勢拡大ＴＦ 

１）活動方針 

 入会動機に結びつく“会員メリット”の整理・強化と創出を、近年出来上がりつつある、 

新たな事業も視野に入れて図り、組織的な方策を検討・トライする。 

２）活動計画 

・企業、個人、学生のターゲット別に入会促進の方法を再考。 

・広報関連団体との連携に加えて、他学会とのつながりによるルート開拓の検討。 

・入会動機に結びつく“会員メリット”の整理、創出のために、魅力的、有益な提供情報を整理する

とともに、学会内部のみで入手できる情報と学会アピールのために公開されるものの仕分けを検

討。 

・企業参画など、研究の座組みについて新たな取り組みにトライする。 

以上 


