
デジタル化戦略

令和の「ホームページからSNSへ」のDX
時代の流れに取り残されないデジタル化を実現
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１，令和のデジタル化

総務省の統計で、国民の利用時間が急速に変化。
テクノロジーと通信速度の向上で、
「ホームページ」すら時代遅れになった。



技術革新で国民のネット利用時間が変化（総務省統計）

SNSのAPIの技術革新が進み、HPよりも機能や利便性が上がり、民間企業のデジタル化もSNSが中心に。

国民全体でも、ネット利用の時間は、毎年、HPよりSNSの利用時間が増加している。

参考：総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査(平成26年～30年)」
https://www.soumu.go.jp/iicp/research/results/media_usage-time.html

「HPからSNSへ」デジタル化のポイント
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https://www.soumu.go.jp/iicp/research/results/media_usage-time.html


技術革新による「デジタル進化」

紙・FAX ホームページ 単純SNS SNS-API

技術革新により、HPからSNSへ変化しただけでなく、SNSに高機能アプリを

埋め込み「顧客管理」「販売決済」「予約管理」等のSNS‐APIが主流に。

それに基づく、顧客データ・商品データがデジタル化の競争力の要因になった。
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DXは「SNS‐API」の時代へ

ワクチンLINE予約システム
自衛隊や多くの自治体で受託

LINE電子クーポン
千葉県、滋賀県、神奈川県等で受託

LINEモバイル定期券
全線共通定期券の電子化
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平成30年 全世代(Ｎ＝1500)

総務省 平成30年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書概要 15Pより引用
https://www.soumu.go.jp/main_content/000644166.pdf
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7

通信回線の向上で「文字」から「動画」へ
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２，日本農業新聞の現状

現状の農業新聞サイトのユーザーの中心は、
「PCを使用する高齢者」ではなく、
「スマホを使用する３０代」
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https://www.agrinews.co.jp/

アクセスの６７％はスマホ。平均滞在１分３３秒。
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https://www.agrinews.co.jp/

テーマは農業だが、すでにアクセスは３０代が中心
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https://www.agrinews.co.jp/

スマホユーザーの流入
ブックマーク３７％ 検索４０％ SNS ２％
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https://www.agrinews.co.jp/

PCユーザーの流入

ブックマーク５４％ 検索３１％ SNS ３％
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https://www.agrinews.co.jp/

【分析結果】

総務省の国民平均利用時間が、

「SNS ３７分、ホームページ２４分」
とされているが、日本農業新聞は、ホームページだけに
も関わらずかなり善戦してきた。

ホームページに加えて、SNS‐APIも使うことで、特に女
性層に伸びしろがある！
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参考資料３，今後はDXで
農業新聞が発展する番
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成功するDX＝顧客最適化

（昔のデジタル化）
全員に同じサイトを見せる

（現在のデジタル化）
顧客のデータに基づいて、その人にあったもの
を送る。
米農家、イチゴ農家、農協職員
富山県、高知県 など

※広告収入が紙からネットに変わったのもそのため



①「ホームページ」に加えて「SNS‐API」で
SNSでの顧客名簿データを収集し有効活用

顧客ごとにニーズが違う。流入経路、押したボタン、開いたサイトなどの全データを
組み合わせた「効率的な情報配信」が勝敗を決める。
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デジタル化 ＝ SNSでの顧客名簿データの活用

米部会 トマト部会 メロン部会

資材注文
・種苗
・肥料
・薬品
・資材

もSNS販売可能
↓

各購入データも
配信最適化に
活用される



カスタマーサポート向上
問い合わせ対応の工数削減
サポート業務の効率化
問い合わせ数の向上

神奈川県の保健所のシステム
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②、コールセンターや問合せ業務に
SNSチャットボットを提供



③伸びるネット通販 ＋ 地域産品

経産省資料
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「LINE内ECサイトのAPI技術」をグループ内のLINEに展開



④伸びるDX市場と二極化

DX化に遅れた既存企業が衰退し、新興企業が急成長。
一方、技術革新についていき、生き残る既存企業との二極化
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⑤、その他のデジタルマーケティング

・各サイトの顧客分析と検索上位化技術
・PWAアプリの開発
・インスタグラム

ハッシュタグキャンペーン
ストーリーからの顧客誘導

・デジタルスタンプラリー
・ネット広告の活用
・問い合わせ技術
・文字から動画への対応

21



22

参考資料



LINEで通販、決済機能

＋顧客管理システム

民間DXデモ

民間デモ

QRコードを読み込んで
試してください →
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管理画面
・顧客名簿をLINEで管理して、
顧客最適化によるDXを実現
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全国自治体は、LINEの
機能を使い、名簿管理や
予約機能で、ワクチン接
種を実現。

ワクチン予約デモ





職員でも簡単操作の管理画面

コールセンターや市役所の管理画面でデータを管理できて、
職員向けに予約データがCSVで出せる。申込者とのLINEでのやり取りも可能。

（A社サンプル・・各社により画面は異なります）



「LINY＋行政用強化アプリ」の

行政DX 10種の新システム

行政DXデモ

行政デモ

QRコードを読み込んで
試してください →



平成30年 全世代(Ｎ＝1500)

総務省 平成30年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書概要 15Pより引用
https://www.soumu.go.jp/main_content/000644166.pdf
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参考資料）10代のコミュニケーション時間

携帯通話

ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、ＦＢ）

ネット電話（LINE電話等）

メール（電子メール）

固定通話

携帯通話 0.6分

SNS(LINE,FB) 54.0分

ネット電話 4.0分

メール 17.8分

総務省 平成29年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書＜概要＞ P10 より引用
http://www.soumu.go.jp/main_content/000564529.pdf

固定通話 0.3分



参考資料）20代のコミュニケーション時間

携帯通話

ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、ＦＢ）

ネット電話（LINE電話等）

メール（電子メール）

固定通話

携帯通話 7.4分

SNS(LINE,FB) 61.4分

ネット電話 6.8分

メール 34.6分

総務省 平成29年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書＜概要＞ P10 より引用
http://www.soumu.go.jp/main_content/000564529.pdf

固定通話 0.3分



参考資料）全年代のコミュニケーション時間

携帯通話

ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、ＦＢ）

ネット電話（LINE電話等）

メール（電子メール）

固定通話

音声電話 5.6分

SNS(LINE,FB) 27.0分

ネット電話 2.4分

メール 30.4分

総務省 平成29年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書＜概要＞ P10 より引用
http://www.soumu.go.jp/main_content/000564529.pdf

固定通話 1.0分



デジタル時代
に生き残るた
めの主なツー

ル説明

種別 ツール名 特徴 重要度 難易度

LINE Official account Manager LINEの基本配信（基本） A 易

LINE LINY
LINEの顧客管理、情報配信に強い（行
政用）

A 中

LINE CHATY
LINEでの商品販売、決済、顧客管理
（民間用）

A 中

LINE hachidori LINEでの自然言語回答もできる C 中

LINE LINE-Clova LINEでの自然言語回答もできる C 難

LINE つながる相談
自治体などのLINE相談事業に使用（相
談用）

C 中

拡張PWA Glide
LINEを簡単に拡張、地図・QA・更新も
簡易

B 易

拡張PWA Bubble
LINEログインで、強力にLINEを機能拡
張

B 難

拡張PWA Click
日本サーバー、LINEログインができる
予定

B 易

WEB Wordpress ホームページ作成の定番 B 中

WEB Jimdo 簡易なホームページ作成ツール C 易

WEB Studio
デジタル庁が使用したとされるHP作成
ツール

B 易

分析 SimilarWEB 顧客と競合のデータを分析するツール A 中

広告 LINE ad Platform LINE内の広告で集客 B 中

広告 ヤフー広告 ヤフー内の広告で集客 B 中

SNS Instgram 若い女性などに必要 A 易

SNS Facebook 中高年の男性向け B 易

SNS Twitter 拡散系のSNSで炎上も多い B 易

SNS Ticktock 動画でのブランド作成ツール B 易

その他 LINEスタンプの作成 ブランドの作成 B 易


