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はじめに

新型コロナウイルスの影響により、自治協議会や市民活動

団体の多くが活動を制限され、コミュニケーションの機会が

減少しています。併せて、オンラインでの会議システムなど

のサービスが一般化し、多くの方が手軽に活用できるように

もなってきました。

オンライン会議システムでは、インターネット環境さえあ

れば、どこでも会議に参加することができます。これまで参

加できなかった方にとっては、新たな機会の創出になったり、

これまでも参加していた方にとっては、会議へ行く負担の軽

減になったり、地域の活動において様々なきっかけを生むツー

ルとして注目されています。

このマニュアルが感染予防対策となるとともに、オンライ

ンツールを活用したコミュニケーションスキル向上の一助に

なれば幸いです。

2



3

オンライン会議について知ろう！＞オンライン会議ってなに？

パソコンやスマートフォンを使ってお互いの顔を見ながら話をする

会議です。例えば、テレビ電話を大人数で行うようなイメージです。

このマニュアルでは「パソコンでのZOOMの使い方」を説明します。

n 自宅などから会議に参加でき、離れていても顔が見える。

オンライン会議を導入することで参加者が自宅など違う場所にいな

がら、お互いの様子を映像で見ながら話すことができます。「集まら

なくても、つながることができる」方法のひとつです。

n 会場設営などの会場準備がいらない。

オンライン会議はパソコンやスマートフォンがあれば開催できます。

会場の予約や設営などの大掛かりな事前準備をする必要がありません。

n 様々な理由で参加できなかった方々も参加しやすくなる。

仕事で忙しい方も、子育てで家から出られないなどの理由を抱えた

方でも、会議場所の縛りがないため、気軽に参加することができます。

また、若い世代にパソコンの操作を教えてもらったり、オンライン会

議を準備してもらったりなど、役割を持って地域活動に関わってもら

うきっかけにもつながります。

オンライン会議ってなに？

オンライン会議とは

オンライン会議のメリット



参加できる

人数
• 無料アカウントで最大100人 • 最大500人

費用
• 無料（3人以上時間制限あり）

• 有料プランあり
• 無料

会員登録なし

での参加

○

• ただし、会議主催者（ホス

ト）は登録必須

×

• 会員登録・アプリが必須（ス

マートフォンの場合、年齢確

認が必要）

時間制限

• ２人の場合は無制限

• ３人以上で無料アカウントの

場合は40分

• 有料の場合は無制限

• 無制限

特徴

• 会議主催者（ホスト）のみが

登録していれば、利用するこ

とができる。

• 画面に映る資料や音声を共有

できたり、データの送信がで

きたりなど、会議のための機

能が豊富に揃う。

• 会議を開催するためには、全

員がLINEに会員登録する必要

がある。

• 多くの方が既に登録されてお

り、操作にも馴染みがある。

オンライン会議で使う代表的なツール
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LINE
ミーティング

ZOOM

オンライン会議を行うためのツールはいくつかあります。代表的なツールと

して、ZOOMとLINEミーティングを比較し、紹介します。

オンライン会議について知ろう！＞オンライン会議で使う代表的なツール



地域で活用されるZOOMの事例
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フラダンス教室をオンラインで教える・参加する

フラダンス：丹波・神戸・ハワイの３ヶ所をつなげて実施

オンライン会議について知ろう！＞地域で活用されるZOOMの事例

会議以外でのオンライン活用の事例

普段は一つの施設に集まって行うダンス教室ですが、

ZOOMを使って講師や参加者がそれぞれの場所を動画と音声

で繋ぎ、実施されました。

市民プラザでZOOMを使った会議事例

まなびの里づくり協議会の会議でオンラインを活用

新型コロナの対策として会

議室の定員を超えないように、

参加者を分散させ、会議が実

施されました。
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これからZOOMについてパソコンでの利用の流れを中心に

「準 備」・「参 加」・「会議を主催」を主催に分けて説明します。

１ 会議に参加

2 ZOOMを使う準備

1 まずは機器を準備する

準 備

２ 会議から退出

参 加

オンライン会議への参加や開催にはパソコンをインターネットに

接続することが必須です。

〈P.８で詳しく説明しています。〉

ZOOMを利用する時は、ZOOMアプリのインストールを推奨し

ています。また、会員登録もするとさらに利用しやすくなります。

〈P.９ で詳しく説明しています。〉

参加者は招待を受けて会議に参加します。

〈P.１５で詳しく説明しています。〉

ZOOMを利用する流れ＞準備・参加

〈P.２４で詳しく説明しています。〉

ZOOMを活用する流れ
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１ 会議の作成

会議を主催

２ 会議の開始

参加者としてZOOMの会議に慣れてきたら、次は会議を主催して

みましょう！会議主催者として会議を作成する方法が２つありま

す。１つは今すぐ会議を始められる方法です。もう１つは会議を

予約して作成する方法です。

また、参加者に会議を招待する方法も説明しています。

〈P.２５で詳しく説明しています。〉

会議主催者が会議を開始しなければ、参加者は会議に入室するこ

とができません。会議主催者が予約した会議の始め方について説

明します。

〈P.２８で詳しく説明しています。〉

ZOOMを利用する流れ＞会議を主催
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まずは機器を準備する

n メールアドレス

ZOOMを利用するためには、インターネットにつながる機器が必要です。

以下のような機器が揃えることでオンライン会議に参加できます。

上記の機材の他に、以下の機材も準備してください。

主な機器

n パソコン（カメラ・マイク付き）

カメラがついていると顔を映すことができます。ノートパソコンであ

れば、カメラやマイクが内蔵されていることが多いのでオススメです。

内蔵されていない場合は下記の「パソコンにカメラなどが内蔵されて

いない場合」を参照ください。

n ヘッドホン、またはイヤホン

会議中の音声が二重に聞こえてしまうことを防ぎます。また、マイク

付きのヘッドホンやイヤホンもあり、マイクが口元にある分、相手に

自分の声が届けやすいのでオススメです。

パソコンで受け取ることのできるメールを利用してください。

ZOOMを使ってみよう！＞準備＞まずは機器を準備する＞主な機器 準備１

ウェブカメラ パソコンに
つなげるマイク

パソコンに
つなげるスピーカー

（イヤホン・ヘッドホンも可）

パソコンにカメラなどが内蔵されていない場合



ZOOMアプリをダウンロード

1. ZOOMのウェブページを開く。（https://zoom.us/）

2. ウェブページ最下部の「ダウンロード」の項目の『ミーティング

クライアント』をクリックする。

または（https://zoom.us/download）にアクセスする。
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ZOOMを使う準備

ウェブ画面

ZOOMを使ってみよう！＞準備＞ZOOMを使う準備＞ZOOMアプリをダウンロード 準備２

https://zoom.us/
https://zoom.us/download


3. ダウンロードセンターのページを開いたら、「ミーティング用Zoom

クライアント」の『ダウンロード』ボタンをクリックし、アプリをダ

ウンロードする。

4. ダウンロードしたZOOMの圧縮ファイルを開いて、画面の指示に従い

アプリをインストールする。

5. インストールが完了するとデスクトップにZOOMのアイコンが表示さ

れるので、確認する。
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『ダウンロード』

をクリック

ウェブ画面

ZOOMを使ってみよう！＞準備＞ZOOMを使う準備＞ZOOMアプリをダウンロード 準備２



ZOOMに会員登録する

1. 下記の「zoom」と書かれたアイコンをクリックし、アプリ

を開く。

2. アプリを開くと下記のような画面が表示される『サイ

ンイン』をクリックする。
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ZOOMを使ってみよう！＞準備＞ZOOMを使う準備＞ZOOMに会員登録する 準備２



3. サインインページにある『無料でサインアップ』というボタンをク

リックする。ウェブページに移動し、会員登録が始まる。

4. 以下の画面の指示に従い、ZOOMに登録する。

生年月日（18歳以上であるかの確認です。）と、サインインする際

に入力するメールアドレスの登録を求められる。
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ウェブ画面

ZOOMを使ってみよう！＞準備＞ZOOMを使う準備＞ZOOMに会員登録する 準備２



5. 登録したメールの受信を確認する。以下のようなメールが送られてく

るので、『アカウントをアクティベート』のボタンをクリックする。
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ZOOMを使ってみよう！＞準備＞ZOOMを使う準備＞ZOOMに会員登録する 準備２

6. ウェブページに移動し、名前とパスワードを設定する。パスワードは

アルファベットの大文字、小文字、数字を組み合わせて設定しなけれ

ばならない。（このパスワードはサインインする時に必要になるので

覚えておきましょう！） パスワード設定例：QWerty123

メール画面

クリック

名前

苗字

パスワード

パスワード再記入

ウェブ画面



8. 次に「仲間を招待する」が表示されるので「私はロボットではありま

せん。」にチェックを付け、『手順をスキップする』をクリックする

9. 下記のページが表示されるとアカウント作成は完了。
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ウェブ画面

ZOOMを使ってみよう！＞準備＞ZOOMを使う準備＞ZOOMに会員登録する 準備２

7. 名前とパスワードが入力したら、「初等または中等（幼稚園から高

校）教育機関の代理としてサインインなさっていますか？」という質

問に答える。特に関係がなければ『いいえ』を選ぶ。そして『続け

る』をクリックする。

名前

苗字

パスワード

パスワード再記入

ウェブ画面



1. 『ZOOMアプリ』をクリックして開き、『サインイン』をクリック

する。

2. 作ったアカウントの①「メールアドレス」②「パスワード」を入力

して③『サインイン』をクリックする。（毎回ZOOMを使うパソコ

ンが同じ場合は「次のサインインを維持」にチェックを入れて『サ

インイン』すると次回からの入力が省けます。）

①メールアドレスを入力

②パスワードを入力

③

招待URLから会議に参加する方法
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会議に参加

ZOOMを使ってみよう！＞参加＞会議に参加＞招待URLから会議に参加する方法 参加１

会議に参加する方法は２種類あります。



3. サインインすると、この画面が表示される。

4. 上記の画面を開いた状態でメールアプリを開き、会議招待

メールを探す。

5. 会議招待メールを開き、ミーティングの参加アドレスをク

リックして、会議参加する。
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ZOOMを使ってみよう！＞参加＞会議に参加＞招待URLから会議に参加する 参加１

今すぐ会議を
始めるボタン

他の人が作成した
会議に参加する時
のボタン

会議を予約から
作成するボタン

ここに表示されるURLをクリックする

※メールの画面は人によって異なります。

メール画面



6. 「zoomアプリを開きますか？」と聞かれるので、『zoom

を開く』をクリックする。

クリック

7. 会議主催者がミーティングを開始していない場合、以下のよ

うな画面が表示される。主催者が開始すると自動的に画面が

変わるので、開始するまで待機する。
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ウェブ画面

ZOOMを使ってみよう！＞参加＞会議に参加＞招待URLから会議に参加する 参加１



8. 会議主催者より入室を許可されると、下記の画面に変わる。

マイク設定やスピーカー設定が完了している場合は『コン

ピューターオーディオに参加する』をクリックする。

9. マイクやスピーカーの設定がまだできていない場合は『マイ

クとスピーカーをテスト』をクリックする。(設定する場合

は画面の指示に従い操作してください。)
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ZOOMを使ってみよう！＞参加＞会議に参加＞招待から会議に参加する 参加１



19

ZOOMを使ってみよう！＞参加＞会議に参加＞招待IDから会議に参加する 参加１

招待IDから会議に参加する方法

4. 『ホーム』のページを表示し、『参加』をクリックする。

１～３は「招待URLから会議に参加する方法」と同じ。

4. 上記の画面を開いた状態でメールアプリを開き、会議招待メールを探

す。会議招待メールを開き、「ミーティングID」と「パスコード」を

それぞれ、メモまたはコピーする。

※メールの画面は人によって異なります。

メール画面
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ZOOMを使ってみよう！＞参加＞会議に参加＞招待IDから会議に参加する 参加１

5. コピーした「ミーティングID」を上段の空欄①に入力する。その下段

にある②「名前」は会議中の表示する名前を記入する。

6. 上記情報を入力して、③『参加』をクリックする。

7. 次に④「ミーティングパスコード」の欄に「パスコード」を入力し、

⑤『参加』をクリックする。するとP１７の７の画面に変わる。

IDを入力①

②

③

④

⑤



会議中の画面説明

【ビデオ】
カメラ・ビデオの
停止・開始

【ミュート】
マイクの
オンとオフ

【参加者】
会議参加者の一覧を見る

参加者ごとの設定を制御できる

【チャット】
参加者と文字での会話や

ファイルのやり取りができる

【退出】
会議を

終了・退出する

会議中は上記の操作ができる。
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マイクとスピーカーの音量調整は「ミュートボタン」の右にある『∧』をク

リックし、『オーディオ設定』をクリック。設定でマイクの「入力音量」、ス

ピーカーの「出力音量」が調整できる。

ZOOMを使ってみよう！＞参加＞会議に参加＞会議中の画面説明 参加１
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ZOOMを使ってみよう！＞参加＞会議に参加＞会議中に名前（表示名）を変更する 参加１

会議中に名前（表示名）を変更する

1. 画面下部のメニュー欄にある①『参加者』をクリックする。

2. 自分の名前の横にある②『詳細』をクリックし、③『名前の変更』を

選択する。

3. 「新しい名前をここに入力」の画面が表示される。④空欄は会議中に

表示したい名前を入力する。

（決まった形式で変更が求められることもあるため、会議主催者の

指示にしたがって変更することがあります。）

例）「〇〇自治協議会＠丹波市」「山田花子＠市民プラザ」など

4. 入力が完了したら、⑤『名前の変更』をクリックする。すると変更が

反映され、表示が変わる。

①

②

③

④

⑤



チャット機能の使い方

【宛先】
メッセージを送りたい相手を

選択できる

【ファイル】
WordやExcelなどのファイルを

送ることができる

2. メッセージ入力欄にメッセージ

を記入。

3. 「Enter」を押して送信。
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『チャット』をクリック

※注意
チャットで資料を送る場合は、

参加者が全員入室した状態で送っ
てください。入室していない状態
で送ると入室者以外には資料が送
られません。

1. メニューから『チャット』を

クリック。

ZOOMを使ってみよう！＞参加＞会議に参加＞チャット機能の使い方 参加１



会議から退出

1. 画面下のメニューから『退出』をクリック。

2. 続けて『ミーティングから退出』をクリックして、退出し終了する。

24

クリック

退出

ZOOMを使ってみよう！＞参加＞会議から退出＞退出 参加２
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会議の作成

新規ミーティングを作成

1. 今すぐ会議を始めたい場合は『新規ミーティング』のアイコンを

クリックして新規ミーティングを作成する。

2. 会議が始まると以下のような画面になる。『■』のマークをク

リックすると、参加者を招待する時に送る情報が表示される。

3. 『リンクをコピー』をクリックして、その情報をメールに貼り付

け、参加者に招待を送る。

ZOOMを使ってみよう！＞会議を主催＞会議の作成＞新規ミーティングを作成 主催１



1. 『スケジュール』のアイコンをクリックして新規ミーティングを

作成する。

2. 「①トピック」に会議の名前を入力し、②会議日時を入力。ミーティ

ングIDは「③自動的に生成」をチェック。「④パスワード」が記入さ

れているか確認。「⑤他のカレンダー」をチェック。最後に『⑥スケ

ジュール』ボタンをクリックする。
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パスワードが記入されて
いるか確認しましょう

①

②

③

④

⑤
⑥

スケジュールで会議を予約

ZOOMを使ってみよう！＞会議を主催＞会議の作成＞スケジュールで会議を予約 主催１



1. ミーティングの作成が完了すると、このような画面が表示される。

（主催者＋2人以上の会議を40分以上したい場合は有料会員に

なる必要があります。無料で使う場合は一度退出してもう一度

同じミーティングに入り、会議を再開することもできます。）
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2. 上記の『招待をコピー』をクリックし、メールに貼り付け、会議

参加者に送る。参加者は前の手順で参加してもらう。

会議に参加者を招待

ZOOMを使ってみよう！＞会議を主催＞会議の作成＞会議に参加者を招待 主催１

ミーティングの参加アドレス

会議名

11桁のミーティングID
パスワード



1. ZOOMアプリを開いたら、画面上部にある『ミーティング』

をクリックする。

2. 『開始』をクリックして、会議を開始する。（開始した後は、

参加者と同じ操作になるので p.１８を参照ください。）

28

会議の開始
会議を始める

ZOOMを使ってみよう！＞会議を主催＞会議の開始＞会議を始める 主催２

ク
リ
ッ
ク

①選択

②クリック



29

参加者の入室を許可する

1. 画面下メニューにある『参加者』をクリック。「待機室」に

表示されているメンバーを『許可する』と会議に参加しても

らうことができる。

（チャットで資料を送る場合は、参加者が全員入室した状

態で送ってください。入室していない状態で送ると後で入

室した参加者には資料が送れません。）

①クリック

②クリック

ZOOMを使ってみよう！＞会議を主催＞会議の開始＞参加者の入室を許可する 主催２



知っておくと役に立つこと
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n 無料会員では時間制限がある

３人以上の会議の場合、無料会員の制限時間は40分となっています。

40分を過ぎると終了してしまいます。40分以上の会議を行う場合は、

会議運営者が有料会員の登録を行うか、40分ごとに会議を設定し直すこ

とで対応してください。

n 画面切替について

画面の切り替えはいくつかパターンがあり、使い方に合わせて切り替

えることができます。主に使うのは「スピーカーモード」と「ギャラ

リーモード」です。

変更は画面右上の『表示』をクリックするでできます。

▲ギャラリーモード
参加者全員を映す。

▲スピーカーモード
いま話している人を映す。

知っておくと役に立つこと
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知っておくと役に立つこと

n 主催者がミーティングを閉じてしまうと会議全体が終わる

会議を始めた主催者が、ミーティングを閉じてしまうと会議全体が終

了してしまい、他の参加者も強制的に退室させられてしまいます。

n 話をしない時はミュートを使う

会議中にまわりの雑音や生活音などが聞こえると、発言している方の

の声が聞き取れないなど妨げになる可能性があります。発言しない時は

『ミュート』ボタンでマイクをオフにするとスムーズに会議をすること

ができます。

n 見て欲しい資料を画面共有で映す

運営者は会議の中に参加者に提示したい資料を画面共有を使って映す

ことができます。画面共有を行う場合は、あらかじめ資料のファイルを

デスクトップに開いておくと、画面共有がスムーズにできます。

画面共有は、主催者か許可された参加者のみの権限となります。画面

の下にある『画面共有』のボタンから共有することができます。

『画面共有』ボタンを押すと、ど
の画面を共有するか選択する画面
が開きます。
共有したい資料の画面を選んで
『画面の共有』を押してください。

画面だけではなく、パソコンか
ら流れる音声も共有可能です。
共有する場合は、共有選択画面
の左下にある、『音声を共有』
のチェックボックスをオンにし
てください。

知っておくと役に立つこと





丹波市まちづくり部 市民活動課
電話：0795-82-0409 FAX：0795-82-4370

丹波市市民活動支援センター
（開館時間：10:00～18:00 休館日：毎週月曜日・12月29日から1月3日）

電話：0795-82-8683 メール：ccac@tamba-plaza.jp

【相談・お問い合わせ先】


