
https://kouseihogo-net.okinawa/manual/ 
令和2年11月（初版）　那覇保護観察所企画調整課

投稿者向けマニュアル



1. 沖縄更生保護ネットワークを開く 

2. 各団体のページを見る 

3. 投稿のしかた 

4. 投稿したものの管理 

5. ユーザー名（アカウント）の管理

沖縄更生保護ネットワーク　投稿者向けマニュアル
目次



1. ブラウザ（インターネット閲覧 
用のアプリ）を開きます。 

2. 次のとおり入力して検索します。 
 
 
または 
 

3. 沖縄更生保護ネットワークのサイトが表示されます。

パソコン、スマホ、タブレットのブラウザで検索
1. 沖縄更生保護ネットワークを開く

kouseihogo-net.okinawa 検索

沖縄更生保護ネットワーク 検索



1. 沖縄更生保護ネットワークを開く
パソコン、スマホ、タブレットのブラウザで検索

（パソコン、タブレットの場合）　（スマホの場合）

これ以降は、便宜上、スマホの画面で説明します。



1. 保護司会のページを見る 
2. 更生保護女性会のページを見る 
3. その他の更生保護団体のページを見る

目次
2. 各団体のページを見る



1. 緑色のメニューから、 
「保護司会」を選択します。 
（パソコンの場合は、 
　緑色のメニューから直接、 
　各保護司会を選択できます。） 

2. 各団体のページを見るには、 
見たい保護司会のリンクを 
選択します。 
沖縄県保護司会連合会の 
リンクも選択できます。 

2-1. 保護司会のページを見る
2. 各団体のページを見る

｛



1. 緑色のメニューから、 
「更生保護団体」を選択します。 
（パソコンの場合は、 
　緑色のメニューから直接、更生 
　保護女性会を選択できます。） 

2. 更生保護女性会のリンクを 
選択します。 

3. 各地区会のリンクを選択します。 
沖縄県更生保護女性連盟のリンク 
も選択できます。

2-2. 更生保護女性会のページを見る
2. 各団体のページを見る

｛



1. 緑色のメニューから、 
「更生保護団体」を選択します。 
（パソコンの場合は、 
　緑色のメニューから直接、 
　各団体を選択できます。） 

2. 見たい更生保護団体のリンクを 
選択します。 

3. 協力雇用主会の場合は、 
各地区会のリンクを選択できます。 

2-3. その他の更生保護団体のページを見る
2. 各団体のページを見る



3. 投稿のしかた
目次

1. 投稿のコツ 
2. ログインの方法 
3. ダッシュボード（管理画面） 
4. 新規投稿の作業画面を出す 
5. 新規投稿の作業をする 
6. 新規投稿を公開する



3-1. 投稿のコツ

1. 記事を投稿すると、ホーム画面に新着記事としてリンクが表示されま
す。 
また、各団体のページを表示させると、当該団体（カテゴリーをチェッ
クした団体）の新着記事としてリンクが表示されます。これまで投稿し
たものを確認できます。 

2. 機関紙等に掲載している情報を投稿するときは、一つの話題ごとに一つ
の記事として投稿します。 

3. 投稿する記事が多数ある場合、1日に一つ（1週間に一つ）ずつ、投稿日
を予約して投稿することもできます（3-6. の2【応用】を参照）。 

4. 機関紙等のPDFファイルをそのまま掲載（投稿）できます（3-5-5. を参
照）が、ファイルを掲載するだけでなく別途、話題ごとの記事を投稿し
ます。そうすることで、ネット検索でも見つけやすくなります。

3. 投稿のしかた



3-2. ログインの方法

1. サイトの一番下の方にある「管理」 
の文字を選択（クリック）します。 

2. ログイン画面が出ます。投稿用の 
ユーザー名とパスワードを入力。 

3. 「ログイン」ボタンを押すとログイン 
できます。 
ダッシュボード（管理画面）が 
開きます。

3. 投稿のしかた



3-3. ダッシュボード（管理画面）

1. ログインすると、画面上部に 
黒いメニューバーが表示されます。 
ログイン直後は、ダッシュボード（管理画面）です。 

2. ダッシュボードから、サイトを 
表示するには： 
「ホーム」アイコンを選択 

3. サイトから、ダッシュボードを 
表示するには： 
「ダッシュボード」アイコンを選択

3. 投稿のしかた



3-4. 新規投稿の作業画面を出す

1. メニューバーで「＋」アイコン 
から、「投稿」を選択します。 
（サイト表示からでも、 
　ダッシュボードでも） 

2. 新規投稿の作業画面が出ます。

3. 投稿のしかた



3-5. 新規投稿の作業をする

作業は、次の4つになります。 
（写真は省略できますが、 
　できるだけ1枚はほしい。） 
1. タイトルを追加 
2. 写真（画像）を追加  
3. 本文の文章を入力 
4. カテゴリーを✅チェック 
詳細はこれ以降で説明します。 

3. 投稿のしかた

｝



3-5. 新規投稿の作業をする

「タイトルを追加」の欄に、 
記事のタイトル（見出し）を 
入力します。 

タイトル（見出し）は、わか 
りやすくインパクト重視で！ 
詳細は、本文に書きましょう。

3. 投稿のしかた
3-5-1. タイトルを追加



3-5. 新規投稿の作業をする

1. 「文章を入力、または / でブロック 
を選択」の欄に、「/」を入力 
します。 
（画面内の「＋」ボタンを選択する 
　方法もあります。） 

2. 選択肢から「画像」を選択します。 
（「＋」を選択して「画像」が 
　なければ、「すべてを表示」 
　を選択します。） 

3. 画像を追加する欄（ブロック） 
ができます。

3. 投稿のしかた
3-5-2. 写真（画像）を追加①



3-5. 新規投稿の作業をする

1. 画像を追加する欄の 
「アップロード」ボタンを押します。 

2. 追加したい写真を見つけて、 
写真をタップ（クリック）します。 

3. 「選択」ボタンを押すと、 
写真が追加されます。 
• 写真の下にカーソルが来ています。 
ここに写真の解説を入力できます 
が、入力しなくても構いません。 
• 文章の入力は、その下を選択。

3. 投稿のしかた
3-5-2. 写真（画像）を追加②



3-5. 新規投稿の作業をする

1. もし「返答が正しいJSON 
レスポンスではありません。」 
とのエラーが起きたら、 
→「メディアライブラリ」 
ボタンを押します。 

2. アップロード済みの写真を 
クリックして✅チェックし、 
「選択」ボタンを押します。 

3. 写真が追加されます。

3. 投稿のしかた
3-5-2. 写真（画像）を追加③



3-5. 新規投稿の作業をする

1. 「文章を入力、または / で 
ブロックを選択」の欄を 
選択します。 

2. 本文の文章を入力します。 
• 原稿のテキストをコピーして、ここに貼り付ける
と楽です。文章の量は自由です。 
• リターンキーで改行すると、新しい段落（ブロッ
ク）ができます。

3. 投稿のしかた
3-5-3. 本文の文章を入力①



3-5. 新規投稿の作業をする

• 選択中の段落（ブロック） 
を上や下に移動できます。 
• 文章を入力するほか、 
文章の途中や最後の段落 
（ブロック）に、写真を 
追加できます。 
（手順は3-5-2.参照）

3. 投稿のしかた
3-5-3. 本文の文章を入力②



3-5. 新規投稿の作業をする

1. 「設定」を選択します。 
2. 設定画面の「文書」タブを 
選択します。 

3. カテゴリー欄で、自身の団体 
名に✅チェックを入れます。 
（記事に関係する他の団体が 
あれば、そちらにも✅。） 

4. チェックが終わったら「×」 
を選択して、元の画面に 
戻ります。

3. 投稿のしかた
3-5-4. カテゴリーをチェック



3-5. 新規投稿の作業をする
3. 投稿のしかた
3-5-5. PDFファイルを追加①
【応用】機関紙などのPDFファイルを 
　　　掲載するには、次のようにします。 
＊PDFファイルの名称は、英数字にして 
　おくと文字化けしません。 
　（例：R0301himawari.pdf） 
1. 「文章を入力、または / でブロックを選択」の欄に、「/」を入力しま
す。 
（画面内の「＋」ボタンを選択する方法もあります。） 

2. 選択肢から「ファイル」を選択します。 
（「＋」を選択して「画像」がなければ、「すべてを表示」を選択しま
す。） 

3. 画像を追加する欄（ブロック）ができます。



3-5. 新規投稿の作業をする

1. ファイルを追加する欄の「メディア 
ライブラリ」を選択します。 

2. 「メディアの選択またはアップ 
ロード」の画面になります。 
「ファイルをアップロード」を 
選択します。 

3. 「ファイルを選択」ボタンを押して、 
追加したいPDFファイルを見つけて、 
ファイルを選択します。 

4. 「選択」ボタンを押すと、ファイル 
がアップロードされます。

3. 投稿のしかた
3-5-5. PDFファイルを追加②



3-5. 新規投稿の作業をする

1. アップロード済みのファイルが 
選択✅されているのを確認して、 
「選択」ボタンを押します。 

2. ファイルが追加されました。 
3. 「ダウンロード」ボタンの前の 
名称が、英数字のファイル名 
　　R0301himawari 
のようになっていますので、 
　「ひまわり」令和3年1月号 
などと、見る人がわかりやすい 
ように書き換えます。

3-5-5. PDFファイルを追加③



3-6. 新規投稿を公開する

1. 「公開」ボタンを押します。 
2. 確認のメッセージが出ます。 
• 【応用】「公開：今すぐ」 
のところで、公開する日時 
を指定することもできます。 

3. 「公開」ボタンを押します。 
記事を公開しました。 
「投稿を表示」ボタンを 
押すと、確認できます。

3. 投稿のしかた



4. 投稿したものの管理
目次

1. 投稿一覧を表示する 
2. 投稿の内容を修正（編集）する 
3. 投稿を削除する



4. 投稿したものの管理
4-1. 投稿一覧を表示する

1. ダッシュボード（管理画面）を 
表示させます。 
サイトが表示されていれば、 
「ダッシュボード」アイコン 
を選択します。 

2. ダッシュボードで「メニュー」 
アイコンを選択します。 

3. メニューから「投稿」を選択。 
4. 「投稿一覧」を選択します。



4. 投稿したものの管理
4-2. 投稿の内容を修正（編集）する

1. 投稿一覧の画面で、修正 
（編集）したいタイトル 
の「編集」を選択します。 
＊同じユーザー名で投稿した 
　記事のみが一覧に出ます。 
（管理者の場合は全記事。） 

2. 投稿の編集画面が出ます。 
新規投稿と同様の手順で、 
内容を修正（編集）して 
ください。



4. 投稿したものの管理
4-3. 投稿を削除する

＊特段の必要がなければ、 
　投稿したままで結構です。 
1. 投稿一覧の画面で、削除したい 
タイトルの「ゴミ箱へ移動」 
を選択します。 

2. 選択された記事がゴミ箱へ移動 
しました（同時に公開中止）。 
「元へ戻す」を選択すれば、 
記事がすぐに復元されます。 

3. 「ゴミ箱」を選択すると、その 
中を確認できます。 
ゴミ箱の中のファイルを、復元 
したり、完全に削除できます。



5. ユーザー名（アカウント）の管理
目次

1. パスワードを変更する 
2. パスワードが分からなくなったとき 
3. その他の管理項目



5. ユーザー名（アカウント）の管理
5-1. パスワードを変更する①

1. ダッシュボードで「メニュー」 
アイコンを選択します。 

2. 「プロフィール」を選択。 
3. プロフィール画面が表示され 
ます。 

4. パスワードを変更するところ 
は、プロフィール画面の下の 
方です。



5. ユーザー名（アカウント）の管理
5-1. パスワードを変更する②

1. 新しいパスワード欄で、 
「パスワードを生成する」 
ボタンを押します。 

2. パスワードが自動生成されま 
すが、使いたいパスワードに 
書き換えてください。 
パスワードは別途メモして 
おくこと！ 

3. 画面の最下部「プロフィール 
を更新」ボタンを押します。

使いたいパスワードに 
書き換える



5. ユーザー名（アカウント）の管理
5-2. パスワードが分からなくなったとき

1. ログインするときに、パスワードが分からなくな
り、ログインできなくなったときは、那覇保護観
察所企画調整課の振興課担当へご相談ください。 

2. 担当から団体名、役職、お名前、希望するパスワ
ード（特に希望がなければ当初のもの）を確認し
て、パスワードを設定した後にご連絡します。 

3. 設定されたパスワードを使ってログインしてくだ
さい。



5. ユーザー名（アカウント）の管理
5-3. その他の管理項目

1. プロフィール画面は以上のほか、変更しなくても大丈夫です。 
なお、次の内容は変更しても差し支えありません。 

2. 「管理画面の配色」の変更 
デフォルト以外を選択してから「プロフィールを更新」ボタンを
押すと、ダッシュボードの配色が選んだものに変わります。 

3. 「メール」のアドレス変更 
「メール」を変更してから「プロフィールを更新」ボタンを押す
と、新しいメールアドレス宛てに確認メールが送信されます。 
新しいメールアドレスを使用しているメールソフトで、受信した
メールを確認して、承認の手続をとってください。承認されるま
で、新しいメールアドレスは有効化されません。


