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「きたマップ」は、wordpressというシステムを使っています。
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ユーザーから⾒た きたマップの会員情報 トップページ http://kitamap.net/

2

きたマップトップページから「きたネット会員情報＆会員活動地」http://kitamap.net/map/?type=kitanetに⼊ると、
地図上から⾃分の団体、他の団体の情報を⾒ることができます。
団体名をクリックすると「団体情報」「活動地」「ライブラリ」が
⼀括表⽰され、団体活動の詳細な内容を紹介できます。

きたネットの
トップページ

会員情報

団体名にマウスを当てると、
地図上に「団体名」が表示されます。
地図上、または下記の見たい団体を
選択すると、隣の会員情報ページに
行きます。

ここから⼊る

きたネット会員情報＆会員活動地

http://kitamap.net/map/?type=kitanet


— —

「ライブラリ」トップページ

ユーザーから⾒た 北の環境ライブラリ トップページhttp://kitamap.net/kitaenv/

3

ライブラリを登録しましょう。ユーザーは北の環境ライブラリから検索し、記事を⾒つけます。フリーワードとワード指定が選べ、
ワード指定は「なんと⾔うワードで検索して良いかわからない」時に役に⽴ちます。

ここをクリックすると右のページが開きます。

クリックで選択
複数選択できます

選択完了したら
検索ボタンで
確定

拡大画面

下のワードから検索したい
ワードを探します。
（複数選択できます）

選択で色が変わります

検索ワードがある場合はこちらにワードを入力
※フリーワードとワード指定は一緒には使えません

トップページ下部に
検索結果が出ます。

http://kitamap.net/kitaenv/


— —

ログインから選択画⾯へ

4

②ユーザー名を⼊⼒します。

③パスワードを⼊⼒します。
⑤編集するカテゴリ
（会員情報・会員活動地・ライブラリ）を
クリックして管理画⾯（次ページ）へ
移動します。

きたマップのトップページhttp://kitamap.net/ ログイン画⾯

④ ログイン をクリックし、
ダッシュボードへ移動します。

ダッシュボード
ダッシュボードから各選択場⾯へ（⾚枠）

きたマップトップページhttp://kitamap.net/ の「ログイン」から選択画⾯に⾏き、ダッシュボード経由で、各選択画⾯に⾏きます。
「きたネット会員情報」 所属団体の代表者・住所等の基本情報で、⼊会時情報を基に、初回の登録は、きたネットが作成します。

→主に代表者や住所等の基本情報の変更時に使います。
「きたネット会員活動地」 所属団体の活動情報と地図情報を作成・編集できます。

→複数の活動地の登録も可能です。
「ライブラリ」 「北の環境ライブラリ」で反映される記事や資料、内容説明を編集できます。

→活動写真やパンフレット等をアップロードすることができます。

 

ログアウト 下記どちらかでログアウトできます
・ブラウザ（アプリ）を終了する
・各画⾯右側に表⽰される⾃社の団体名をクリックする

と出てくるログアウト表⽰を選択

●●●●●●●●●●●●
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・編集：記事を編集する画⾯に移動します。・クイック編集：使いません。
・ゴミ箱へ移動：記事をゴミ箱に移動します。・表⽰：公開された記事を表⽰します。

活動地

選択画⾯

5

ライブラリ会員情報

この画⾯では、記事を修正する、記事を複製・修正して新しい記事にする、 1から新しい記事を作るなどができます。
※「l WordPressの⾃動更新に失敗しました！」と表⽰されますが、仕様上ですので問題ありません。

↓□をチェック

複数の記事（タイトル）がある場合

各記事の□をチェックし、「⼀括操作」ボタンをクリックすると

左図のような選択画⾯が出ます。

・編集：使⽤しません。

・ゴミ箱へ移動：記事をゴミ箱に移動します。

・Clone: □にチェックした記事を複製します。

（Cloneの具体的な使い⽅は８ページでご確認下さい）
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投稿画⾯

情報の更新の基本① ステータス・プレビュー他

6

使いません

画⾯右上の操作ボックス（⾚枠）「公開」で、現在開いているページが編集中なのか、きたマップに公開中なのか、を確認できます。
編集ボタンを押すと、編集できる状態になり、下書きを完了し、更新ボタンを押すと、きたマップに反映されます。

「更新」をクリックするとWEBで公開されます。
記事を使⽤しない場合は、ゴミ箱に移動します。

「変更をプレビュー」で更新前の記事を確認できます。

▲でウインドウが開閉します。
閉じた状態で終了すると、次回開始時は閉じています。

「ステータス」で現在の記事の状態を表します。
編集をクリックすると下記が選択できます。
公開済み ：WEB上で公開されます。
レビュー待ち：使いません。
下書き ：WEB上で公開されません。
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[表⽰について]
・① 「公開」 を選択すると、ステータスが②「公開済み」になります。

この時③「下書きとして保存」ボタンは表⽰されません。
・④「変更をプレビュー 」選択で、公開前の編集記事の表⽰を確認できます。

・「ステータス」が公開済みのとき、「編集」→「下書き」→「OK」
→「更新」の順に選択するとステータスは

下書きになります。

情報の更新の基本② 下書き・更新・公開・削除

7

「下書き」は書きかけの記事を保存して、あとから公開したいときに使います。下書きの記事は⾃分しか⾒ることができません。
「更新」は公開されている記事を編集したときに使います。「更新」をクリックすると編集後の記事が保存されます。
「公開」をクリックするとWEBに公開され、⾃分以外もきたマップからデータを⾒ることができるようになります。

ゴミ箱へ移動するをクリックすると、ゴミ箱の内容の画⾯に移動します（復元可能）

②
③

①

④

［ゴミ箱へ移動した記事を復活させるには？］
管理画⾯から「ゴミ箱」へ移動し、復活させたい
記事のタイトルにカーソルを置きます。その後、
「復元」をクリックします。記事を完全に削除するには
「完全に削除する」をクリックします。

[⼀括削除もできます]
例えば会員活動地を複数消したい、ライブラリの資料を
何個か消したい場合は、□にチェックを⼊れ、「⼀括操作」から
「ゴミ箱へ移動」を選択、「適⽤」をクリックします。
完全に削除することもできます。同様操作し「完全に削除する」→
「適⽤」、または「ごみ箱を空にする」をクリックします。

選択ダイヤルが
出てきます。

【編集中】 【公開後】
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②
③

「会員情報」画⾯ 「会員情報」の投稿画⾯（地図関連）

※きたマップと投稿画面では、地図の拡大率は異なります（13ページ参照）

マップピン

「会員情報」を修正する

8

画⾯下部① ⑤

④

住所・電話番号や、代表者や担当者が変わったときに「会員情報」画⾯で変更できます。
「会員情報」には、団体の写真をいれることができます（投稿画⾯⼀番下に⼊⼒欄があります）

• ①変更できるのは下記の項⽬です。
代表者、代表者名フリガナ、郵便番号、住所、検索キーワード、電話、FAX、mail、問い合わせ担当者、
問い合わせ担当者フリガナ、HP、活動拠点、活動内容、その他WEBサイト、会員種類、⼈数

• ②団体名は変更できません。変更があった場合、きたネットまでご連絡ください。（例／法⼈化した等）

• ③が置きたい位置からずれている場合には、地図上のマップピンを動かして修正してください。

所在地が個人宅の場合は特定できないように、近隣の公共施設などに、マップピンを置くことをオススメします。

• その他の項⽬で修正がある場合には、画⾯の⼊⼒指⽰に従って修正してください。

• 修正を確認するときは④「変更をプレビュー」、記事を更新する場合、⑤の「更新」をクリックしてください。

最初にココをクリック
表⽰が⻘になっていればOKです
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• 各々の項⽬については⼊⼒指⽰がありますので、確認後、⼊⼒してください。

• 新規投稿の場合は、③の地図上にマップピンがありません。左側にあるマップ
ピンを地図上の正しい場所に移動してください

• 活動地を公開したくない場合は、④に「不可」と⼊⼒してください（その場合
、地図にマップピンがおかれていてもきたマップには表⽰されません）

• 編集が終わったら「プレビュー」で確認し「公開」してください

移動した場所に地図上に
ピンが表⽰されます。

「活動地」管理画⾯ 「活動地」の投稿画⾯（⼀部）

＜「活動地」の投稿画⾯（地図関連）＞

「会員活動地」を作成する（はじめて投稿する場合）

9

団体の活動内容と、きたマップでの地図情報を編集することができます。複数の活動地を登録可能です。
活動地をはじめて投稿する場合は、「新規投稿」で新しい記事を作成します。

※希少生物保全活動の場合は地図上で位置を特定できないよう
マップピンを置かない、または非公開としてください

最初にココをクリック
表⽰が⻘になっていればOKです

ココをクリック
新規登録場⾯にいきます。

活動地を公開したくない場合は、ここに「不可」と⼊⼒してください

「活動名」：「団体名」を⼊⼒（ファイル管理⽤）② ③

①

⑤

④
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管理画⾯からコピーする場合

□にチェックして
⼀括操作ボタンから
「clone」を選択し
適⽤ボタンをクリック

（「下書き」については7ページを参照）

投稿画⾯

「会員活動地」を作成する（複製）

10

⑤

活動地の記事を以前に投稿している場合は、cloneで複製できます。
「会員活動地」は１つの記事に１つのマップピンしか置けません。同じ活動名で、活動地が複数ある場合は、活動地の数だけ
記事を作成してください。

⑥下書き状態の
コピーができます

他の項⽬も活動内容に
合っているかを確認し
てください

「活動地緯度経度」の
マップピンを新しい活動
地に移動してください。

編集が終わったら「プレビュー」で確認
し「公開」をクリックしてください。

①

②

③

④

最初にココをクリック
表⽰が⻘になっていればOKです

「活動名」：「団体名」を⼊⼒
記事の名前になります。



— —

①

きたマップの地図に反映

きたマップの地図に反映

きたマップの地図に反映

「活動名：団体名］

• ①変更する・複製した時は記事の名前を⼊⼒
（きたマップの地図には反映されません）

• きたマップの地図上には、⾃動的に「［活動地］活動名：団体名］
と表記されるようになっています（②）

• ③のピンの位置がずれている場合には地図上のマップピンを動かし
て修正してください。

• 修正がある項⽬は、画⾯の⼊⼒指⽰に従って修正してください。

• 修正を確認する場合は「プレビュー」を、記事を更新する場合は
「更新」をクリックしてください

③

「会員活動地」の投稿画⾯
＜「会員情報」の投稿画⾯（地図関連）＞

「会員活動地」を編集する

11

※きたマップと投稿画⾯では、地図の拡⼤率は異なります（13ページ参照）

団体の活動内容と、きたマップでの地図情報を編集することができます。複数の活動地を登録可能です。

きたマップ上の表記

最初にココをクリック
表⽰が⻘になっていればOKです

②
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［同じ活動名で複数の活動地を投稿したいんだけど？］
複数の活動地を投稿するためには「会員活動地」を複数作成する必要があります。
①の「活動名」：「団体名」のうしろに「：活動地名」を⾜します。

［記事をコピーしたのに投稿画⾯の地図上にマップピンが⾒あたらない］
マップピンがある場所と最初に表⽰される場所がずれていることがあります。
地図の縮尺を変えるなどして探してください。

［「活動地緯度経度」の地図の拡⼤率が⼤きいのはなぜ？］
活動地のなかには、活動地の詳細な特定がのぞましくないものもあるため、
拡⼤率を制限しています。ただし投稿画⾯では、位置を⼊⼒しやすいよう
拡⼤率を最⼤にしているのです。

［活動地を特定できないときは？］
広域で活動しているなど、活動地を特定できない場合は、代表的な活動地に
マップピンを置いてください。難しい場合には、マップピンは置かなくても
きたマップには地図情報以外の情報は掲載されます。(次のページ）

［活動地を公開できないときは？］
希少⽣物の棲息地や⺠有地など、活動地は特定できても公開できない場合もあります。その場合には、マップピンを地図上に置いたうえで、
②に「不可」と⼊⼒してください。「不可」にすると、マップピンの場所はきたマップで表⽰されません。

拡大・縮小

「会員活動地」を編集する こんなときは①

12

地図、マップピンともに
とても動きやすくなって
います。操作に注意して
ください

例）ラブアースの森づくり＠札幌：北海道市⺠環境ネットワーク「きたネット」を２つ作る

ラブアースの森づくり＠札幌：北海道市⺠環境ネットワーク「きたネット」：厚別
：円⼭

Cloneでコピーして
（10ページ参照）
ここでは「円⼭」

を追記

こちらは「厚別」
と追記（例）

２つ以上作る時も同様の作業です。
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［マップピンは削除できる？］
できません。できるのは移動だけです。
記事をコピーをすると、マップピンの有無は、コピー元の記事
からそのまま引き継がれます。元の記事にマップピンが
置かれているけれど、新規記事には置きたくない、という場合
は記事のコピーをせずに、「新規投稿」をしてください。
「新規投稿」では、最初はマップピンは地図上にありません。
そのまま地図上に移動しなければ、「マップピンなし」の
記事を作成できます（右図）。

［マップピンを置きたくない／公開したくない の違いは？］
どちらも「きたマップ上で場所が表⽰されない」点では同じで
す。マップピンが置かれていると、活動地の場所情報はきたマ
ップ制作チームと活動者の間で共有されます。マップピンが置
かれていないと、活動者のみが場所情報を知っている、という
ことになります。状況に応じて選択してください（下図）。

「会員活動地」を編集する こんなときは②

13

左のピンを地図に移動しなければ
「マップピンなし」の記事になります。

「活動地」の新規投稿画⾯

×

記事の状態 きたマップの表⽰ 位置情報を知ることができる⼈

マップピンあり・公開可 ○ きたマップにアクセスする⼈全て

マップピンあり・公開不可 × 活動者ときたマップ制作チーム

マップピンなし × 活動者のみ

＜マップピンと公開＞
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「ライブラリ」修正画⾯ 「ライブラリ」新規作成画⾯

「ライブラリ」（北の環境ライブラリ）記事を作成・修正する

14

ライブラリには記事・発⾏物を掲載し、きたマップと北の環境ライブラリが可能です（検索機能あり）。

北の環境ライブラリトップページ

「発⾏物名」「内容」「検索ワード（フリー記述）」がフリーワード検索の対象

記事のコピーまたは新規投稿の⼿順は「会員活動地」の⼊⼒⽅法と同じです。修正・作成が
終わったら、更新または公開をしてください。

発⾏物名を記載（管理⽤ファイル名です。
きたマップ上には表⽰されません。）

きたマップに表⽰したい発⾏物名はここに記載。

こちらのフリーワード
検索に対応

単語の例のある項⽬はコピー＆貼り付けで
選択するとキーワード検索の対象になります

発⾏物名

内容

検索ワード（フリー記述）
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①添付書類のアップロード

15

◆ ファイルが⾃団体サイトなどに掲載しているものは、 URLにアドレスを
⼊⼒してください。動画はアップロードせず、リンクのみ（〔URL〕へ記⼊
）にしてください。

◆ すでにファイルがアップロードされている場合は〔添付ファイル（ファイ
ル名指定）〕にファイル名を⼊⼒してください。

◆ 新規にファイルをアップロードする場合
〔添付ファイル（アップロード指定）〕から「ファイルを追加する」をクリ
ックすると、操作しているPCからファイルをアップロードできます。 サー
バーの容量には限界があるため、アップロードする書類は 可読性を確保し
つつ、できる限り容量を⼩さくしてください。 （アップロード上限20MB）

⼊⼒時の注意事項

ファイルや動画をリンクさせる場合はアドレスをここに⼊⼒

②発⾏年⽉⽇の記載

⻄暦で8桁（⻄暦4桁、⽉2桁、⽇2桁）半⾓数字で⼊⼒します。
例） 2011年12⽉5⽇の場合 => 20111205

2011年12⽉ の場合 => 20111200（⽇が不要なら00で記⼊）
2011年 の場合 => 20110000（⽉⽇不要なら0000で記⼊）

添付ファイルには必ず
拡張⼦をつけてください。
＜例＞ ○○○.jpeg △△.pdf

・ライブラリに収納する発⾏物は、
著作権が貴団体に属するもののみ、となります。

・スキャン作業はきたネットでも代⾏します。ご希望の場合は
印刷物をきたネット事務局まで送付してください。

「随時発⾏」「毎週発⾏』などの⽂字を表⽰したい場合、
〔発⾏年⽉⽇（⽂字列）〕へ⽂字を⼊⼒します。全⾓で⼊⼒します。

アップロードする場合
「ファイルを追加する」選択



— —

「会員情報」について

間違えて団体名の変更してしまった

団体名を変えてしまうと、他の情報とのリンクが切れてしまいます。
もし、間違って触ってしまったら更新せず、⼀度ページを閉じ、 もういちどやり直してください。

会員情報を消してしまった

他、わからなくなってしまったら
必ず、きたネットまで、ご連絡をお願いします。

重要

変更しないでください

16

使いません



このマニュアルを⾒て、まずは「会員活動地」「ライブラリ」の投稿にチャレンジしてみてください。
慣れるまではやりづらいかもしれませんが、きたマップの他の団体の会員情報を⾒ながら、
記事を作ってみてください。今後は、より簡単に⼊⼒できるようにしていく予定です。使った意⾒や感
想は「きたネット」事務局までどんどんお寄せください。システム改良の際の参考にします。
お待ちしています！

NPO法⼈北海道市⺠環境ネットワーク「きたネット」
電話：011-215-0148 FAX：011-215-0149

パソコン作業が苦⼿な場合は「きたネット」事務局まで連絡をください。「きたネット」が⼊⼒作業を代⾏します。

北の環境ライブラリからもログイン可能です
http://kitamap.net/kitaenv/


