
ニュースエクイティファンド申し込みフォーム

はじめに

Google News Initiative (GNI)にご興味をお持ちいただき、ありがとうございます。GNIプログラムに
参加するためには、この申込フォームに記入する必要があります。ご回答は以下のように使用され

ます。(1) GNI プログラムへの参加資格を評価するためにのみ Google が使用する、(2) GNI プログ
ラムへの参加を促進するために必要な期間のみ Google が保持し、かつ、いかなる場合も 180 日を
超えて保持しない、(3) Google プライバシーポリシーに従って収集する。プライバシー保護のため、
回答には個人を特定できるような重要な情報を含めないようお願いします。

gnidata@google.comに連絡することにより、Google に対して、回答の更新、削除、またはコピー提
供の要請をすることができます。リクエストの処理には、最大で 7 日間かかります。

ニュースエクイティファンドに関するお問い合わせは、こちらのアドレスまでお寄せください。

newsequityfund@google.com

応募フォームに記入を始める前のチェックリスト

○ 確認のために質問内容のPDFコピーをこちらからダウンロードできます。
○ 資格要件やルールなどをこちらでチェックしてください。

○ GNIニュースエクイティファンドは、マイノリティやこれまでニュースであまり取り上げ
られてこなかった人たちのために独自ニュースを提供する中小規模の報道機関や

フリーランサーで、編集部員の数が50人未満の組織を対象にしていることにご注
意ください。

https://newsinitiative.withgoogle.com/
https://policies.google.com/privacy
mailto:gnidata@google.com
mailto:newsequityfund@google.com


ニュースエクイティファンド申し込みフォーム

注意: * がついている質問は回答必須であることを示しています。その他の質問は任意です。

Pa� 1: Applicant's Information
パート 1: 応募者の情報

Please provide your title/publication name. *
あなたの媒体名を記入してください。*

Are you pa� of a larger Group/parent company? *
あなたの組織はより大きなグループや企業に属していますか？*

● Yes (はい)
● No (いいえ)

○ If yes, please list your parent company’s legal name.
○ “はい”の場合、親企業の正式名称を記入してください。

Note: The following questions refer to your title/publication (not your Group/parent company
unless explicitly stated).
以下の質問はあなた自身の媒体に関するものです（特に指定がない限り、親企業に関するものでは

ありません）

Please provide your title/publication’s full legal name. *
あなたの媒体名の正式名称を記入してください。*

What is the type of your title/publication? *
あなたの媒体の種類を選んでください。*

● Newspaper (includes print) (新聞 )
● Digital Only (no print) (デジタル専業メディア)
● Magazine (雑誌)
● Broadcaster (放送)
● News Agency (通信社)
● Podcast (ポッドキャスト)
● Newsle�er (ニュースレター)
● YouTube Creator (YouTubeクリエーター)
● Independent Journalist (独立したジャーナリスト)
● Other social pla�orm (その他のソーシャルプラットフォーム)

○ If you selected other social pla�orm, please specify:
○ “その他のソーシャルプラットフォーム”を選んだ方は具体的に記入をお願いします:

Do you have a website?*
ウェブサイトを持っていますか？*

● Yes (はい)
● No (いいえ)



○ If yes, please provide a link:
○ “はい”の場合はリンクを記入してください:

How many full time journalists does your title/publication’s newsroom have? * (number only)
フルタイム勤務のジャーナリストはあなたの媒体のニュースルームに何名在籍していますか？（数字

のみ）*

Which of the following best describes your primary coverage area? *
あなたの媒体の主要なカバーエリアは以下のどれですか？*

● Hyperlocal (ハイパーローカル)
● Local (都道府県域)
● Regional (ブロック域)
● National (全国域)
● International (国際)
● Other (その他)

○ If you selected Other, please explain
○ “その他”を選んだ方は具体的に記入してください:

Which of the following best describes your content focus? *
あなたの媒体の主なテーマは次のうちどれですか？*

● Business to Business (e.g. trade publications) (B2B（例. 業界紙など)
● Economy / Business News (経済/ビジネスニュース)
● General News (総合ニュース)
● Lifestyle Coverage (ライフスタイル)
● Special Interest (特定テーマ)
● Spo� (スポーツ)
● Other (その他)

○ If other, please explain
○ “その他”を選んだ方は具体的に記述してください

Do you primarily serve a minority or historically underrepresented audience? *
あなたの媒体はマイノリティや歴史的に取り上げられることが少なかった読者や視聴者を主な対象と

していますか?*
● Yes (はい)
● No (いいえ)

Please select which best describes the underrepresented status of the primary audience you
serve (select all that apply): *
あなたの媒体が主に対象としている読者・視聴者層は以下のどの属性において比較的取り上げられ

なかった人たちと表現できるでしょうか？（あてはまるものはすべて選んでください）*

● Age (年齢)
● Caste (身分)
● Class (社会階級)
● Disability (障害)
● Gender (ジェンダー)
● Geographic location (地理)



● Immigration status (移民)
● Language (言語)
● Race (人種)
● Religion (宗教)
● Sexual orientation (性的指向)
● Socioeconomic Status (社会経済的ステータス)
● Veteran status (退役軍人)

○ Other __________________
○ その他 __________________

Please include links of three recent a�icles from 2022 that demonstrate the primary focus of your
publication. *
あなたの媒体の主な注力分野がわかる2022年以降の最近のコンテンツのリンクを3つ記入してくだ
さい。*

How o�en do you publish/produce content?*
あなたの媒体はどれぐらいの頻度でコンテンツを配信していますか。*

● Daily (毎日)
● Weekly (毎週)
● Monthly (毎月)
● Less than monthly (毎月より少ない頻度)

When was your title/publication founded? *
あなたの媒体が設立されたのはいつですか？*

● <12 months (12ヶ月以内)
● 1-5 years (1-5年)
● 5-10 years (5-10年)
● 10+ years (10年以上)

○ Please specify the year of founding
○ 具体的に設立年を記入してください

What was your  title/publication total revenue in 2021 (in USD)?*
あなたの媒体の2021年の総売上を選んでください（ドル計算）?*

● Less than $100K ($100.000未満)
● $100K - $500K ($100.000-$500.000)
● $500K - $1M ($500.000-$1M)
● $1M - $5M ($1M-$5M)
● $5M - $10M ($5M-$10M)
● More than $10M ($10M以上)

How many monthly average unique users did your online title/publication have in 2021? *
あなたの媒体の2021年における平均マンスリーユニークユーザー数を選んでください。*

● Up to 1M (1M未満)
● 1M to 5M (1Mから5M)
● More than 5M (5M以上)

Is your title/publication or Group/parent company a member of any news trade bodies, news



association(s) and/or press councils (or national equivalents)? *
16.あなたの媒体または親企業はなんらかの報道系の協会や組織のメンバーですか？*

● Yes (はい)
● No (いいえ)
● N/A (該当なし)

○ If you selected Yes, please list at least one of the news trade bodies or
associations that you belong to (if multiple entries, please use a comma to
separate).

○ “はい”を選んだ方は、最低一つの所属する協会や組織名を記入してください（複数記
入する場合はカンマで区切ってください）。

What is your company registration number? (eg: Federal Tax Identi�cation Number, Employer
Identi�cation Number, or any equivalent registration reference) *
あなたの組織の登録番号はなんですか？（例：連邦納税者番号、雇用主証明番号など）*

● Enter ‘N/A’ if this is not applicable (該当するものがなければ ”N/A”と記入してください)

Pa� 2: Applicant’s Contact Details
パート 2: 応募者の連絡先情報

Street Address (番地など) *

Postal Code (郵便番号) *

City (都市名) *

State/Province (都道府県名)

Country (Note: Please review the Terms and Conditions to ensure your country is eligible.) *
国名 (注意: あなたの国が対象地域に入っているか、利用規約をご確認ください)*

Point of Contact Information (連絡先窓口の情報):

First (given) name (名) *

Last (family) name (姓) *

Title (役職名) *

Phone number (電話番号) *

Email (電子メール) *

Are you, or any member of your Group/parent company or title/publication, a government



employee, candidate for public o�ce, employee of government-owned or
government-controlled company, public international organization, or political pa�y, or
otherwise working on behalf of a government entity, in any capacity? *
あなたやあなたの媒体、親企業などは政府に雇用されていたり、公的な役職の候補者だったり、政

府所有または政府系の企業だったり、公的な国際組織、政党、政府の代理として働くなどの関係性

はあるでしょうか？*
● Yes (はい)
● No (いいえ)

○ If yes, please provide some details on the nature of your or your Group/parent
company’s involvement.

○ “はい”を選んだ方は、どのように政府などと関係しているか詳細を記入してください。

Does any government organization/or political pa�y hold any level of ownership, control or
voting rights within your Group/parent company? *
政府や政党はあなたの所属するグループや親企業などに対して、所有権や議決権を有しています

か？*
● Yes (はい)
● No (いいえ)

○ If yes, please provide some details.
○ “はい”を選んだ方は、詳細を記入してください。

Pa� 3: Deployment of the News Equity Fund
パート 3: ニュースエクイティファンドの活用方法

Please brie�y explain how this funding will help you serve your community and promote
diversity, equity, and inclusion in the news ecosystem* (2,000 characters)
この経済的な支援がニュースエコシステムの中であなたの媒体が多様性や公正性やインクルージョ

ンを進展させるのにどのように役立つのか簡潔に説明してください（2000文字以内）*

If selected, do you agree to submit a conclusion repo� detailing how the funding was used and
to answer a follow up and research survey? *
選考された場合、どのように支援金を活用したかを詳述する成果レポートを提出し、フォローアップ

のためのリサーチ調査に答えることに同意しますか？*
● Yes (はい)
● No (いいえ)

Would you like to receive updates by email on the Google News Initiative?*
Googleニュースイニシアティブからの電子メールによるアップデートを受け取ることを希望します
か？*

● Yes (はい)
● No (いいえ)



Pa� 4: [Optional] Questions to help us be�er suppo� you with tools and
programs we have and are developing
パート 4: [任意回答] 私達が現在展開している、または開発中のツールやプロ
グラムを通じて、みなさまをよりよくサポートするための質問です。

What are your title/publication’s most impo�ant needs? Select up to 3.
あなたの媒体が最も必要としているのは次のうちどれですか。最大3つまで選んでください。

● Growing audience and engagement (オーディエンスとエンゲージメントの拡大)
● Growing adve�ising revenue (広告収入の拡大)
● Building and growing subscriptions (サブスクリプションの開発やその成長)
● Building and growing other revenue streams (その他の収入源の開発やその成長)
● Enhancing digital capabilities (デジタル分野の能力の強化)
● Improving data collection and usage (データ収集・活用の改善)
● Improving organizational structure and processes (組織構造やプロセスの改善)
● Building management skills in the organization (組織でのマネジメントスキルの構築)
● Reducing costs (コストカット)
● Improving approach to diversity, equity, and inclusion (多様性や公正性やインクルージョ
ンの改善)

● Other (please specify) (その他(具体的に記入してください))

Do you have any of the following digital reader revenue models? Select all that apply.
あなたの媒体は、以下のような読者からの収入モデルを持っていますか？あてはまるものをすべて

選んでください。

● I don’t have a digital reader revenue model (デジタルでの読者からの収入モデルを持って
いません)

● Subscription - Hard paywall (all content behind a gate) (サブスクリプション -ハード平
ウォール (すべてのコンテンツが課金型))

● Subscription - Hybrid/freemium model (some free content, separate premium tier) (サ
ブスクリプション - ハイブリッド/フリーミアム (一部は無料でプレミアムコンテンツと分割してい
る))

● Subscription - Fixed meter (e.g., speci�c number of free a�icles per month) (サブスクリ
プション - メーター制 (例：毎月一定の数までは無料で視聴可能))

● Subscription - Dynamic Paywall (variable number of free a�icles per month) (サブスクリ
プション - ダイナミックペイウォール(毎月可変の数までは無料で視聴可能))

● Membership (メンバーシップ)
● Contributions (incl. donations) (寄付)
● Other (please specify) (その他 (具体的に記入してください))

If you don’t have a reader revenue model, are you planning one? Select all that apply.
もし読者収入モデルを現状で持っていなくても、将来的に検討していますか？あてはまるものをすべ

て選んでください。

○ No, I am not planning one (いいえ、検討していません)
○ Subscription (サブスクリプション)
○ Membership (メンバーシップ)
○ Contribution (寄付)



○ Other (please specify) (その他 (具体的に記入してください))

If you have a digital reader revenue model or are planning one, which paywall provider does
your title/publication use? (self-built is an option)
デジタルの読者収入モデルを持っている、または計画している場合、あなたの媒体はペイウォール

構築でどちらの業者を活用されますか。（自社開発という選択肢もあります）

Which content management system (CMS) does your title/publication use?
どのCMSをあなたの媒体は利用していますか？

● Adobe CQ
● Arc
● Drupal
● Joomla
● Self-built (自社開発)
● Stibo DX
● Polopoly
● Prestige
● TownNews
● WordPress
● Other (please specify) (その他(具体的に記入してください))

I accept the News Equity Fund Terms and Conditions*
ニュースエクイティファンドの利用規約に同意します*

● Yes, I declare that by submi�ing this application I am accepting the terms and conditio
はい。私はこの応募フォームを提出することで、ニュースエクイティファンドの利用規約に同

意することを宣言します。

● No (いいえ)


