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地域 SNS全国フォーラム in姫路 
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『地域を元気にする 
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プロフィール 

 

コーディネータ 

佐藤 等史（さとう ひとし） 

NPO法人場とつながりの研究センター理事長。1971年静岡県生まれ。 

1994年大阪教育大学教育学部卒、2001年関西学院大学大学院総合政策研究科修

士課程修了（総合政策修士）。当センターが運営する地域 SNS「さんでぃ」の管

理人を兼任。この実績と、2008 年度内閣官房「地方の元気再生事業」での地域

SNSを活用した事業展開が評価され、2009年兵庫県地域情報化功労表彰を受賞。

また 2010年度総務省「地域 ICT利活用広域連携事業」を受託し、兵庫県らとと

もに SNS連携型デジタルサイネージの開発・設置を推進した。 

一方で、プロ野球関西独立リーグに所属する「兵庫ブルーサンダーズ」の役員

として、試合のインターネット中継等も実施。また関西学院大学非常勤講師（地

域フィールドワーク伊丹担当）として、伊丹市立伊丹高校生による地域 SNS を

活用した商店街での活動を、大学生とともにサポートしている。 

 

玉田 恵美（たまだ えみ） 

NPO法人姫路コンベンションサポート理事長。1969年 12月兵庫県生まれ。 

1992年山口大学人文学部語学文学科フランス語学卒。株式会社神戸ポートピア

ホテル入社。おもてなしとホスピタリティの経験を積み 1999年姫路市企画局記

念事業推進室に入庁。行政イベントを内部から手がける。 

2000 年ひめじ良さ恋まつりの立ち上げをきっかけに 2002 年 NPO 法人姫路コ

ンベンションサポート設立。2003年には姫路御幸通商店街に「電博堂」を開店

し市民の情報発信基地として運営を行う。 

観光都市姫路市を「おもてなしのまちづくりは人づくりから」と場づくりのサ

ポートを行うと同時に中心市街地活性化にも取り組む。平成 20年人情喜劇「銀

の馬車道」は地域コミュニティの新しい創造の在り方と評価され劇団に「神戸

新聞社会賞」が授与された。 

姫路市自治基本条例検討懇話会委員、ひょうごツーリズム戦略推進委員会委員

（平成 23 年）、ひょうご経済・雇用活性化推進会議委員（平成 20 年）。ひょう

ご女性未来縹賞（平成 19年）受賞。 

 

 



コメンテータ 

岸本 晃 （きしもと あきら） 

（株）プリズム代表取締役。そのほか、ＮＰＯくまもと未来理事長。一般社団

法人 八百万人理事長を務める。 

１４年間の民放在職中に「地域づくりの手法」としてのテレビに着目、住民が

番組制作を経験することで総合的な企画力を培う「住民ディレクター」を提唱。

発想の基本は「押せば映る」「身体がカメラ」「番組はオマケ」。「住民ディレク

ター養成講座」を核に、全国各地の社会活動、住民メディア、住民制作番組等

をプロデュースしている。 

 

パネリスト 

小川 陽平（おがわ ようへい） 

農業生産法人 小川農園株式会社、日伊貿易サポート ＨＩＭＥＹＡ ＯＧＡＷＡ 

ＩＴＡＹＩＡ。1982年兵庫県姫路市生まれ。 

京都造形芸術大学大学院修了 6 年間京都で景観・観光まちづくりをテーマに地

域デザインを学ぶ。その後、三重県伊勢市の「おかげ横丁」を運営する有限会

社伊勢福に勤務、企画を担当する。結婚を期にイタリアに移住、日伊貿易のサ

ポートを行うＨＩＭＥＹＡ ＯＧＡＷＡ ＩＴＡＹＩＡを設立。日本に帰国後、

ＮＰＯ法人姫路コンベンションサポートに勤務、体験型観光やデジタルサイネ

ージなどを担当、地域資源の発掘や地域の魅力発信に携わる。現在は、貿易の

サポートと田畑を耕しながら、姫路を中心にまちづくりに携わっている。 

  

 

瀬戸 美貴（せと みき） 

空き缶でもうけてもええ会 事務局。1978年兵庫県佐用町生まれ。短大卒業後

に Uターン、２児の母。 

平成 22年度から、緊急雇用事業により映像制作を通しての地域づくり活動に従

事。映像制作は専門ではないが、それを通しての地域づくり活動を楽しんでい

る。現在は、まちづくり団体の事務局として各種事業の運営を行っている。 

 

 

 

 

 



中西 雅幸（なかにし まさゆき） 

特定非営利活動法人コミュニティリンク副代表理事兼事務局長。1981 年 滋賀

県近江八幡市生まれ。 

2004年近畿大学商経学部商学科卒、2004年 4月ＮＥＣソフト株式会社入社、2008

年特定非営利活動法人コミュニティリンク設立。 

近畿大学に在学中、「ＩＴを活用した商店街活性化」をゼミの研究テーマとして、

近畿大学前商店会と連携し商店街活性化に取り組む（携帯電話を使ったスタン

プラリーの企画・実施など）。近畿大学卒業後、ＮＥＣソフト株式会社に入社。 

その後、大学時代の貴重な地域活動の経験もきっかけとなり、起業メンバー３

人と共に兵庫県宝塚市を拠点に任意団体として活動を開始。約１年半の任意団

体による活動を経て、（特）宝塚ＮＰＯセンターや阪神北を中心に活動している

ＮＰＯ・市民団体のご縁とご支援により、2008 年 8 月に「ＩＣＴを活用した地

域活性化」を目的とした特定非営利活動法人コミュニティリンクを設立。副代

表理事兼事務局長に就任。現在では、福祉系 NPO の ICT 支援、インターネット

中継や動画、デジタルサイネージを活用した地域メディア事業、ＮＰＯや市民

活動団体のＩＣＴ支援などの事業を行政や企業との協働により取り組んでいる。 

●ＮＰＯ法人コミュニティリンク（http://www.communitylink.jp/） 

●たからづかメディアログ（http://www.zuka-medialog.tv/） 

 

中村 貴志（なかむら たかし） 

インフォミーム株式会社開発部。兵庫県出身。 

1994 年に日本コンピューター・システム株式会社に入社し、主に SI(システム

インテグレーション)業務に従事。約 15 年間在籍後、2009 年にインフォミーム

株式会社に入社、地域 SNSである「OpenSNP」のシステム開発に携わる。 

「OpenSNP」ではユーザによる動画コンテンツの投稿、視聴を可能とするムービ

ー機能をはじめ、投稿された動画を県内各地に設置した STB(セットトップボッ

クス)へ手軽に配信、再生できる SNSサイネージ機能等の開発を担当。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



羽渕 英樹（はぶち ひでき） 

株式会社キャメル 企画営業部 取締役専務。 

兵庫県但馬地方の観光コンテンツを中心に情報誌・動画・インターネットによ

る情報発信・広告制作会社。 

2006年に開局した「るんるんテレビ」の動画コンテンツは 400以上にのぼり、 

最近では、山陰海岸ジオパークの世界認定に伴い、鳥取県・兵庫県・京都府と

三府県にわたり活動範囲を広める。 

 

ホームページ：http://www.camel.co.jp/ 

インターネットテレビ るんるんテレビ：http://run2.tv/ 

 

前野 良造（まえの りょうぞう） 

有限会社本家門前屋（デジタル工房本門） 代表取締役。 

ほか、町家カフェ＆ギャラリーさんしょう オーナー、宍粟市山崎文化協会 事

務局長、財団法人山崎文化振興財団 理事、公益財団法人山崎本多記念館 評

議員、しそう観光協会 理事、宍粟市タウン情報誌「夢しそう」編集委員を務

める。 

1951年 宍粟市山崎町にて生まれる、神戸大学大学院工学研究科卒、1976年東京

芝浦電気株式会社（現㈱東芝）入社（在職中、コンピュータシステム開発・情

報処理システム開発に携る。）、2002年㈱東芝 依願退職 PC・ITサービス事業

「デジタル工房本門」起業、2008年地域ＳＮＳ「Ｅ－宍粟」立上げに参画、2010

年町家カフェ＆ギャラリー「さんしょう」開業（兵庫県景観形成重要建造物指

定の自宅商家をカフェ店舗として開放）、情報処理技術者システムアナリスト。 

http://www.digi-honmon.com 

 

三好 幸一（みよし こういち） 

書類屋.com 代表。フリーのデザイナー。 

神戸長田区を拠点に映像・web・グラフィックデザインを中心に活動中。 

http://www.syoruiya.com/  

（５０音順） 



2012.6.2地域SNS全国フォーラム

映像の取り組み

佐藤 等史
NPO法人場とつながりの研究センター理事長

関西学院大学 非常勤講師

sato@batotsunagari.net

NPO法人場とつながりの研究センターは、平成20年度の
兵庫県地域情報化功労表彰に選ばれました。



特定非営利活動法人
場とつながりの研究センター実施した総務省「地域ICT広域連携事業」

実施団体名 運営主体(予定） 利活用分野 主なシステム機器等

特定非営利活動法人

場とつながりの研究センター
ひょうご地図情報連携プロ
ジェクト推進協議会

防災 サーバー類

事業概要 期待される効果

地域住民による動画（写真）を携帯電話などのＧＰＳ機能により、地域ＳＮＳ経由
でマップに反映するシステムの構築。都市部の大学生が、中心市街地の商店街、
農村地域の情報化を支援しながら緊急時にも利用できる体制をつくる。

日常から使い慣れたツール（携帯電話など）により、住民
自身が主体的に情報発信できるシステムにより、災害時
においても住民レベルで必要な情報の共有ができる。

地域ＳＮＳ
（既存）

地図切替可能

動画

写真
＋

携帯電話

スマート
フォン

ＧＰＳ情報
○○地区浸水状況

動画

○○地ボランティアセンター

動画

平時

緊急時

防災・商店街・集落マップ

被災状況マップ

緯度・
経度

ＩＣＴ人材
（都市部の大学生）

商店 集落

情報支援

Google 電子国土

■位置情報付き動画配信システム

○携帯電話などで撮影した映像情報に位
置情報をひもづけし、それを地域ＳＮＳ
に反映させることで、動画(写真)つきマッ
プとして利用できる。

ＧＰＳ付き
携帯電話

位置情報
つき動画 動画マップ

デジタルサイネージ

※地域ＳＮＳ、地図切替システムは既存のシステムを活用

■緊急時サイネージ切替システム

○日常は地域ＳＮＳに登録された住民の
投稿による映像を配信するものの、緊急
時には必要な中継(ライブなど）に切り替
わる。

佐用町・宍粟市
（台風９号災害被災地）



サイネージに流しているコンテンツ

総務省事業で作ったもの

（地元NPOが作成） 関学お宝チャンネル
（三田市/関学が作成）

http://www.city.sanda.lg.jp/shiseijouhou/ko

uhou/videolibrary/otakaratankentai.html

兵庫ブルーサンダーズの試合生中継



兵庫ブルーサンダーズ



ネット生中継をサイネージに流す



『地域を元気にするコミュニティメディアの実践と未来』 
 

空き缶でもうけてもええ会 
瀬 戸 美 貴 

 
【佐用町とは】 
・兵庫県南西部に位置する町 
・人口 20,000 人弱 
・平成 21 年 8 月には台風 9 号に伴う集中豪雨で大きな被害を受ける 
 
【さよっち】 
平成 19 年より地域 SNS『さよっち』を運営 

 
 
【さようチャンネル】 
平成 20 年より地上波デジタル化に伴い、地域に CATV が整備される 
運営者である佐用町と地域住民との協働によって制作 
・『住民ディレクター』『まちかどカメラマン』と呼ばれる地域住民 
・『NPO 法人まちかど』を設立 
 
【課題】 
・地域の高齢者のボランタリティに頼る部分が大きい 
・佐用チャンネル用に制作した映像なので、自由に使えない 



【私がしていること】 
・パラパラ動画作り 

動画作りは初めて。 
パソコン操作は若い子が中心、自分は画・図を選んだだけ。 
地域のことを分かっているからこそ！生きたものをつくり出すことができる。 

 

    
「神戸ふれあいフェスティバル 第７回ご当地グルメサミット」 

→自らも準備から参加 
 
 

   
「佐用のお店紹介『ブリック』（アルバイト募集）」 

→さようチャンネルでも放送 



【 当たりコンテンツとはずれコンテンツ 】 
見た人の反応・・・「閲覧数」が違う！ 

 
当たりコンテンツ 

   
「佐用のお店紹介『一力』」         「佐用のお店紹介『亜都里絵』」 
（新店舗の案内）              （モーニング等の紹介） 

 
はずれコンテンツ 

   

「子育てほっとステーション『ピア』」   「子育てほっとステーション『３月利用案内』」 
 （たつの市新宮町へ訪問）        （空き缶でもうけてもええ会） 
 
 
地域に密着した身近なコンテンツは、反応が良い。ただし、時間はなるべく短く！ 
季節のコンテンツ（ひまわり、紅葉等）も、速報として町外の方へ PR できる！ 





基本情報 

■設立年月日 ２００８年８月２９日 
■所在地   兵庫県宝塚市野上１－２－２－２０７ 
■TEL＆FAX  ０７９７－７７－６００６ 
■代表者   代表理事 細谷崇 
■常勤    ５名 

過去実績 

■活動目的 ・ＩＣＴを活用した地域活性化 
      ・ＮＰＯや市民団体のＩＣＴ支援による地域活動促進 
■事業内容 ・地域メディア事業（映像制作・インターネット中継） 
      ・NPOや市民活動団体の情報発信支援 
      ・地図を活用した地域情報発信事業 
      ・ホームページ制作 
      ・市民活動の業務支援ソフト開発 
      ・講座講師、事務作業支援など 

＜２００８月＞ 
 ８月 ・特定非営利活動法人コミュニティリンク 認証・登記  
 ９月 ・宝塚市協働のまちづくり公募補助金採択  
＜２００９年＞ 
 ４月 ・宝塚市市民協働推進課委託事業  平成21年度地域情報整備事業受託  
＜２０１０年＞ 
 １月 ・H21年度総務省委託事業オンライン申請サポート事業 
      オンライン申請サポート講習会を実施する全国のＮＰＯ法人の取りまとめ事務局 
      及びオンライン申請サポート事業実施団体としてＮＴＴ東日本と契約を締結 
 ４月 ・独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業に採択 
    ・宝塚市市民協働推進課委託事業 平成22年度地域情報整備事業受託 
 ７月 ・平成２２年度宝塚市協働のまちづくり公募補助金（行政提案型）  採択 
１２月 ・兵庫県委託事業（平成22年重点分野雇用創造事業）ＩＣＴを活用した地域再生支援事業に採択 
＜２０１１年＞ 
 １月 ・兵庫県情報政策課委託事業 地域協働によるデジタルサイネージ等運営事業受託 
 ４月 ・宝塚市市民協働推進課委託事業 平成23年度地域情報整備事業受託 
    ・宝塚市広報番組制作業務受託（平成２３年度） 
    ・兵庫県委託事業（平成23年重点分野雇用創造事業）ＩＣＴを活用した地域再生支援事業に採択 
 ６月 ・兵庫ニューメディア推進協議会より、兵庫県地域情報化功労賞を受賞。 
 ９月 ・平成２３年度 ＮＰＯ等イメージアップ作戦事業（寄附募集支援事業）（新しい公共支援事業交付金）に採択 
＜２０１２年＞ 
 ４月 ・宝塚市広報番組制作業務受託（平成２４年度） 
    ・ひょうごチャンネルシステム保守運用業務委託契約 
    ・インターネットを活用した県政情報等発信事業（あいたい兵庫キャンペーン見どころ紹介分野、地域の資源・魅力紹介分野） 
    ・平成２４年度 ＮＰＯ等イメージアップ作戦事業（寄附募集支援事業）（新しい公共支援事業交付金）に採択 



http://hyogo.communityfund.jp/

http://mcis.communitylink.jp/

http://tonmaru.net/ 










