
静岡県掛川市地域SNS 
「e-じゃん掛川」 

 
 

いいじゃん掛川編集局  
 NPO法人スローライフ掛川 河住雅子 

分科会「地域SNSの栄枯盛衰に学ぶ、繁栄を目指すキーワードとは」 



１． 「e-じゃん掛川」 
開設から現在までの経緯 

2006年11月 正式公開（市が管理運営） 

2009年 9月～2012年 3月  「e-じゃん掛川」を活用した地域活性化事業 
   （NPO法人スローライフ掛川との協働事業） 

2010年 9月 地域SNS全国フォーラムin掛川の開催 

2012年 4月～ 市直営にもどる 

■登録者数の推移 

2006年12月 2007年12月 2008年12月 2009年12月 2010年12月 2011年12月 2012年5月 

415 1,180 1,687 1,997 2,426 3,017 

委託開始 委託終了 



２．「e-じゃん掛川を活用した 
地域活性化事業の概要 



○いいじゃん掛川編集局と市民記者が身近な地域情
報を取材、発信  （2年半の事業期間に４０７記事） 
○魅力的なコンテンツ（コミュニティ）の提案とフォロー 
 
 

市立図書館・掛川児童館・西郷小学校・第一小学童クラブ・看護部トピックス 
  けっトラ市・友引カフェ・26の地域学習センター・スローライフ自転車部室 
 テレビ放映お知らせコミュニティ 

①魅力的な情報を提供し、ユーザーを増やす 



  ②アナログ媒体（印刷物）を使ったPR 

○魅力的な記事をピックアップ「いいじゃん通信」（1～10号） 

○掛川の魅力を発信「まち本！」の編集・発行（年1回3冊） 

○地元新聞社と連携、月1で「いいじゃんコラム」執筆 

③ネット上のコミュニケーションをリアルにつなぐ 

○リアルで会う「ライブ！いいじゃん」開催 

○市役所にて無料体験相談会の実施 

○インターネットを楽しむ講座の開催 

 



④良質な情報を取材・発信できる人材の育成 

○市民記者講座の開催 

 ・取材からレポートまで ・写真の撮り方講座 

 ・チャレンジ！トップインタビュー 

○「まち本！」の企画・取材・編集 

 
⑤地域情報の「見える化」 
 

○新しいロゴ、情報の見せ方の整理 
○ポータルサイト 
  「eじゃん情報station」の開設 

 



    ■事業の成果 
      数字から見えてくるもの 
 

●編集局と市民記者が発信した地域情報     ４０７記事 

●「e-じゃん掛川防災訓練アンケート」回答数  １１３の回答 
                                                                            （自由回答欄には７９の書き込み） 

●市民記者数（平成21年度～23年度）  ７名→ １１名→ ２４名 

●新聞に取り上げられた数 ６５記事 

●登録者数等の推移 

 

 

 

 

 

2009年8月 
  （委託前） 

2010年9月 2011年9月 2011年12月 

登録者数 1,905 2,337 2,751 3,017 

アクティブユーザー数 457 602 515 814 

コミュニティアクセス数 49,138 58,250 62,308 55,934 



３．２年半の事業から見えてきた 
まちづくりの可能性 

①現場への取材活動と誠意ある 
情報発信が生み出すもの 
 ・愛郷心や共感の醸成 

 ・信頼性の高い情報交流の場の醸成 

 ・新たな「出会い」「行動」「活動」を生み出す 
  【つながっていく事例】 

 

市民記者が記事発信 地元の新聞で紹介 イベントが大盛況 



②安心できる「情報交流の場」 
が生み出すもの 

・26地域学習センターの公式コミュニティが地区間をつ
なぐツールとなった 

・アイデア募集・写真募集など様々な問いかけが、情
報交流能力（リテラシー）の向上につながった 

・市民と職員がしぜんな形でやりとりすることで、市民
と行政の距離が縮まった 

・出会える場を仕掛けることで「つながり」「活動」へ 

・自発的な協働の場、市民メディアのスタートであった 



③市民記者とともに作る冊子制作の
プロセスが生み出すもの 

・プロセスそのものが「掛川を知る」「出会いとつながり
を生む」「まちづくりに関わる」こと 

・みんなで作り上げる喜びは「掛川のここがいいじゃん
をもっと見つけたい」という目を開く 

・手に取れる成果物（冊子）は、次への出会いを生む 

●「まち本！2010」  eじゃん掛川活用読本 

●「まち本！2011」 掛川の人と出会えるガイドブック 

●「まち本！2012」 市民が見つけた“掛川を旅してみよう“ 
             掛川のここがいいじゃんガイドブック 



地域ＳＮＳ 「山武ＳＮＳ」 

地域の情報発信は地域の人々の手で！ 
地域ＳＮＳ全国フォーラム in 姫路 

ＮＰＯ法人山武ＩＴ推進協会 理事 
山武ＳＮＳ協議会 事務局長兼ＳＮＳ運営管理人 
小島 妃佐子 



 ・山武の位置 
・今までの経緯 
・ＳＮＳの特色＆今やってること 
・管理人のお仕事 
・何がＳＮＳをけん引しているのか 
・大事にしていること 



山武市のご紹介 

人口：56,860 
世帯数：21,691 

山武市は、千葉県の東部に位置
し、県都千葉市や成田国際空港
まで約10～30キロメートル、
都心へも約50～70キロメート
ルのところにあります。日本有
数の砂浜海岸である九十九里浜
のほぼ中央で約8キロメートルに
わたって太平洋に面し、総面積
は146.38平方キロメートルです。 
農林業・観光業を主産業。特に
林業は『山武杉』で知られてい
ます。 
 



山武ＳＮＳとは 

 ２０１０年７月３１日 兵庫県の地域ＳＮＳ
「ひょこむ」よりのれんわけ  

 稼働開始（２００９年1月検討開始） 

 http://sammu-sns.jp/ 

◆顔の見える繋がりを作って昨年のクリスマスにようやく 
 200人を超える 
◆比較的年齢層が高い→生涯学習的な使われ方 
◆行政から委託されて地域ＳＮＳ協議会（市民・行政による
会）により運営。 

 



なぜ地域ＳＮＳを始めたのか？ 
地域が直面する問題 

 

 

 

•少子高齢化・人口減少 

•地場産業の衰退 

•住民の価値観が多様化 

•地域コミュニティの崩壊 

地域情報化への期待 

・地域情報の発信＝選ばれる地域へ 

・    〃  ＝住民も地域を再確認 

・「情報縁」によるコミュニティ再構築 

地域の人が交流し、情報を発信できる 
「場」メディア/プラットフォームとしての地域ＳＮＳ 

行政より・・ 課題解決のツールとして 
利用できないか 



 シニアが多い 

 平均年齢：48.3348歳（２０１２年５月現在） 

 第一次産業従事者が比較的多い 

 農業・漁業・林業関連の話題 

 直売所が活用してくれている 

 農家さんはなかなか発信できない 

 書き込めないがリードオンリーが多数 

 書き込むことに対して躊躇する人が多い 

 アクティブユーザはFacebookも活用している 

 

 

山武ＳＮＳの特徴 



Facebookと地域ＳＮＳ 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

ＭＩＸＩ 

Ｇｌｏｂａｌ Ｗｏｒｌｄ 

Ｄｏｍｅｓｔｉｃ 

地域に特化した 
情報（防災・災害 
子育て・地域活性化） 

地域間連携 

同級生 

故郷の
友人 

会社関係 

地域の支
えあい・絆 

拡がり 

地域ＳＮＳ 

海外 

地域間連携 

地域ＳＮＳ 



 Ｆａｃｅｂｏｏｋに出張所を設ける 

 地域からの発表の場としてのＦａｃｅｂｏｏｋ 

 

 

山武ＳＮＳとFacebook 

若い頃は 
外で活動！ 

地域へＩターン
＆Ｕターン・ 
地域デビュー 

 
帰ってきたくなる故郷 

Ｆａｃｅｂｏｏｋのイメージ 地域ＳＮＳのイメージ 



 農業・漁業・林業などの第一次産業がさかんな地 

 気象情報は必須 現在は防犯・気象コミュニティで日々発信 

管理人の日常 



 防災に関するユーザの関心が高くなった 

 http://sammu-sns.jp/community/comm_map.php?bbs_id=15 

 

 コミュニティマップにて、避難所などの情報を共有 

 外部公開にて、 

 広く市民に公開 

 

他には・・ 

☆不審者情報 

☆危険個所 

 

 

震災前＆震災後 



地域の情報発信は地域の手で 

情報発信が不得手 
忙しくてできない ＳＮＳ 

写真・映像 地域の情報応援団 



取材を通してコミュニケーションを図る 

身近な事柄 ☆ 

興味のある分野 

地域ＳＮＳで動画紹介→ サイネージ 

ディレクターの活動拠点を地域ＳＮＳに 

身近な情報を発掘して発信 

地域愛の醸成 

住民ディレクター始動 



地域の良いものをアウェイで売る 
地域間連携 

地元の人々は当たり前だと思っていること 

  案外そうではないことが多い！ 

「よそ者の目」が必要 

シニアを元気に 

地域全体を俯瞰して見る 

情報発信応援団が支援 

地域情報発信のありかた 

味付けがあって初めて生きる 
ソーシャルメディアのツール 



 情報伝搬に関する不安感が少ない 

 雰囲気と居心地感 シニアにとっての安心感 

 アーカイブ性（口コミの情報など） 

 自分達の住んでいる地域の課題を皆で解決し、住
みやすい地域にしようという「公」意識が醸成さ
れる場 

 田舎でも、膨大な情報を発信したり入手したりは
できる時代だと思います。が、それで終わりに
なってしまうのでなく、その地域の活性化につな
がる情報を取捨選択して、その中から魅力ある地
域作りを実行して、若い人が「戻って来たい！」
と思える町作りができると良いなと思います 

地域ＳＮＳ内で聞いてみました 
地域ＳＮＳ 何が良い？ 



 目配り・気配り 

 しばらく来なかったら「元気？」 

 叱咤激励 

 凹んでいる人がいたら慰め、ちょっと間違った方向に走って
いたらやんわりと「違うよ」 

 地域ＳＮＳは技術ではなく仁術・人術 

 「医は仁術なり。仁愛の心を本とし、人を救うを以て志とす
べし。わが身の利養を専ら志すべからず。天地のうみそだて
給える人をすくいたすけ、萬民の生死をつかさどる術なれば、
医を民の司命という、きわめて大事の職分なり」「醫は仁術
なり。人を救ふを以て志とすべし。」（貝原益軒『養生
訓』）  

 管理人は地域ＳＮＳという下宿屋の管理人のようなもの 
 

大事にしていること 



 資金 → メディアの会社に一元化？ 

 行政の利用が少ない → 防災と双方向で何度
も！ 

 行政は異動によりスタンスが変わってしまう 

 行政による稼働の形にする 

 行政から全く切り離す      

 Ｆａｃｅｂｏｏｋに流れている → セキュリティ
は大丈夫？ 

 管理人への依存度（面倒みすぎ？） 

 アクティブユーザが固定化し始めている 

 

 

やはり課題はある 

どちらに進むか・・ 



http://an-mitsu.jp/

あんみつ事務局：株式会社 meets

分科会「地域 SNS の栄枯盛衰に学ぶ、繁栄を目指すキーワードとは」

代表 小島祥次



①安城市概要 愛知県安城市

安城市

愛知県

★

あんみつ事務局

面積

総人口

人口密度

86.01km²

179,898 人

2,090 人 /km²



①安城市概要 安城市の特徴

明治以降に国鉄開設とともに発展した新しい市（歴史がない）

「日本デンマーク」として農業が有名

「安城七夕まつり」「新美南吉」

名古屋から新快速 20 分のベッドタウンでもある

トヨタ系企業が多く、経済的にわりと豊かな市

市民活動が盛んである



②あんみつ概要 あんみつ誕生の経緯

直面していた課題
・地域コミュニティの再構築
・情報化社会への対応（行政システム）
・情報弱者への対応（高齢者）

市民が身近に ICT にふれられるポータルサイトの必要性

行政の企画コンペで民間に運営委託
（2年間は運営費を行政が支払っていた）

「あんみつ」の誕生



②あんみつ概要 あんみつデータ

登録者数の推移

開設からの経緯

2008 年 12 月 オープン

・アラフォー世代が中心で、特に主婦層がアクティブに活用している
・あんみつファンのコアユーザーが市民、行政、商店街など各所にいる
・穏やかで大人の対応ができる人ばかりでマナーがよい

2008 年 12 月

397 971 1401 1656 1764

2009 年 12 月 2010 年 12 月 2011 年 12 月 2012 年 5月

委託業務から離れ、独自運営開始

リニューアルオープン

（運営費は行政負担）

「SNS とポータルの融合」と「スピードアップ」

2010 年 4 月～

2009 年 12 月

会員の特徴



③あんみつの特徴（1）日本最強のゆるSNS

管理人がフツーの女性

あんみつ管理人の “こしあん ” です。
きっとはじめましての方もいらっしゃると思うので、簡単な自己紹介を…。

安城の御幸本町にある企画・編集・デザイン会社に勤めている人妻（31 歳）。
生来ののんびりした性格が祟ってか、本業の締切りに毎日苦しめられ中。

いつも必ず「うっかり」をしでかしていますが、周囲のみなさんの
生温かい見守りにより、すくすく（横に）成長しています。

広報に掲載されま
した☆

日本最強のたぶん

ゆるSNS



③あんみつの特徴（1）日本最強のゆるSNS

…でも、会員の「やる気」は徹底的に応援するよ！

★当初、あんみつサポーターという制度を作ったものの今はその必要がなくなった

★住民ディレクターも作らない

★メディアを作ろうとしない

★会員を運営側の都合がよいように操作・教育しようとしない

基本的にがんばらない

ゆるポイント



③あんみつの特徴（1）日本最強のゆるSNS

コミュニティの有志が集まって、市民会館で作品の展示・販売会を開催
自分たちで企画・運営し、地元のホームニュースにも掲載される

★あんみつ手作り EXPOの開催
『パグちゃいまんねんバグでんねん』
ユーザー側の始点から、不具合を報告するコミュニティで、
100 件以上の書き込みが集まりました。

リニューアル直後のシステムの
バグを会員が発見して報告するコミュニティ

★



③あんみつの特徴（2）日本最強の商店街連携 SNS

あんみつでポイン
トで交換できる★

サルビアスタンプ

日本最強のもしかしたら

商店街連携SNS

サルビアスタンプは安城市の商店街で金券として利用できたり、
サービスを受けられる他、台紙 1枚につき、
碧海信用金庫で 500 円分の貯金や、景品に交換できたりする
おトクなスタンプ（という名のシール）です。

※ちなにみ「サルビア」は安城市の花です



③あんみつの特徴（2）日本最強の商店街連携 SNS

日記やコメントを書くとたまる「あんみつポイント」。あんみつでは通常の付与ポイントとは別に、
毎月高額ポイントを手に入れられるキャンペーンも開催。
毎回、多くの方に参加していただき、日記やコミュニティの活性化といったあんみつ内での
盛り上がりをみせる他、会員の地域イベントへの参加促進にもつながったことも。

★毎月更新『キャンペーン』

▲コミュニティの参加者の書き込み例



③あんみつの特徴（3）日本最強の行政ごった煮 SNS

あれ？ともだちの
日記を読もうと思

ったのに

気がついたら行政
情報を読んじゃっ

ている！

日本最強のきっと

行政ごった煮SNS

ごった‐に  【ごった煮】 
いろいろな材料を混ぜ入れて煮ること。また、そのもの。

「ポータル」と「SNS」が、ごった煮状態なサイト、
それが「あんみつ」



③あんみつの特徴（3）日本最強の行政ごった煮 SNS

★安城市のHPのトップに「あんみつバナー」掲載 ★様々な発信元の情報が並ぶ
　あんみつのトップページ市のポータル情報は、あんみつへと誘導する目的がある

会員の日記も、行政からの記事も並列で掲載



③あんみつの特徴（3）日本最強の行政ごった煮 SNS

★行政にあんみつの大ファンがいる
コミュだけでなく、日記でも活躍

安城市ごみ減量推進室さん 安城市企画政策課南吉プロジェクト係さん わくわくセンターさん

＝アカウントを作成しあんみつ上で独自（勝手）に情報発信

平成 25 年の新美南吉生誕百年を記念し、「南吉が
青春を過ごしたまち 安城」をキャッチフレーズと
し、様々な事業を展開して南吉の顕彰と普及に努め
るプロジェクト係のアカウント。南吉関連情報の発
信を積極的におこなっている。よく日記を書いてい
るため、ロゴマークが目に入り、「新美南吉」＝「で
んでんむし」というイメージが会員内に定着中。

安城市民交流センターでのイベントの告
知や報告、ボランティア募集などを
あんみつで告知している。

清掃事業所からのお知らせ、環境戦隊サ
ルビアンに関するイベント情報などを発
信。年末年始のリサイクルセンターの営
業時間のお知らせや、再生家具の入札日
など、タイムリーな情報を日記でアップ
してくれるため、おともだちの日記を
チェックしている時に気がついたら読ん
でしまっている。



④あんみつの課題

→サーバー代を市に負担してもらう方向で検討中
→まちづくり会社に運営を託す

資金面について

→行政発信の情報をもっと増やす

ポータルサイトとしての充実をはかる

→匿名制ならではのコミュニケーション

Facebook など、他 SNS との差別化


