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地域づくり活動に対応した集落 SNSの開発と効果

中塚雅也(神戸大学)

Development and E妊ectsof SNS for Community Development in Rural Areas 

Masaya Nakatsuka (Kobe University) 

These days， almost everyone uses the Internet. 

Communication tools such as Social Networking 

Service (SNS) have been developed in the last few 

years. However， information and communication 
technology (ICT) literacy is a problem， because 

many people in the rural areas are so old that they 

find it difficult to use. The purpose of this paper is to 

improve the user friendliness of SNS specifically 

designed for community development in rural areas 

and to consider the effects and problems in a practト

cal case study at three residents' associations in 

1. はじめに

情報通信技術(ICT)の発展は目覚ましい.今や

インターネットは，人口普及率で約 8割となり，ウェ

ブサイトも多くの団体が開設している.農村地i域に

おいても，行政機関をはじめ，地域づくり出体や自

治会・協議会などがサイトを開設し地域生活に不

可欠なものになりつつある.さらに， ICTは活用方

法や今後の技術発展によっては，いわゆる条件不利

といった問題や，都市と農村の関係性すら抜本的に

変えてしまう可能性も秘めている.

なかでも地域 SNS(Social Network Service) とい

われるコミュニティサイトの活用は注目に鍍する 1)

地域限定で SNSを運用し，地域内の情報交換や住

民参加など地域づくりのツールとするものであり，

総務省の地域情報化施策を受け，急速に拡がりを見

せている.

研究簡では，庄司[1][2Jが，地域 SNSが対象

とする範域の大きさの抱bと情報流通重視一人間関係

重視の軸にて分類されること，人々の協働行動を活

発にしてソーシャルキャピタルを醸成する場として

機能することを示している.また，藤田ら [3Jは，

地域 SNSの意義を，プラットフォームとしての

「場J，共持体的な意味をもっ「組織ム機能的な「ツー

( 50 ) 

Sasayama city， Hyogo prefecture. The results show 

that the SNS is satisfied with actual conditions and 

an easy-to-use interface for the registrant. It acts as 

another platform for interaction among young 

residents and the urban people who interact with 

their community. Additionally， it serves as a manage同

ment tool for regional information and knowledge. 

Although SNS will have to be improved with time， it 

is one of the useful communication systems for rural 

community development. 

ノ~J の 3 側部にて整理している.

このような可能性をもっウェブサイトであるが，

農村地域での活用には研究蓄積が少ない.星野 [4J

が， ウェブサイトへの期待を導入事例の分析に基づ、

き提示しているものの，実擦にはいくつかの問題も

残っている.一つは，高齢者が利活用の中心となる

ため，思11染み難いものとなってしまうというリテラ

シーの問題， もう一つはサイトの更新が継続しない

という管理上の問題である.一般的なウェブサイト

の開設や更新には，専用のソフトウェアや一定の知

識が必喜きであり，それを有する一部の人の負担が大

きくなる.実際，開設時のままにあるサイトも少な

くない

本研究では，これらの開題を解決し，良村部の地

域づくり活動を促進するウェブシステムを開発する

とともに，その効果と課題を考察することを白的と

した.なお，兵体的に開発・導入したシステムは地

域 SNSの一つではあるが，差是村地域の小学校区に

おける地域活動を対象とした小規模なものである.

そのため自治体単位などで不特定多数が参加し比

較的規模の大きい運用が一般的な地域 SNSと区別

して，本務では集務 SNSと呼ぶこととした 2)
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2. 研究の方法

本研究では，第ーに「さとねっとj と呼ぶウェブ

サイトを企画設計，開設した後，実際に地域自治活

動団体へ提供しその利用状況の評価をおこなった

その上で第二に，藤凶らの先の整理枠組みを参考に，

参加のプラットフォーム・場としての側面， SNS 

自体がもっ共同体的・表i:I:l的な側面，何かの目的の

ために SNSが利用される機能的・用具的な側面の

3 つの仮~面から，新しい集落 SNS の意義と課題を

した.

コミュニティサイトの企画・導入の事例対象地と

したのは兵庫県篠山市である.篠山市は，兵庫県中

東部に位置し京阪神から約 1時間の距離にある

人口は約 45，000人，旧村や小学校区と合致するこ

とが多い 19の地区がある.今回導入したのは草山

地区，福住地区，後川地区の 3地区である.草山地

区 (4集落)は，市の最北東部に位置し，人口 924人，

3301止市，福住地区(19集落)は，南東部に位置し

人口 1701人， 646世帯，後川地区 (7集落)は最南

部のi1IIHJに位障し人口 566人， 1831止帯である.

それぞれ，地区単位の「まちづくり協議会jを設立

して，新しい単位での地域自治活動をすすめている

ウェブサイトの開発は， 2006年 7月，事例地iK

の一つである草山地区にてニーズ調査をおこなうこ

とから始めた.活動実態を鑑みながら， {mの自治会

サイトや地域づくりサイトの先行事例や関連技術の

終翌日をおこないシステムの設計をおこなったなお，

具体的なシステム構築はプログラマーの協力を得て

おこなった.導入は， 2007年 1月，試験サイトを

開設し 2007年 3月から草山地区にて本格運用を

開始することから始めた.その後，システムを移転

することにより 2008年 6月に福住地区， 2009年 I

)Jに後川地区にて開設した.

利用の評価は先行した草111，福住の 2地区を対象

として 2010年 6~ 10月に行った.利用状況をシス

テムデータベースから抽出して分析するとともに，

登録ユーザーに対するウェブアンケート調査 (2010

年9月実施)，および，各地区の「さとねっとj管

理担当者らへのヒアリング調査を併せて実施した.

3. ["さとねっとjのシステム

(1)システムの設計

集落 SNS["さとねっとJの設計は，先行研究お

( 51) 

よび活動の実態から次の点を考慮しておこなった.

①住民参加.多くの地域住民が情報を掲載でき，

閲覧だけでなくサイトの充実に主体的に参加しやす

いこと ②利用者登録:書き込み・更新など，閲覧

以上の利用には，登録(認証)を必要とする 登録

を「住民登録Jとすることにより，人的資源を拡充

する機会とする.特に他出子弟や交流者など，頻繁

に地域活動に直接参加出来ない人の，地域参加の場

とすることを悶指す.③ナレッジマネジメント:ワー

クショップをはじめとする様々な活動絞過や地域資

源の蓄積・共有を可能とする.また， ウェブ上での

意見交換さ事から，新しい資源発掘やアイディア創造

ができるような仕組みとする.④日常性・特別な情

報だけでなく， 日常生活に必要な情報や， 日常の出

来事を発信できるようにし労二戸端のような身近な

場とする.⑤操作性と双方向性:高齢者など，パソ

コンの操作に慣れない人でも簡単に利用でき，情報

の掲裁をこまめに，容易におこなえるようにする.

また，一方的に情報を発信するのではなく，双方向

の12見交換を可能とする.

以上を考慮して，設計された「さとねっとjのシ

ステムの概要は次のとおりである.まず， rさとねっ

とjでは， ユーザー設録 (r住民主主録」と 11子ぶ) した

者が， ログイン認誌をすることにより， メニュー別

に， ウェブヒで書き込み(投稿)ができる仕組みと

した.そのため，専用のソフトや HTMLなどのプロ

グラム言語を習得する必要があった従来のホーム

ページに比べ，手軽に情報の吏新ができることが特

徴である.また，書き込みは個別の記事の形態でウェ

ブ上に掲示され，それぞれ画像や文章ファイル等を

{jj:せて掲示することや，その記事に対して他者がコ

メントを加えることが可能である.なお， コメント

においてもユーザー登録と認証を求めている.また，

登録ユーザー関士は， メーノレの送受信が可能である.

このように， ウェブサイト自体は一般に公開してい

るが，利用は制限を加えたものとなっている

図 1は， ["さとねっとJのシステムを図示したも

のである. システムとしては，地域から外部に向け

ての情報配信の領域，登録ユーザー開の議論の領

域，情報の共有，アーカイブ、化のための 3つの奥な

る領域がある

登録ユーザーは，一人ずつ「マイページ」をもっ.

ここで設定したプロフィール情報は，登録ユーザー
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図 1. さとねっとのシステム

同士のみで閲覧可能である. ログインをおこなうと

記事の書き込みゃコメント， メール機能の利用がで

きる.また，登録ユーザーの一部に，管理者機能を

持たせることができ，主主録ユーザーや記事の削除や

編集等が可能である.なお，これらの情報は，デー

タベースで蓄積される仕組みとなっている 3)

また， SNSの運営を複数で行えるよう利潤権限

として「管理者jと「一般Jの2つを設定した. 1管

潔者Jは， コンテンツ管理の責任者であり，全ての

会員情報を閲覧できる.必要に応じて情報の編集，

投稿カテゴリーの新設や削除， トップページの「お

知らせjへの投稿が可能である. 1一般Jは， コン

テンツの管理には直接かかわらないユーザーであ

る.記事の投稿やコメントやメールの送信といった

機能を利用することができる.

(2)構成と機能

「さとねっとJは， HTMLで作成されユーザーが

情報更新できない回定ページと，データベースで情

報を管理し，ユーザーが投稿により情報更新できる

ページからなる.サイトの開発のねらいに沿って，

トップページの他，次に示す 7つの基本的なメ

ニュー(機能)および，ユーザー管理メニューを組

み込むこととした.

①地区の概要(1草山についてJI福住についてJI後

)11についてJ):地区の概要，地域づくりのコンセプ

ト(理念入交通アクセスなどの基礎情報を紹介する.

5むくらしのi情報 (1くらしの情報J):日常の生活に

必姿な地域情報やイベントや会議等の情報を，カレ

ンダー形式で掲載できる.③フォーラム (1さとづ

くりフォーラムJ):地域づくりに関する協議や提案

を行う掲示板.協議話題(トピック)を作成すると，

そのテー?に対してコメントを重ねることができ

る.④プロジェクト活動 (1草山プロジェクト XJI福
住プロジェクト XJ，1後JlIプロジェクト 21J):プロ

ジェクトや部会活動など，まちづくり協議会のテー

マ・グ、ループを紹介し，その活動内容をそれぞれ公

開できるページである.ワークショップの協議記録，

講演資料等の掲載，蓄積ができる.⑤資源、マップ (1た

からものマップJ1なんでもマップJ)・地区の自然

や文化など名所，観光施設，利便施設など地域資源

な地図上にプロットして紹介できる.地区外からの

訪問者に向けては観光マップともなる.⑥アーカイ

ブ (1文化と自然の記録J):地区のお知らせ，作品，

文献，映像，記録などの情報の保存場所とする.⑦

日記 (1さと便りHしっかわ通信J):地域からのメッ

セージや近況等の報告の場所である.③ユーザーメ

ニュー (1マイページjおよび「さとねっとメンバー

: ID，ニックネームなどのユーザー情報の登

録，管理をおこなう. また，メンバ一一覧ページで，

相互にプロフィーノレを確認で、きるとともに， メール

配信が可能である.

表 1は， メニュー毎の機能を示したものである.先

述のように以上のメニューは，全て閲覧だけは可能で

あるが，装倣された機能を利用する諜には，トップペー

ジ画商右{IWから， メールアドレスとパスワードでログ

インする必要がある.また，記事には全て投稿者のニッ

クネームが表示される仕組みとなっている.

表 1. さとねっとの機能

メニュー 導入機能

トップページ

①地区の概要

②くらしの悩殺
現体

同

一

ク

ル

ン
一

一

リ

ジ

一

ト

ケ

一

ン

ス

一

メ合コ

ダ

…

成

ン
ク
…
作

レ
ン
一
越

カ
リ
一
議③フォーラム

③プロジ£クト活動
記事投稿，ブァイルアップロー
ダー， ヲンク

記事投稿，エリアログヘフア
⑤資源マップ

⑥アーカイブ
リンク

記事投稿， コメント， ファイノレ
⑦日記

ザンク

|会員資銀， プロフィーノレ管理，
③ユーザー管潔(認証)1 

lパスワード管理， メーノレ機能

注.エリアログとは， GoogleMapを活用し，地図上で位

i愛情報を提供する仕組み.

(52 ) 
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(3)費用と拡張性

一般の利用が容易である反面， rさとねっとJの

システムの構築には，一定の専門知識が必要とされ

る.しかし一度システム構築すると，簡単に複製

でき，デザインの変更や回定ベージの作成だけで，

いくつもの地区へ提供することが可能である. rさ
とねっとjのシステム自体は単なるフレームであり，

地域の独自性は，開設後のコンテンツによって発揮

される.独自のデザインを特別に求めなければ，ほ

とんど開設の費用は発生しない 経常的な費用は，

サーバー管理費だけである.また，複数の地区を同

じサーバーにて管;捜し，データベースを共有してい

る.そのため，現在は組み込まれていないが，地区

を横断したりンクや書き込みも可能となるととも

に，蓄積された情報をもとに，今後，新たなウェブ

サイトを構築して活尽することも可能である(図 3). 

持法語ぬ・認の絵む史
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図2. さとねっとのトップページ

r輩出さとねっとj

地域悠箆

密 3.

rt高位さとねっとj r!量111さとねっとJ

地譲住民 地滋伎畏

「さとねっと」のデータベース共有
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4. 利用の実態と評価

(1)利用の実態

「さとねっと」の利用実態をみる.表2は， 3地区

のサイトの開設時期， r住民主主録j数， アクセス数

を示したものである.最も開設が早い草山地区では，

l日あたり， 100程度のアクセスがあり，累積でも

最も多い また， r住民登録Jは，草山で 60，福住で

118，後川で 51であるの.

表 3はメニュー別の投稿件数乞地区毎に示した

ものである.カレンダー機能をもっ「くらしの情報J，

自由な書き込みができる「臼記j の利用が多いこと

がわかる.特に， rくらしの情報Jについてみると，

地域の行事や，スポーツ活動，小中学校の行事など

が， どの地域でも書き込まれている.さらに，草山

地区では協議会の運営委員会や部会会議の情報，福

祉活動についても示されている.

一方で，意見交換の場である「フォーラムム「資

源、マップjや「ブーカイブjは低調な利用に留まっ

ている.なお， rプロジェクト j に隠しては，草山

では活用されているものの，福住では，まちづくり

協議会の事務局メンバーが， ウェブ利用者となって

いないこと，後JIIでは実態としてのまちづくり協議

会の部会が発足準備中となっていることから，全く

利用されていない.

なお，投稿を行っている人数は(記率へのコメン

表 2.利用の概要

表 3.記事投稿

葉山 福E主 後日|

お知らせ (topll 19 5 7 

くらしの情報 502 112 133 

プロジェクト 82 0 0 

資源マップ 13

アーカイプ 16 20 19 

日言己 275 199 70 

総記轍 ! 蛸 346 236 

注・数字は， 2010年 7月現在のものである.
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トだけの人は除く)は，草山で 13名，福住で 14名

である.問地区ともに限定的ではあるが，一定の広

がりのなかで利用されている.

(2)地域づくり活動との関係

具体的な利用の実態については，開設が阜く本格

的に運潤している草山，福伎に限定してみていく.ま

ず，地域づくり、活動における「さとねっと」の活用

と，それを契機とした活動展開を整理する.

主主山地区では，草山さとづくり協議会のワーク

ショップや事業計画策定にあわせて「さとねっとJ

が開設され，協議会の部会として情報発信部会が設

置された.そのため，部会員を中心に情報が頻繁に

更新された こうした経緯から協議会の活動共有を

中心に，地;域の生活情報の提供へと活用が広がって

いる.また，協議会の活動とあわせて比較的高齢者

が学習しながら積極的に投稿している

福住地区では，福住まちづくり協議会とは

直接連動せずにウェブページの開設が検討された.

その擦に，協議会の中心となっているメンバーでは

閤難ということから，若い世代の数人に依頼された.

「さとねっと J 活用のため，安い1ま~が集まること

となったが，これを契機として定期的に集まること

となった.現夜， このグループの活動ははラくすみ

2030プロジェクト Jとして綴織化され， rさとねっ

とj管理に留まらず，盆踊りの復活など，様々な新

しい活動へと広がっている なお，こうした若い1Jt

代の日常的な情報交換は， どちらかというと公式的

な「ざとねっとj と区別した方が利用しやすいとの

意向で， 5J1jにメーリングリストや他の SNSサービ

ス (Mixi)が利用されている.

また，陣地区では， i草山さとねっとjr福住さと

ねっと」と同名の紙媒体の情報紙が発行されている.

ウェブ上での情報が充実するにつれて，インター

ネットを利用しない住民への情報共有が求められた

結果である. rさとねっとj の情報を基にした編集

発行の形態をとっており， rさとねっとJが活動アー

カイブとして機能している.

(3)科用者の評価

2地区を対象にしたアンケート調査にもとづき，

利用者の評価をみる，

アンケート調査の有効回答数は 51 (草山 17，福

住 34)であった 5) 雨地区をあわせた回答者の概要

は，性別が男 70.6%，女 29.4%であり，年代では，

10代:3.9 %， 20 ~ 30代:27.5 %， 40 ~ 50代:

29.4%， 60 ~ 70代:39.2%と比較的高齢者が多い.

集落との関係では，当該地区 41.2%，移住者 3.9%，

他出子弟 13.7%，交流者 9.8%，支援者・関心を持

つ者 17.6%，その他 13.7%と，地区住民でない人が

半数以上を占めている.

まず，回答者の利用実態をみる.王子均の閲覧頻度

合尋ねたところ，最も多いのが「月に数回Jで

31.4%， r一週間に数回J25.5%， r年に数回j が

17.6%と続くが， r一回数回J13.7%と「一日 1回J

11.8%と最低一日 1間は見ている人も多い また，最

も輿味を持って関覧している情報については， rt也域

の日常の出来事jが64.7%と多く，次いで「まちづ

くり協議会等の取組や卒業J25.5%であった. r地域

資源などの地閣情報j，r燦史・文化・自然などの記録J，

rHP J二で、の様々 な;意見交換Jはほとんどなかった.

記事投稿の経験は， 52.9%が「経験あるj と答え，

その頻度については， r年に数回」が 55.6%と最も

多く，次いで， r月に数回J33.3%， r一週間に数@lj

11.1%であった.また，投稿経験のない人にその理

由を尋ねたところ， iHp上に書き込むことが抗、ず

かしいjが60.9%と最も多く， r時間がない・邪魔

くさいJ21.7%， き込みの方法が分からないj

が8.7%であった.

さらに，機能に関する満足度を 5段階で尋ねたと

ころ，平均で 3.71であった また，具体的な操作

の容易性を r5:非常に簡単J~ r1:非常に難しいj

と尋ねた結巣も平均 3.55となり，機能・操作阪で

はおおよその満足が得られている. 自由回答での，

改善点としては， r書き込みの気軽さの向上j，r動
画や写真，テキストの掲示方法の改喜多Jfこ関する意

見が寄せられた なお， rさとねっとJの総合的な

満足度も 5段階で開いた結果，平均で 3.80と高い

表 4. さとねっとの効果

50代以下 160代以上

n=26 n=14 

地域行事がわかるようになった 4.08 4.07 

交友関係が広がり，深まった 3.15 3.57 

地域の資滋や知恵を再発見した 3.42 3.50 

インターネットを活用するように
2.46 4.14 
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υ

一る一B
U

一てっ
‘な…み…し楽…の…身

た
…
自

つ
…
分

な
…
自

地域づくりに役立っている 3.77 3.86 
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満足を得ていることがわかった.

表4は， 1さとねっとJ導入の効果について， 15 : 

非常に当てはまるJ~ 11 :全く当てはまらないj

の5段階で尋ねた結果を整理したものである 特に

50代以下において， 1地域の行事がわかるように

なったj (4，08) こと， 60代以上においては， rイン

ターネットを以前より利用するようになったj

(4.14入「自分自身の楽しみになっているJ(4.29) 

という点において評価が高いことが特徴である.地

域づくりへの役立ちについても，世代に関係なく高

く手阿部されていた.

なお，今後，最も充実を望む内容としては， 1地

域の日常の出来事j， IHP上での様々な意見交換J

がともに 25.5%と多く， 1歴史・文化・自然などの

記録J17.6%， 1まちづくり協議会等の取組やZ事業J

15.7%，地域資源などの地図情報j13.7%と続いた.

その他，自由記述では， 1欠かすことができない

情報手段になったj，rメールのやりとりが土問えたJ

(ともに， 60代・努)， 1家電量販広と貌密になったj

(70代・女)， 1自分のブログもはじめたj (50代・男)

など，インターネット自体の活胞を促進しているこ

とや， 1イベントの予定がわかり参加しやすくなっ

たJ(40代・男)， 1確認することで地域のことを考

える機会が増えたJ，1地域活動に参加するように

なったj(30代・男)， 1地域を散策したくなったJ(10 

t¥:・-t:) など地域の見直しゃ参加の機会とて影響を

与えていることが確認できた.一方で課題として，

「会員を増やすことJ，1インフラだけでは培えず，

仕掛けが必姿J，1一定の集まりと思える(関わりづ

らい)Jといった利F持者拡大に関すること， 1メニュー

の使い分けが難しいj，1商品を販売したい」といっ

たメニュー拡充に関することが示された.

5.考察

最後に「さとねっとJの効果と課題弘藤田らの

示した 3つの側面から考察する. 1)参加のプラッ

トフォーム・場の側面では， 1さとねっとJが若者

や交流者など従来の地域づくり活動に参加していな

かった人々にとって， もう一つの参加の場として機

能していることが確認された. しかしながらその一

方で設計図的のーっとした他出子弟の参加の場とし

ては十分に機能しておらず課題として残った. 2) 

共同体的・表出的な側面では， 1さとねっとJでは，

( 55 ) 

ウェブ上で議論やコミュニティが生成することほと

んどなかった.そうした機能は，むしろ実際の活動

として現れた.一般の地域 SNSと異なるこうした

結泉は，生活に密着した「集落 SNSJの特性のー

っとして評価されるものの，ウェブ上でのコミュニ

ティ形成を促す機能の充実，仕掛けづくりは課題で

ある.その一方で， 1さとねっとj そのものが，高

齢者にとっては，インターネット利用の契機，学び

の機会や生き甲斐となっていることも注泊しておき

たい. 3)機能的・用具的な側閣では，地域の情報

の表出化と蓄積・共有の機能を十分来たしているこ

とが確認された.更には，紙媒体と連動して地域で

の情報共有を高めるという効果も出ている.

以上のように，今回開発した「さとねっとJシス

テムは，これまでの一元管現型のウェブサイトのも

つ欠点を克服し，新たな参加の場として機能し，継

続的に情報を蓄積・発信することを可能としている

ことが確認された.今後の技術進歩に応じて改良や

機能付加の必要性はあるものの，現時点では地域活

動を支えるウェブシステムとして，必要十分な機能

を鍛えており，汎用性も高い.今後の利用の拡大と

それを後押しする支援制度の整備が望まれる.

注1)SNSとは，人と人とのつながりを促進，サポート

するコミュニティ型のウェブサイトのこと

2) 本総のIt~例は，厳密には，後数集落による f地区j

を対象としたものであるが，利用条件に大きな羨

はないと考える.そのため段付を対象とすること

を明示するために地区SNSまたは自治会SNSで

はなく， IW，浴SNSJと称することとした.

3) Apache， MySQL， PHPが稼働しているサーバーが必

喜きである.大手のレンタノレサーバーには， 5定装さ

れていることが多い.

4) 後川地区では，協議会活動の取組のなかで「さと

ねっとJの管理体制が十分に定まっていない.

5) 厳密には 2地IRは別々に分析することが望ましい

が， 2:itl1l玄関で極端な結果のまをがなかったため，

併せて fさとねっとJ全体として評倒iとしている.
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