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第１章 地域とＳＮＳの出会い 

-1 はじめに   ～北海道の現状とＩＣＴへの期待～ 
全国に一歩先駆けて少子高齢化社会につき進んでいる北海道。これと並行して否応なく

行している地域の人口減少。都市集中がいっこうに止まらない現状の中で、社会全体が

イフスタイルをどうとらえ直し地域への分散や定着が始まるのかどうかは、経済自由競

の折り返しを実感する我が国の試金石と言えます。と同時に、地域にどう産業と雇用の

を維持していくのか、またどう新しいシーズを見つけていくのか、これは地域がずっと

えてきた問題ですが、今、社会変貌の時期にあって喫緊の命題と捉えられています。 
この答えは、地域のコミュニティをどう維持していくのかと密接不可分であり、地域に

居着く」「戻る」「集まる」という人の動きは、地域レベルやコミュニティレベルで備わ

ている社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）の厚さに依存しているのではないかと

えられるようになりました。 
ＩＣＴ（Information & Communication Technology）は、21世紀に活躍する重要なツ
ルと位置づけられていますが、わたしたちは特に、新しい手頃なコミュニケーションツ

ル「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」（以下、ＳＮＳ）に着目しました。まだ、

分なシステムが出そろっていない時期に自主開発を目指したために時間を費やして遠回

してしまいましたが、そのつまづきをバネにして半ば手作りのように改良を加えて自分

ちのイメージに合わせ、かつ、口コミを中心にして参加者を拡大した結果、コアになる

ミュニティのような空間「どっとねっと」という地域ＳＮＳを作り上げることができま

た。実際の運用のなかで、わたしたちは、地域ＳＮＳが生産者と消費者、都市生活者と

方生活者をつなぎ、かつ、少子高齢化社会に密接な「生老病死」という人が生きて死ぬ

での根幹に関わる領域で、重厚なコミュニケーションを構築でき、地域活性化につなが

という新しい可能性を発見しました。 
以下、本章では実験サイトのねらいと各地の展開をあわせてまとめてみましょう。 

-2 mixiと地域ＳＮＳへのそもそもの着目 
公益法人としての当協会の大きな業務は、北海道の開発に関する調査研究や広報活動と

っています。調査研究のある部分は研究所で担当してきたのですが、当時は、北東ユー

シアとの交流に関する研究、および生活に根ざした観光に地域づくりの芽を探す調査、

レベルで進む構造改革の波の中で北海道の経済と社会はどのような変貌を遂げているか

調査等を進めてきました。そのような調査に一貫しているのは、北海道及び地域をどう

えどう活性化していくことができるかの視点でした。特に人口減少が進む地域では、コ

ュニティの維持という原点の話が危機感をもって語られていました。 
平成 16年の終わり頃も、ちょうどそのような最中でした。コミュニティ内の情報の受発
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信、外部との情報の受発信いずれにあたっても、インターネット等のＩＣＴを駆使するこ

とは当然ながら浮かび上がり、そのための高速通信網のデジタルデバイド（情報インフラ

の格差による不平等）を避けるのが大きな課題となっていました。折しも、米国を中心に

ＳＮＳが企業内連絡に使われたり、人脈の開拓に有効などというふれこみで広まり始めて

いました。 
当時の日経プラス１（2005/5/7）の記事には、主なＳＮＳのことが下の表のように書いて
あります。 

 
  表 1-1 2005 年当時のＳＮＳの現状 

名 称 運営会社 サービス開始時期 会員数 特  徴 
mixi 
（ミクシィ）

イー・マーキ

ュリー 
2004年 3月 約 58万人 国内最大手。IT 系

やｸﾘｴｰﾀｰ系の会員

が多い。 
GREE 
（グリー） 

グリー 2004年 2月 約 16万人 日本初の SNS。有
名大学の学生や有

名企業の社員が多

い 
Echoo! 
（エコー） 

ゆびとま 2004年 4月 約 13万人 同窓会ｻｲﾄ「この指

とまれ！」と連携 
キヌガサ Paperboy&co. 2004年 6月 約 3万人 自分の得意分野を

登録する制度あり 
トモモト Life on 2004年 3月 約 4000人 ビジネス重視。紹介

制でない 
  注）日経プラス１「ネットで育む仕事十脈」（内永ゆか子 2005/5/7から抜粋） 

 

2008年 1月時点で参加者 1240万人を数えるというmixi も当時は 58万人で、クリエー
ター系が多いというあたりは隔世の感を覚えます。協会のＳＮＳの検討もちょうどmixiが
始まった年の暮れに動き始め、次年度の社会実験について検討を始めたのでした。ＳＮＳ

の本も少しずつ読み始めてはみたのですがどうも実態がいまひとつかめません。mixi にも
登録し、九州は八代市の「ごろっとやっちろ」（2004年 12月スタート）等にも加わったこ
ろに、ようやく少し実像が見えてきました。 
そうこうしながら、平成 17年の春から独自のＳＮＳを立ち上げようと準備を始めること
にしました。実像も掴みきれない中で、実験サイト構築の企画を出していくことはちょっ

とした綱渡りであり、かつ、オリジナルを目指したために XOOPS というシステムを用い
てフリーの素材（モジュール）をバイキング方式で選択し組み立ててみるという冒険もお

かしました。寄せ集めの機能をくっつけて 40人程度で模擬実験が開始されたのはいいので

5 



 
第１章 地域とＳＮＳの出会い 

 

すが、既存のＳＮＳのようなスムーズさ、デザイン性に著しく欠け、その修復のためのプ

ログラム操作に忙殺される始末です。結局、この年は XOOPS を使い切れないまま挫折し
ました。そんな折りに出会ったのが、現在の Open PNE（オープン・ピーネ）でした。 
平成 18 年春にこの Open PNEで対応することに決めてからは、後述するようなコンテ
ンツを固めて先ず8月に仮オープン、9月下旬には協会の関係者、スタッフの友人知人など、
口コミで参加者を募って動き始めました。 
 
1-3 追い風になった総務省等の取り組み 
 広域分散型社会と言われる北海道において、ＳＮＳはとりわけコミュニケーションの道

具として利用価値が高いのではないか、と考えました。八代市の「ごろっとやっちろ」に

垣間見られるマチと人の関係は、どうもそんな印象を育てるのに十分なほどアットホーム

で、北海道に住む「どっとねっと」関係者も八代に容易に受け入れられました。一方、mixi 
にも登録しその機能性も充分堪能しながら、わたしたちのＳＮＳを、Open PNE で構築し
ていったわけです。 
 その際、手探りの実験サイトにとって朗報だったのは総務省の取り組みでした。「地域の

コミュニケーションへの寄与」というほぼ同じ観点から、国レベルが並行して動きがある

のは安心であるばかりか、同省の研究会の検討内容とその進行をホームページによってリ

アルタイムでみていけるのはとても心強い話であり、北海道の広域な地域ＳＮＳにそれな

りの意味がきっとある、というかすかな自信につながっていました。 
 特に、平成 17 年（2005 年）に始まった「ＩＣＴを活用した住民参画のあり方に関する
研究会」の資料は毎回とても参考になるもので、19年 3月の報告書では、ＳＮＳの活用の
背景やＩＣＴを活用した地域活性化の全国の事例などが紹介されています。 
  http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070529_2_si2.html
 さらに「住民参画システム利用の手引き」が用意され、地域ＳＮＳの導入を検討してい

る方々にとっては導入経費やルールづくりなど大変参考になるサイトがあります。 
  http://www.soumu.go.jp/denshijiti/ict/contents/index.html
 ＩＣＴの中でも特にＳＮＳにしぼったものとしては、同じく平成 19年 2月に（財）地方
自治情報センターが出した「地域ＳＮＳの活用状況等に関する調査報告書」があります。

このレポートでは、全国の市町村やＳＮＳ運営主体を対象にしたアンケート調査を実施し

報告されています。 
  http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/rdd/community/survey/sns_survey.html
 平成 18年～19年にかけての調査では、全国 1534の自治体からの回答があり、68.9％の
自治体が関心があると答えています。北海道は 149 の自治体から回答があり、関心がある
と答えたのは 61.7％でした。また、地域ＳＮＳがあると答えた自治体は、全国では 6.6％、
北海道は 3.4％（回答した 149自治体のうち 5自治体）でした。都道府県別にみると福井県
23.1％、兵庫県 20.9％とが高く、これは県全域を網羅する地域ＳＮＳ（各々、「Fukui 
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Freaks!」 および「ひょこむ」）が存在することによっているようです。実験サイト「どっ
とねっと」も対象とするメインのエリアは市町村ではなく、オール北海道を目指していま

すが、実際は全道規模で網羅するには至っておらず、そのかわり、本州や四国、九州のほ

か外国に住む北海道関係者や関心のある方々で構成されているのが現状です。下表には、

平成 18年末時点の全国の地域ＳＮＳを掲げます。 
 
表 1-2 地域 SNS 一覧 

1 北海道 NaMaRa道産子ＳＮＳ http://star.atpne.jp/namara/ 道産子SNS運営委員
会／オフィス自由人 

2 北海道 北海道ドリーム・カフェSNS https://audi-cafe.so-netsns.jp/ 市民活動団体
北海道ドリームプロジェクト 

3 北海道north land http://star.atpne.jp/hokkaidou/
4 北海道 北海道ＳＮＳ http://www.hokkaido-sns.net/sns/ 北海道開発協会開発調査
総合研究所 

5 北海道 札幌っ子SNS http://atpne.jp/sapporokko/ 札幌っ子運営事務局／オフィス
自由人 

6 北海道 マイとかちSNS http://www.mytokachi.jp/ch/sns/ 個人 
7 北海道 むろらんSNS http://atpne.jp/muroran/ 個人 
8 北海道 苫トモhttp://tomatomo.net/ 個人 
9 北海道 きたみSNS http://atpne.jp/kitami/ 個人 
10 北海道 946.+ http://plus.0154.jp/ 個人 
11 北海道 kushi.ro http://kushi.ro/ 個人 
12 北海道 084946.sns http://sns.084946.com/ 釧路情報バラエティサイト 

084946.com  
13 北海道 旅なび！網走コミュニティhttp://www.noah.ne.jp/tabisns/ 網走市経済部

観光室観光課 
14 北海道 流氷コミュニティAERU http://www.noah.ne.jp/aeru/ 株式会社ノア 
15 北海道 snsFurano http://furano.biz/sns/ ふらのビズ 
16 北海道 WAになってしべつSNS http://www.a-side.jp/sns/ 武井祐司（個人）  
17 北海道ShutterBugSNS http://119.moo.jp/sen/public_html/
18 北海道 稚内人SNS http://star.atpne.jp/wakkanai/ オフィス自由人 
19 北海道 旭川人SNS http://star.atpne.jp/asahikawajin/ オフィス自由人 
20 北海道 帯広人SNS http://star.atpne.jp/obihiro/ オフィス自由人 
21 北海道 北見人SNS http://star.atpne.jp/kitamijin/ オフィス自由人 
22 北海道 富良野・美瑛SNS http://star.atpne.jp/furano/ オフィス自由人 
23 北海道 小樽人SNS http://star.atpne.jp/otaru/ オフィス自由人 
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24 北海道 函館人SNS http://star.atpne.jp/hakodatejin/ オフィス自由人 
25 青森 青森SNSコミュニティhttp://www.aocomi.com/ 青森コミュニティサイト 
26 青森 @ami'z http://amiz.jp/top.html 株式会社富士通東北システムズ 
27 青森 はちのへ地域SNS http://sns.city.hachinohe.aomori.jp/ 八戸市総務部情報

システム課 
28 岩手 ふぁにーねっとhttp://www.hi-yo.jp/other/funny.html ふぁにーねっと事務
局（個人）  

29 宮城 仙台ＳＮＳ http://sendaisns.jp/ 仙台地域SNS実験プロジェクト 
30 宮城 仙台人SNS http://sendaijin.net/ リングファクトリー有限会社 
31 秋田 akitach SNS http://atpne.jp/akitach/
32 山形 まじゃーれLNS http://majale.jp/ 山形市市民活動支援センター内 
33 山形 SNSやまがたhttp://snsy.jp/ 株式会社スズキ通商 
34 福島 sicon http://sicon.jp/ 株式会社デザイニウム 
35 福島 SNS_IWAKI http://atpne.jp/hot1210/ 個人 
36 福島 iwaxi(イワキシィ) http://atpne.jp/wwww/
37 茨城 いばLucky！ http://atpne.jp/ibalucky/ 個人 
38 茨城 茨城ＳＮＳ http://ibarakinavi.net/sns/member.html 茨城ナビネット 
39 茨城 mini choco http://atpne.jp/minichoco/
40 栃木 tochigi-zine http://tochigizine.net/ 個人 
41 群馬 Wind SNS http://sns.wind.jp/ 群馬インターネット株式会社 
42 群馬 GuMiOn http://www.gunma.to/
43 群馬 まえばしSNS http://www.maebashi-sns.jp/ まえばし市民ネットワークシス

テム運営委員会○ 
44 埼玉 SAITAMA SNS http://saitama.uxu.jp/ 任意団体埼玉企画 
45 埼玉 サクセス- 埼玉地域限定SNS http://mix.24hp.net/saccess-top.html アイ・

ロジック 
46 埼玉 埼玉フォーラムANNEX http://fsaitama.net/ 埼玉フォーラム運営事務局 
47 埼玉 SWAN NET http://www.liblog-sns.jp/swan/ 株式会社ライブログ 
48 埼玉 ASAKA.INFO http://asaka.info/ ASAKA.INFO運営事務局（個人） 
49 埼玉 いやしの里http://ha-nyu.com/ 智行．Net（個人サイト） 
50 埼玉 入間SNS コミュニTEA http://atpne.jp/iruma/ コテカの会ＩCT研究部会 
51 埼玉 ちちぶ市民ネットワークサービス「ちっち」https://sns.city.chichibu.lg.jp/ 
秩父市 

52 千葉 房州わんだぁらんどhttp://wandara.net/ NPO南房総ＩＴ推進協議会 
53 千葉 あみっぴぃhttp://amippy.jp/ NPO法人TRYWARP 
54 千葉 ちばうぇ～ぶＳＮＳ http://sns.chiba-wave.jp/ 有限会社ジーウェイブ 
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55 千葉 千葉ニュータウンパークhttp://cnt-park.info/ 千葉ニュータウンパーク運営
事務局 

56 千葉 Kashiwa SNS http://www.ogacom.net/ 株式会社オガコムジャパン 
57 千葉 流山SNS https://nagareyama.so-netsns.jp/ 個人 
58 千葉 八千代ナビライフhttp://yachinavilife.sns.fc2.com/index.php 個人 
59 千葉 佐倉ラボSNS http://sns.sakura-lab.com/ セブンリップルス 
60 東京 渋谷区SNS http://shibuyaku.jp/ マリオネックス 
61 東京 Yebisy! http://yebisy.jp/ 株式会社シャトーオフィス 
62 東京 代官山JAM http://d-jam.net/ 株式会社ヒューベースi  
63 東京 カメレオンhttp://sns.adachiku.info/public_html/ 株式会社カメレオン 
64 東京 ふちゅうじんhttp://fuchujin.com/ Project yoshi  
65 東京 六本木貴族http://kizoku.jp/ Project yoshi  
66 東京 シモフリhttp://shimokita.org/ Project yoshi  
67 東京 表参道comnit http://omotesando.comnit.jp/ 株式会社ラソナコミュニティ
マーケティング事業部 

68 東京 渋谷comnit http://shibuya.comnit.jp/ 株式会社ラソナコミュニティマーケ 
ティング事業部 

69 東京 千石SNS http://sengoku.sns.fc2.com/login.php
70 東京 八王子SNS http://atpne.jp/hachi/ 八王子ドットネット 
71 東京 Nikotama Social Network http://atpne.jp/nikotama/ Nikotama Social 

Network運営事務局 
72 東京 hixi*net http://sns.hikarigaoka.gr.jp/ 光が丘ウォーカー（個人サイト 

http://www.hikarigaoka.jp/）  
73 東京 赤坂見附SNS ミツキィhttps://akasaka-mitsuke.so-netsns.jp/
74 東京 杉並Socialnet http://atpne.jp/suginami/ ボランティアによる運営 
75 東京 Xshibuya（クロスシブヤ） http://sns.xshibuya.jp/ 広域渋谷圏クリエイタ

ーマッチング有限責任事業組合 
76 東京 せたがやつながりhttp://sns-setagaya.jp/ 世田谷生活向上委員会、有限会社 

OMOSLOW ○ 
77 東京 ちよっピーhttp://www.sns.mm-chiyoda.jp/ 財団法人まちみらい千代田 
78 神奈川 Bay Net http://www.liblog-sns.jp/baynet/ 株式会社ライブログ 
79 神奈川 ジモトモ！都筑区http://tsuzuki.jimotomo.jp/
80 神奈川 かわさき・ソーシャルネットhttp://kawasaki-social.net/ 社団法人川崎地

方自治研究センター 
81 神奈川 ソーシャルネットSHONAN http://atpne.jp/fumofumo/ 個人 
82 神奈川 よりみち平塚http://www.bit-hiratsuka.jp/ 有限会社ビットシステム 
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83 神奈川 湘南Clip http://www.shonan-clip.jp/ 株式会社カヤック 
84 山梨 JANNE（ジャンネ） http://www.janne.jp/ 有限会社ティーアップ 
85 山梨 南アルプス市SNS http://nanpus.sns.fc2.com/login.php 個人 
86 山梨 e-こうふ情報ねっとhttp://www.e-kofunet.jp/ 甲府市 
87 新潟 JCAN－上越コミュニティエリアネットワークhttp://www.jcan.ne.jp/ 株式
会社ジェーミックス 

88 新潟 おここなごーかhttp://www.sns.ococo.jp/ NPO法人ながおか生活情報交流ね
っと 

89 長野 ながのなびSNS http://www.naganonavi.com/ 個人サイト 
90 長野 N[エヌ] http://beta.n-sns.jp/ 長野地域SNS運営委員会 
91 長野 須坂de SNS http://sns.suzaka.ne.jp/ NPO法人信州SOHO支援協議会 
92 長野 ハートフルネット都留 

http://heart.city.tsuru.yamanashi.jp/opencity/public/ 都留市まちづくり市民活動
支援センター 

93 富山 ユーコレhttp://sns.yuc.jp/ 株式会社トマック 
94 富山 Comfy http://milktea.orz.hm/
95 石川 よってきまっし！ http://atpne.jp/kanazawa/ 個人 
96 福井 フープスhttp://atpne.jp/foops/ citrus  
97 福井 Fukui Freaks! https://fukui-freaks.jp/index/login/ 丹南ケーブルテレビ株
式会社 

98 東海地区Opt_gate http://www.optlife.jp 株式会社オアシス 
99 静岡 SNS@Shizuoka https://shizuoka.so-netsns.jp/ 個人 
100 静岡 静岡の人SNS http://shizuoka-jin.com/ 株式会社豪コーポレーション 
101 静岡 静岡SNS https://shizuoka-sns.so-netsns.jp/
102 静岡 Fuji de Co.（ふじでこ） http://sns.fujideco.com/ GREENSING  
103 静岡 大好きまきのはら登録希望者に URL を返信で連絡協働推進市民フォーラ
ムまきのはら情報グループ 

104 静岡 ｅ－じゃん掛川http://e-jan.kakegawa-net.jp/ 掛川市 
105 愛知 あいふれhttp://sns.138files.com/ １３８ふぁいるず 
106 愛知 名古屋SNS http://758sns.net/
107 愛知 FurgleSNS http://furgle.sns.fc2.com/login.php
108 愛知 わいわい情報市場http://waiwai.johoichiba.net/ JPACCESS.net
109 愛知 Nagoya Club SNS http://atpne.jp/nagoyaclub/ 個人 
110 愛知 NNN-NET（愛知県中川SNS） http://atpne.jp/nnn/
111 愛知 どすごいネットhttp://genki365.net/gnkh02/pub/index.php
東三河市民活動推進協議会（豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市 
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の５市） 
112 愛知 一宮市民活動情報サイト 

http://genki365.net/gnki/customer/ichinomiya/index.php 一宮市地域ふれあい課
（地域自治・NPOグループ） 

113 愛知 かめぞうhttp://kamezo.cc/ 株式会社キャッチネットワーク 
114 岐阜 レッツぎふhttp://www.lets-gifu.com/ 有限会社ネクステージ 
115 岐阜 郡上市ネットワークサービスGujo Pne http://www.gujo.ne.jp/ （株）高鷲

情報技術 
116 岐阜 おおがき地域SNS http://sns.city.ogaki.gifu.jp/ ＮＰＯ法人パソコンまるご
とアシスト 

117 三重 伊勢の国SNS http://miesns.net/ STARBOARD有限会社 
118 三重 IGA Network Communications http://iga.x360.jp/home/ 個人 
119 三重 Deaf Friend SNS http://deaf.x360.jp/
120 三重 東紀州ほっとネットくまどこhttp://www.kumadoco.net/group/index.php 

NPO法人東紀州ITコミュニティ 
121 三重 mie-SNS（仮称） http://www.gisken.jp/mie_sns/ NPO法人みえIT市民会
議 

122 関西地区 京阪SNS http://www.kei-han.com/ KT STUDIO  
123 京都 こまちhttp://www.kyoto-inetbb.jp/sns/index/login 京都アイネット株式会

社 
124 京都 マイ京都SNS http://atpne.jp/681213/
125 京都 Ripple京都http://www.ripplekyoto.net/top.php Ripple京都運営局（個人）  
126 京都 縁人http://www.enzin.net/ 株式会社縁人 
127 京都 お茶っ人http://www.sns.ochatt.jp/ 宇治市 
128 大阪 大阪SNS <Rz> http://osaka.sns.fc2.com/login.php
129 大阪 JAM http://osaka-jam.com/ ストラテジックデザイン有限会社 
130 大阪 なにわっこラボNaniwa-collabo http://moon.atpne.jp/naniwakko/ くらっ

きーず 
131 大阪 南大阪SNS http://nanoty.jp/osaka/ ナノティ株式会社 
132 大阪 なかもずSNS http://nakamozu.sns.fc2.com/login.php
133 大阪 北摂SNSfoxi http://www.foxi.name/
134 大阪 堺っ子SNS http://sakaikko.com/ SAKAIKKO.COM（個人） 
135 大阪 アルバーダSNS http://sns.bar-albada.com/ LIFIS PROJECT有限責任事

業組合 
136 大阪 マチカネっ人http://anshin.city.toyonaka.osaka.jp/ 豊中市情報政策室 
137 兵庫 ひょこむhttp://hyocom.jp/ NPO法人はりまスマートスクールプロ 
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ジェクト 
138 兵庫 ショコベhttp://shokobe.com/ ショコベ有限責任事業組合 
139 兵庫 CLOVER http://clover.h555.net/ 関西ブロードバンド株式会社 
140 兵庫 Amayan http://ama.coron.jp/
141 兵庫 淡路っ子どっとこむhttp://www.awajikko.com/ 有限会社ピーシーラボ 
142 兵庫 西播磨特産館http://e-banshu.net/user.php たつの市龍野商工会議所及び
宍粟市山崎町商工会 

143 兵庫 せんぐりコムhttp://sns.sasayama.jp/ 篠山市 
144 兵庫 ＠香美http://kami-kami.town.mikata-kami.lg.jp 香美町 
145 滋賀 シガスタイルコミュニティhttp://sns.shigastyle.jp/ IST  
146 和歌山 わかやまゲートタウンCircle http://sns.gatetown.net/main/ 合資会社ア

ークトラスト 
147 和歌山 電子公民館http://sns.chw.jp/ 橋本市 
148 山陰地区 がいな山陰SNS http://sanin.mobi/ 有限会社日本開発 
149 岡山 スタコミhttp://sns.standardnet.jp/ 株式会社スタンダード 
150 岡山 uno http://sns.e-uno.org/ 宇野電子町内会 
151 広島 ぴろねっとhttp://hiroshima.nvo.jp/ 株式会社ネクストビジョン 
152 広島 HIROSHIMA-ZONE.NET http://www.hiroshima-zone.net 株式会社クリ

ア 
153 広島 スポットひろしまhttp://spot-hiroshima.com/public_html/ コラボネット
スポットひろしま運営事務局 

154 広島 Bridge http://actlocal.sns.fc2.com/login.php 有限会社コネクト 
155 山口 おいでませ山口 SNS http://yamaguchi.sns.fc2.com/login.php e-web 

design studio  
156 山口 馬関っ子SNS http://bakankko.info/ 馬関っ子SNS運営事務局 
157 山口 KAKEHASHI http://www.suouoshima.com/sns.html 周防大島ドットコ
ム、周防大島町観光協会 

158 山口 島トモhttp://www.kin-sai.net/sns/ きんさいネット 
159 山口 いわこみゅ http://sns.iwakuni.biz/ いわくにソーシャルネットワークサー
ビ 

160 徳島 AWA-BEAT http://awa.call-i.com/about/ 有限会社アイコール 
161 香川 ドコイコパークhttp://www.dokoiko.co.jp/park/ 株式会社ドコイコ 
162 愛媛 えひめネットhttp://www.ehime-net.com/ えひめネットワークサービス 
163 愛媛 よらんかほい！ https://sns.city.shikokuchuo.ehime.jp/ 愛媛県四国中央市

企画課広報広聴係 
164 愛媛 イマソウhttp://sns.imabari.net いまばりネット運営委員会 
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165 高知 まるごと高知SNS http://www.maru-kochi.com/
166 高知 高知ネットhttp://kochinet.info/ 個人 
167 福岡 VARRY http://www.varry.net/ 株式会社カプセルコーポレーション 
168 福岡 Fukuoka Style http://www.fukuokastyle.net/i/ TsukuruStyle  
169 福岡DOGENNE -ｓｎｓ- http://sns.dogenne.net/login.html デザインオフィス

“ファンカレック” 
170 福岡 筑後っ子SNS http://chikugokko.info/
171 福岡 ママすきhttp://www.mamasuki.com/ 株式会社エヌ・エル・エーママすき

編集部 
172 福岡 ちっごねっとhttp://www.chiggo.jp/ 筑後田園都市推進評議会 
173 福岡 おおむたSNS http://sns.ai-jo.net/ 大牟田市 
174 佐賀 ひびのコミュニティhttp://www.saga-s.co.jp/ 佐賀新聞社 
175 佐賀 SNS-佐賀http://saga.pm-jp.com/ パワーマスター 
176 佐賀 SNS-嬉野http://ureshino.pm-jp.com/ パワーマスター 
177 佐賀 SNS-鹿島http://kashima.pm-jp.com/ パワーマスター 
178 佐賀 武雄-SNS http://sns.sagatakeo.jp/ パワーマスター 
179 佐賀 呼子ネットSNS http://sns.yobuko.net/ 有限会社城屋 
180 佐賀 かたらし基山http://www.kiyamanet.com/sns/ CSO楽縁基山かたらし基山

運営事務局 
181 長崎 長崎！長崎！ http://nx2.jp/ 個人 
182 長崎 ナガツクhttp://nagatsuku.jp/ 株式会社ネットビジネスエージェント 
183 長崎 五島ウェブＳＮＳ http://www6.ocn.ne.jp/~goto-web/gotowebsns.htm 個

人 
184 長崎 gotoかたらんねっとhttp://sns.egoto.jp/ 五島市 
185 熊本 光の玉手箱https://www.hikaribako.jp/ 株式会社NTT西日本－中九州 
186 熊本 そーしゃるくまhttp://snskuma.jpn.org/ 球磨村青年団 
187 熊本 ごろっとやっちろhttp://www.gorotto.com/ 八代市 
188 大分 ＳＰＡＬＡＮＤ http://osns.sns.fc2.com/login.php 個人 
189 大分 かぼすフレンズhttp://www.kabosu-navi.com/sns/ Portal-works.com  
190 大分 だいきんりんＳＮＳ http://sns.daikinrin.jp/ ＮＰＯ観光コアラ 
191 宮崎 のべおかんhttp://atpne.jp/nobeokan/ 個人 
192 宮崎 みやざきSNS イイジ…ネットhttp://eznet.jp/
193 宮崎 HYUGA WAVEソーシャルネットワークhttp://sns.hyuga.jp/ 有限会社ヤ
ッシュ 

194 宮崎 えびティーhttp://sns.t617.com/ 宮﨑公立大学 
195 宮崎 高鍋ＳＮＳ http://tsn.msns.jp/ 有限会社高鍋第一ホテル 
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196 鹿児島 NikiNiki http://nikiniki.tv/ 鹿児島テレビ放送株式会社 
197 鹿児島 かごともhttp://kagosima.info/ 合資会社コムネット 
198 鹿児島 鹿児島みんなの広場SNS http://atpne.jp/soho/
199 鹿児島 薩摩おごじょカフェhttp://ogojo.jp/ 薩摩おごじょネット 
200 鹿児島 rafel～ラーフル～ http://rafel.jp/ 株式会社玉里自動車学校 
201 鹿児島 カゴシマライフネットＳＮＳ  

http://kagoshima-life.sytes.net/index.html カゴシマライフネット 
202 鹿児島 枕崎SNSあびしゃ～ネットhttp://nansatu.com/sns/makurazaki.html 

なんさつONLINE 
203 鹿児島 アマミーゴ! http://amamix.net/amamigo/ アマミックスWEB 
204 鹿児島 ま～じんまhttp://sns-amami.jp/ 奄美市 
205 沖縄 R-58 http://sns.r-58.net/ 株式会社ファインズ・システムコンサル 
タント 

206 沖縄 YUNTAKU http://sns.yuntaku.com/ Clickおきなわ 
207 沖縄 沖縄ＳＮＳ http://sns.55okinawa.com/ 沖縄SNS事務局 
208 沖縄 miyakojima SNS http://atpne.jp/miyakojima/ 個人 
209 沖縄 ｅ→moai http://www.e-moai.com/ 有限会社ファンタジスタ沖縄 
210 沖縄 宮古島情報サイトあは～宮古島！ http://sns.miyakois.net/ 有限会社ピー

シーハウス 
 

出所）＊（財）地域自治情報センターから抜粋（2006年 12月時点） 

 
1-4 公益法人としての地域ＳＮＳに対する注目 
 公益法人が取り組む地域ＳＮＳとしては、利用者同士の単なるコミュニケーションのほ

かに、やはり地域の問題を解決するツールになることが求められます。わたしたちはこの

ために図 1-1のような組み立てをイメージして着手しました。ＳＮＳに何を期待をしている
のかがおわかり頂けると思いますが、先に述べた総務省の「ＩＣＴを活用した住民参画の

あり方に関する調査研究事業報告書」ではＳＮＳの活用背景として次のような考え方が示

されています。ちょっと長いのですが引用してみます。 
 

「ＳＮＳが住民参画に有効なツールとして注目された背景には、誰でも気軽に利用

できること、無責任な発言や行動の温床になり易い匿名性を排除し得るということ

などの特徴がある。たとえば、行政が主催する会議への参加は、地域住民にとって

は敷居が高く、移動の手間や時間的な制約等も手伝って、実際に会議に参加する地

域住民は、参加意欲の高い一部のみであった。そのため、会議で取り上げられる地

域住民の意見が、民意を十分に反映しているとは言えず、行政が民意を的確に把握

14 

http://nikiniki.tv/
http://kagosima.info/
http://atpne.jp/soho/
http://ogojo.jp/
http://kagoshima-life.sytes.net/index.html
http://nansatu.com/sns/makurazaki.html
http://amamix.net/amamigo/
http://sns-amami.jp/
http://sns.r-58.net/
http://sns.yuntaku.com/
http://sns.55okinawa.com/
http://atpne.jp/miyakojima/
http://www.e-moai.com/
http://sns.miyakois.net/


 
第１章 地域とＳＮＳの出会い 

 

できていない状況も全国で多く見受けられている。そして地域住民が「いま現在の

素の意見」を抵抗無く、かつ個人としての責任をもって提示し、行政との双方向的

でフラットなコミュニケーションが実現していくには、ＳＮＳの活用が非常に有効

な手段であると考えられている。」 
 
図 1-1 当協会が想定した調査のイメージ 

【調査の目的とテーマ】 

 
今後人口の先細りが予想される道内の各地域の活性化策のひとつとして、ＩＣＴ

（Information & Communication Technology）を活用したコミュニケーションの仕
組みを検討する。ＩＣＴによる地域のネットワーク化、それによるより顔の見える

コミュニティの形成と、グローバルなネットワークを視野に入れつつ、特にソーシ

ャルネットワーキングサービス（以下、ＳＮＳ）という新しい手法に着目して、北

海道開発と地域の問題解決に寄与する情報インフラとしての可能性および活用策等

について具体的・実証的に検討する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    【検討の概要】            
 

■北海道を拠点に 
し、新しい北海道を 
創造するための、北 
海道人によるＳＮＳ 
の構築 

■人口減少が進む道
内各地域の活性化シ
ステムとしてのＳＮ
Ｓ活用策の検討 

■自治体における 
ＩＣＴへの取り組み
の現状とニーズ、課
題の把握 

 
 
 
 
 
 
 
      

ＳＮＳの実証的検討 
（立ち上げ・改善・運用） 

 
 
 
 
 
 

 
運用、改善、管理、分析＋実用マニュアル 
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 北海道におけるさまざまな地域の問題解決に寄与するのではないかという仮説に基づい

て実証的検討は始められたのですが、総務省の報告ではさらにこう述べています。 
 

「ＳＮＳの中でも、特に地域の課題解決を行うために構築されたＳＮＳを「地域Ｓ

ＮＳ」と呼ぶ。民間のＳＮＳと地域ＳＮＳの違いについては、構築目的、主たる利

用者、情報公開の形態等に違いが見られる（次表）。」 
 
表 1-3 地域 SNS と民間 SNS の主な運用の違い 

 地域 SNS 民間 SNS 
目的 地域課題の解決、地域力の強化等 利用者同士のコミュニケーション

等（友人を介した人のつながりに

よる新たな出会いや情報交換等）

主な利用者 地域住民、行政職員 

（行政職員の場合、一人の住民と

しての ID をそれぞれ有し、用途に

より使い分けを行う傾向が見られ

る） 

基本的に個人 
（一部、法人等が参加している）

情報公開範囲 会員のみ閲覧可能なページと、誰

でも閲覧が可能なページがある

（行政情報、イベント情報等） 

会員のみ閲覧可能 

本名登録 ニックネームは使用可能である

が、原則として本名による登録が

義務づけられてる。問題が生じた

際には、システム管理者が課題解

決のサポートを行う。 

本名の登録は任意。サービス開始

時は本名による登録を推奨してい

たが、様々な問題が生じたため。

自己責任で登録を委ねられている

提供される情報 特定の地域に密着した話題が中

心。情報量は民間 SNS より劣る
が、詳細な地域情報が得られやす

い 

特定の地域に限らず様々な情報が

提供される 

出所）総務省上記報告書      注）   実験サイト「どっとねっと」の該当部分 
 
 上の総務省レポートの区分によると、「どっとねっと」は北海道という広域なローカル性

を持つゆえの地域課題に取り組もうという、半官半民のような側面をもっており、行政課

題に縛られない自由なテーマに対応し、特にどのようにコミュニケーションをとっていけ

ばいいかというＩＣＴ時代の運用実験という面ももっていたようです。 
（草苅 健） 
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