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本日の内容

【第一部

 
区政報告】

・ご挨拶
・皆さんの自己紹介＆関心ごと
・区政報告＆皆さんの感想

【第二部

 
ソーシャルメディアとまちづくり】

１.ソーシャルメディアとは？
2.ソーシャルメディアの種類と特徴（Twitter,facebook,google+

 
など）

３.ソーシャルメディアの利用事例
（１）行政サービス
（２）政治（議員・議会）
（３）商店街
（４）町内会・NPOなど
（５）教育機関

４.ディスカッション
・ソーシャルメディアの果たす役割とは？
・ソーシャルメディアの課題
・今後どうあるべきか？

おわりに：全体のまとめ＆閉会



１．ソーシャルメディアとは？

・人と人とのつながり、双方向のコミュニケーションが
生まれる

・広報（知らせる）だけではなく、広聴（意見を聴く）
ことができる

時間や空間といった物理的な制約を超えて、人々
 が〈体験〉や〈経験〉を共有できる仕組み（＝ツール）

定義は人それぞれ、可能性を秘めた情報伝達ツール



１．ソーシャルメディアとは？
 

～ソーシャルメディアの広がり～

国内におけるソーシャルメディアのユーザー数

国内ユーザー数はTwitter１４９６万人, facebookは１０８２万人,mixiが１４９１万人。
Facebookのユーザー数伸びは特に大きく、２０１０年９月（１９３万）から５．６倍。

ニールセン調べ、2011年９月３０日現在
http://dt.business.nifty.com/articles/6777.html

■実名性

■facebookページ

■いいね！ボタン

■インタラクティブ（双方向）性
（コメントしやすい）

Facebookの特徴



資料：野村総合研究所「自治体のソーシャルメディア活用とその指標」２０１１年９月６日

１．ソーシャルメディアとは？～ソーシャルメディアでできること～

これまでは細切れにされていることが多かった機能を、ソーシャルメディアでは
シームレスに、容易に実施可能。まちづくり、自治体広報にも活用が期待できる。



２．ソーシャルメディアの種類と特徴
 

～震災の時の時は？～

震災時にソーシャルメディアは、安否確認ツール、災害情報、被災地支援情報
などに「使えるメディア」として評価向上。
震災後、自治体でTwitterアカウントを開設する自治体相次ぐ。



２．ソーシャルメディアの種類と特徴
 

～東日本大震災時～

兵庫県多可町

 
戸田善規町長と宮城県村田町長のfacebook

交流がきっかけで、facebook上で支援物資の支援要請。
震災翌日、町民に支援物資提供を呼びかけ、翌々日には
被災地である宮城県村田町に物資緊急搬送。

山形大学前学長仙道富士郎さん―
―フェイスブックで被災児童ら支援（不屈の東北人）
2011/11/09 日本経済新聞

 

地方経済面

急成長するネット上の巨大コミュニティー空間を活用し、東日本大震災で

 
被災した小中高校生らを支援しようというユニークな試みが近く始動する。

 
仕掛け人は山形大学名誉教授で前学長の仙道富士郎（７３）だ。

 
「子供支援フェイスブック・プロジェクト」では支援策の具体的なアイデアを

 
募る。被災地からどんなに遠く離れていても、意欲さえあれば世代や職業、

 
性別、地域を超えて誰でも自由に参加できる。提案を基に参加者同士や教

 
育関係者らがネット上で議論を重ね、実現可能なものから順次、実行に移

 
す。活動を支える資金も募り、ネット上で進行状況を報告する。

 
古希を超えた免疫学者と最先端のＩＴ（情報技術）。縁遠い組み合わせにも

 
見えるが「自分にとっても新たなチャレンジ。動きながら考えていけばいい」。

 
思考は若く柔軟で前向きだ。

 
「復興同様、長い取り組みになるのは覚悟している。フェイスブックをうま

 
く使い、新しい支援モデルを生み出したい」。愛妻と育て上げた５人の息子

 
はすでに独立した。だが被災地には支援を必要とする「何万人もの息子、娘

 
たち」が待っている。

Facebookで被災児童ら支援（山形大学前学長）

Facebookでの町長交流による被災地への緊急支援物資搬送



３．ソーシャルメディアの利用事例
 

(１)行政サービス

千葉市の取り組み～Twitterを活用した市長との対話会～

■広報課、シティセールス推進室、市長がアカウントを持ち、積極的にソーシャル
メディアを活用。

■「市長との対話会」のインターネット版として１１月１６日にツイッター版の対話会
を実施。市民に対する政策の広報、意見を聴く広聴に活用している。
なお、会場で実施している対話会はUSTREAMの中継を行っている。

・平成２２年８月１０日

 
２１:００～２２：００

「市の財政の健全化への取り組み」
参加者：７９人、総ツイート数２６３（市長含む）

・平成２２年１１月２４日

 
２１：００～２２：３０

「ごみ削減、誰のため？何のため？」
参加者７５人、総ツイート４１６（市長含む）

・平成２３年４月２７日

 
２１：００～２２：３０

「みなさんの２３年予算ー未来を守るために」
「東日本大震災の被災状況について」

・平成２４年１１月１６日

 
２１：００～２３：３０

「こども政策

 
～こどもを産み育てたいまちへ～」



３．ソーシャルメディアの利用事例
 

(１)佐賀県武雄市（facebook）

佐賀県武雄市、フェイスブックに移行。
2011/08/02 日本経済新聞

 

地方経済面

 

九州

佐賀県武雄市

 

１日、市の公式ホームページ（ＨＰ）を交流サイト（ＳＮＳ）「フェイスブック」に完全移行し

 た。完全移行は全国の自治体で初めて。「政策や防災情報など市民からの意見や質問が受け付けら

 れ、情報の『見える化』ができる」（樋渡啓祐市長）とみている。移行費用は６３万円。
維持管理費は月額２万円で、これまでのＨＰよりも安くなるという。
新しいアドレスは

 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆａｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍ／ｔａｋｅｏｃｉｔｙ

■「つながる部」
ー姿勢運営の視点に「つながる」
というキーワードを位置づけ、
政策部から「つながる」ための施策を
担う部署を集め、「つながる課」を創設。

■「facebookの参加は、車の免許を
とるのと同じ」（樋渡啓祐武雄市長）

ー市職員３９０人全員がアカウント。
Facebookは４０人。自主的参加。
アカウントを取ることで各部署の情報
発信が盛んになる。

出展：「広報会議」2001.9

武雄市の取り組み



３．ソーシャルメディアの利用事例
 

(１)佐賀県武雄市（facebook）

佐賀県武雄市は７日、市のホームページ「フェイスブック」を用いて特産品の通信販売を始めた。地元

 商工業者や農業者らの支援が狙い。武雄市によると自治体による通信販売は珍しいという。

 新サービス「Ｆ＆Ｂ良品ＴＡＫＥＯ」は武雄市が企画・運営、システム支援や決済機能は地元や九州のＩＴ

 企業が担当する。システム構築と初年度の運営費は計７６万円。事業者などの出品手数料は無料。

 第１弾として佐賀牛のセット（送料・税込み１万５００円）とハーブの一種、レモングラスの茶葉（同１０５

 ０円）の２商品を扱う。今後、武雄市の商工業者や農業者の参加を募り、商工団体関係者らが選定委

 員として出品審査や商品の入れ替えにあたる。東日本大震災被災地や交流のある自治体に参加を呼

 びかけ、３年後に取扱商品１０００点、年間売上高１０億円を見込む。通販の利用にはフェイスブック登

 録が必要。

 武雄市は８月に市のホームページを交流サイト（ＳＮＳ）のフェイスブックに移行。７日までの閲覧数は９

 ８０万ページビューと以前の約１０００倍に急増している。（佐賀）



３．ソーシャルメディアの利用事例～全国における利用状況～

■Jガバメントonツイナビ（２０１１年１１月１７日現在の自治体アカウント登録数）

 

http://twinavi.jp/gov



３．ソーシャルメディアの利用事例～東京２３区における利用状況～

２３区でTwitterを利用している自治体は、１４自治体。そのうち板橋区は、区議会事務局も
アカウントを持ち、情報発信している。



３．ソーシャルメディアの利用事例～東京都（市）、都庁、公共機関～

■Jガバメントonツイナビ（２０１１年１１月１７日現在の自治体アカウント登録数）

 

http://twinavi.jp/gov

東京都関連

東京都内の市町村

９市町村でtwitterアカウント。東京都庁は２部局



３．ソーシャルメディアの自治体への導入を促進するには？

自治体がソーシャルメディアを活用するためのポイントは？

自治体におけるソーシャルメディア、期待される効果は？

■リスクマネジメント
自治体の公式アカウント、職員が利用する際など、公私にわたるガイドラインの策定
（投稿してはいけない情報、トラブル発生時の対処方法、炎上対策など）

→茨城県つくば市「ソーシャルメディア導入マニュアル」を公開、他の自治体に配布
→内閣府「国、地方公共団体等公共機関における民間ソーシャルメディアを用いた
情報発信についての指針」

■住民の役に立つ情報発信のコンテンツ、住民参加しやすくなるための工夫・・・・

その他には？

■自治体の施策、お知らせの周知

■緊急時における自治体の情報伝達手段

■地域ブランドの向上、観光誘致、地域活性化



３．ソーシャルメディアの利用事例
 

(２)政治（議員・議会）

ツイー党：http://tweetou.net/party/

政治家の情報発信・意見交換ツールとしてソーシャルメディアが活用され、注目が集まっている。
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ブログ（まとまった内容：毎日更新）

Twitter（即時性）

ホームページ

Facebook個人ページ（即時性）

Facebook公式ホームページ
(2011年7月開設）

ポータルサイト的役割 個別情報発信

HPの情報集約
・プロフィール
・政策
・議会報告
・活動日記
・後援会情報
・区議会レポート

HPの情報集約
【Facebook独自】
・ウォール
(twitter連動）
・ノート（ブログ）
・プロフィール

【HPからリンク】
・ディスカッション
・政策
・議会報告
・区議会レポート

ホームページ・Facebook公式ページに情報を集約し、即時性が必要なものは、Twitter,Facebook
ブログなどの手段で使い分けている。

・活動報告
・イベント
連絡

・短い対話
(140字以内）

・活動報告
・イベント
連絡

・長めの対話

情報集約

３－（２）
 

【実践事例】鈴木あやこのソーシャルメディア活用



３．ソーシャルメディアの利用事例
 

(３)商店会など

商店街においては、個店のアカウントが目立つが、
商店街単位でtwitterアカウントをもち、イベント紹介、
まちの話題の提供を行い、集客手段として利用して
いるケースも増えてきている。

Twitter活用事例

福岡市

 
大名

秋田県

 
横手市

杉並区

 
高円寺

acebookページあり

江東区

 
森下商店街



３．ソーシャルメディアの利用事例
 

(４)町会・自治会

町会、自治会のfacebookページの事例はまだ少ない。被災地の仮設住宅などの外部からの支援を

 必要とするコミュニティでFacebookページが活用されている事例もあり、今後の広がりが期待さ

 れる。

■気仙沼市

 
小学校仮設住宅の自治会 ■神奈川県横浜市の町内会



３．ソーシャルメディアの利用事例
～「江東区っていいね！」

 
「IDOBATA

 
カフェ」～

江東区では区民の情報発信の場、イベント、区政や区民サービスなどの幅広い
情報提供、意見交換の場としてfacebookを使った新しいコミュニケーションの形が
出始めている。



３．ソーシャルメディアの利用事例（５）教育機関

学校のfacebookページ

PTAのfacebookページ

事例は少ないが、中学校、高校、大学などのfacebookページも出始めている。



フリーディスカッション

・ソーシャルメディアが果たす役割とは？
（まちづくり、行政、個人・・・・）

・ソーシャルメディアの課題

・今後どうあるべきか？
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