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Ⅰ．要旨 

 

1. 研究の背景と目的 

  

農村地域では、過疎化・高齢化・混住化の進行により、地域の生産・生活・自然環境の

維持・管理を担ってきた地域コミュニティの機能が低下することで地域環境の維持が困難

となり、それが地域人口のさらなる減少につながるという負の連鎖に陥る地域が増加して

いる。このような傾向は特に中山間地域では顕著であり、65歳以上の高齢者の割合が 50%

を超える限界集落はその典型例である。今後も、単一の地域での課題解決が困難となる地

域の一層の増加が見込まれるため、地域内に留まらず、地域外の多様な主体との協働によ

る新たな地域管理のあり方が求められる。 

一方で近年では、Facebookや Twitter、Line等のソーシャル・メディアと呼ばれるイン

ターネット上の新たな双方向メディアを活用した地域の情報発信や交流促進の取組もみら

れるようになった。ソーシャル・メディアに最も期待される役割は、時間的・空間的距離

に制約されない新たな情報発信機会やコミュニケーションの場を提供することを通じて、

地域内外のネットワークを拡張することである。そして、このネットワークを通じて地域

内外の交流が生まれ、相互理解が育まれることで、地域への移住者の増加や、都市住民の

持つ先進的な知識と農村地域の持つ伝統的な知恵や様々な地域資源との結合によるイノベ

ーションの創出につながる可能性を秘めている。 

このようなソーシャル・メディアを活用した新しい取組には大きな期待が寄せられてい

る一方で、地域 SNSをはじめとする既存の取組の多くは市区町村や都道府県を単位とした

広域な範囲によるものであり、日常生活圏にあたるより小規模なコミュニティでの利用実

態は非常に少ない。さらに、農村地域、なかでも特に立地条件の不利な中山間地域のコミ

ュニティで活用されている取組はほとんど報告されておらず、どのような地域でどの程度

活用がなされているのかも不明な状況である。 

以上のような背景を踏まえて本研究では、中山間地域の農業集落・旧市区町村といった

小範囲の地域コミュニティにより運営される Facebook活用を対象とし、以下の 2点の課題

に取り組むことを通じて、農村地域において、SNS活用が地域活性化につながる要因を明ら

かにすることを目的とする。 

 

1) 農村地域における Facebook活用の現状について全国の農業集落・旧市区町村を対象と

して包括的に明らかにする 

2) 特に活発に活用されている事例に着目して、Facebook活用と地域活性化の関連性やメ

カニズムを明らかにする 

 

 



 

2 

 

2. 研究の結果 

 

 本研究により得られた結果は、以下の通りである。 

 

1) 農村地域における Facebook活用の現状について全国の農業集落・旧市区町村を対象と

して包括的に明らかにする 

 

 全国で農業集落・旧市区町村合わせて約 150,000地域から Facebookページ活用事例を抽

出するために、地域名を用いて Googleにより自動検索を行うプログラムを開発した。自動

検索の結果、農業集落名を用いた検索により 135、旧市区町村名を用いた検索により 126の

計 261ページが発見された。地域の総数からみて Facebook活用事例は少ないことが確認さ

れた。また、抽出されたページのうち約 7割はいいね数が 200未満であり、十分に効果的

に活用されているとはいえない状況も確認された。都道府県別では、東北地方から中部・

北陸・近畿・中国地方にかけて活発な地域が分布しており、北海道、九州、関東地方では

活用事例がほとんどみられなかった。 

 

2) 特に活発に活用されている事例に着目して、Facebook活用と地域活性化の関連性やメ

カニズムを明らかにする 

 

 抽出された 261の事例から、特に活発に活用され、効果をあげていると考えられる事例

を 5つ選定し、各 Facebook ページの管理者に対してヒアリング調査を実施した。ヒアリン

グ調査の結果、各事例の共通点として、Facebookページの設立は基本的に 1名によって行

われており、そのほとんどは管理者自身であった。また、日常的なページの管理や投稿も

ほとんどが管理者 1名により行われており、ごくまれに他の１～２名が投稿を行うという

程度であることが確認された。さらに、管理者のうち 3名は外部からの移住者であり、プ

ロカメラマン、求人広告会社勤務、NPO法人勤務など、いずれも専門的な知識・経験を保有

していた。また、すべての管理者は、Facebookのみならず、地域のホームページやブログ、

テレビや新聞などのマスコミ、その他の地域内広報紙や地域外での講演会などを適材適所

でうまく使い分けている傾向が確認された。また、管理者は地域内の様々な行事やイベン

トに出席して地域内で広報役としてよく認知されており、発信のためのネタが集まりやす

い状態が形成されていることもわかった。 

 

3. 研究結果を踏まえた国土政策への示唆 

 

 以上の結果を踏まえると、SNSを活用した地域活性化の要因としては、何らかの形でキー

パーソンと位置付けられる人が 1人でも地域内外から現れることであると考えられる。キ
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ーパーソンは、SNSをはじめとした様々なメディアを適材適所で使い分け、地域の認知から

交流の促進、そして移住者の増加にまでつながっていく可能性が示唆されている。つまり、

今後、中山間地域における SNS活用を通じた地域活性化を促進するための政策としては、

このようなキーパーソンを過疎・高齢化が進行する中山間地域に呼び込めるか否かがカギ

となる。その際に期待されるのが、総務省の地域おこし協力隊や、農林水産省の田舎で働

き隊などの、地域外から若い支援員を地方に派遣する制度の活用である。本研究の結果に

基づき、以下の 5点を提言として挙げておきたい。 

 

1) 地域おこし協力隊等就任の前に、地域に本当に魅力や支援の必要性を感じるか確認す

るための予備期間を設ける 

2) SNS等を含む情報発信を、制度上の重要な業務として積極的に位置付ける 

3) SNSをはじめとする ICTのスキルのみならず、マスコミやその他の地域メディア等を幅

広く駆使した情報発信について学ぶ機会をつくり、受講を必須とする。先進地への視

察も積極的に業務に取り入れる 

4) 地域に溶け込み、信頼を得るために、地域行事等への参加を必須とする 

5) 任期終了後に地域を離れる場合に備えて、地域内に 1名情報発信専門の担当者を養成

する 
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Ⅱ．本編 

 

1. 研究の背景と目的 

  

 

１－１．研究の背景 

 

 農村地域は、我が国の食料生産を担う地域であるとともに、豊富な自然資源を保有する

地域でもある。その他にも、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、景観形成、憩い

の場の提供など多面的な機能を有している1。ところが、現実に農村地域をとりまく状況は

厳しい。過疎化・高齢化の進行や、農業による共同作業の必要性の低下、地域外での就業

の増加によるライフスタイルの多様化等により、地域の生産・生活・自然環境の維持・管

理を担ってきた地域コミュニティの機能が低下することで地域環境の維持が困難となり、

それが地域人口のさらなる減少につながるという負の連鎖に陥る地域が増加している。こ

のような傾向は特に条件不利な中山間地域では顕著であり、65歳以上の高齢者の割合が 50%

を超える限界集落はその典型例である（図２－１－１）。今後も、単一の地域での課題解

決が困難となる地域の一層の増加が見込まれ、地域内に留まらず、地域外の多様な主体と

の協働による新たな地域管理のあり方が求められる。 

 

図２－１－１ 農村地域コミュニティの危機 

                                                   
1 農業・農村の多面的機能<http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/nougyo_kinou/index.html> 
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一方で、総務省による地域 SNS（Social Networking Service）の実証実験や、Mixi・MySpace

等の大手 SNS のサービス開始をきっかけとして、2005 年前後より、ソーシャル・メディア

を活用した地域コミュニティの活性化を目的とした取組が全国的に実施されている。近年

では、我が国でも一般的に広く普及している Facebookや Twitter、Line等を活用した地域

の情報発信や交流促進の取組もみられるようになった。地域の活性化という文脈でソーシ

ャル・メディアに最も期待される役割は、時間的・空間的距離に制約されない新たな情報

発信機会やコミュニケーションの場を提供することを通じて、地域内外のネットワークを

拡張することである。そして、このネットワークを通じて地域内外の交流が生まれ、相互

理解が育まれることで、例えば都市住民の持つ先進的な知識と農村地域のもつ伝統的な知

恵や様々な地域資源が結合され、地域の閉塞状況を打開するような新たなアイデア（イノ

ベーション）の創出につながる可能性を秘めている。そのような課題解決のアイデアによ

り地域の新たな魅力や産業が創出し、地域住民が地域に対する誇りや愛着を取り戻し、地

域内人口の維持につながるという地域の活性化の一つのモデルを描くことができる。 

このようなソーシャル・メディアを活用した新しい取組には大きな期待が寄せられてい

る一方で、地域 SNS をはじめとするその取組の報告事例の多くは市区町村や都道府県を単

位とした広域な地域によるものであり、生活圏に対応した、より小規模な地域コミュニテ

ィにおける利用実態は非常に少ない。農業集落や小学校区・旧市区町村といった日常の生

活圏に近い範囲のコミュニティで活用されると、自分の居住する地域として SNS に対する

住民の親近感も醸成されやすいことが推察される。さらに、農村地域、なかでも特に立地

条件の不利な中山間地域におけるコミュニティで活用されている取組はほとんど報告され

ていない。これより、現在我が国の中山間地域における SNS 活用では、どのような取組が

どの程度行われているのかまったく不明な状況である。 

 

１－２．研究の目的 

 

本研究では、これまでにほとんど扱われてこなかった農業集落・旧市区町村といった日

常生活圏に近い地域コミュニティを対象とする。農村地域における情報発信や地域内外に

おける交流の活発化を通じて地域の活性化を図ることを目的とした Facebook の活用事例を

全国から網羅的に収集し、以下の 2点の課題に取り組むことを通じて、農村地域において、

SNS活用が地域活性化につながる要因を明らかにすることを目的とする。 

 

① 農村地域における Facebook活用の現状について全国を対象として包括的に明らかにす

る 

② 特に活発に活用されている事例に着目して、Facebook 活用と地域活性化の関連性やメ

カニズムを明らかにする 
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 本研究で扱うコミュニティは、地域内における従来型の自治会・町内会などの地縁的な

コミュニティに留まらず、地域外を含む拡張型のコミュニティ、さらにインターネット等

を通じて形成された仮想的なコミュニティ等を広く含むものとする。本研究で期待される

成果としては、以下が挙げられる。 

 

① 農業集落・旧市区町村といったこれまでにほとんど扱われてこなかった小範囲の農村

地域における Facebookの活用事例を網羅的にピックアップすることで、全国を対象と

したマクロ的視点から現状と課題を明らかにできること 

② 収集された事例の分析を通じて、農村地域における Facebook活用の活発化要因や課題

を明らかにできること 

③ 成功事例の調査を通じて、Facebook活用の活発化に留まらず、実際の地域活性化にま

で結びつく要因やメカニズムを明らかにできること 

 

１－３．研究の方法 

 

 本研究は、以下の手順により進めるものとする。 

 

① 文献収集による農村地域における SNS活用に関連する課題の整理 

② 全国の農業集落・旧市区町村の Facebookページを自動検索するためのスクリプトの開

発 

③ 全国の農業集落・旧市区町村範囲の農村により運営されている Facebookページの抽出

と整理 

④ 抽出された Facebook ページの分析 

⑤ GISによる抽出された農村の立地傾向の可視化 

⑥ Facebookページの分析結果に基づいた特に活用が活発な事例の選定 

⑦ 選定された事例における地域活性化要因の分析（現地調査） 

⑧ Webアンケート調査による抽出された農村に関する認知状況の把握 

 

まず、地域コミュニティによる SNS活用に関する文献の収集を行い、現状の活用状況や

研究の動向について調査を行った。収集した文献としては、地域コミュニティにおける ICT

（Information and Communication Technology）活用に関するものをはじめ、地域コミュ

ニティや地域活性化、地域におけるメディア活用等の書籍を選定した。文献調査の結果を

踏まえて、本研究で検証すべき仮説を設定した（第 2章）。 

次に、日本全国から農業集落・旧市区町村の範囲のコミュニティでの Facebook活用事例

を抽出するために、Google検索を利用して自動検索を行い、検索結果を整理するスクリプ

トの開発を行った。開発されたスクリプトを用いて、全国の各都道府県について農業集落・
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旧市区町村範囲のコミュニティによる Facebook活用事例を自動検索により抽出した。さら

に、抽出された結果を目視等で確認しながら、適切ではないものを除去していく作業を行

った（第 3章）。 

さらに、抽出された活用事例について、ArcGISを用いて地図上での表示を行い、その立

地傾向について分析をおこなった。また、Facebookのいいねの数の集計や統計的な分析を

行い、その結果に基づいて、抽出された活用事例の中から特にうまく活用している優良事

例の選定を行った（第 4章）。 

選定された事例について現地訪問を行い、Facebook活用の中心的な人物に対するヒアリ

ング調査を実施した。ヒアリング調査では、Facebook活用に至った背景や日常的な運用方

法、得られた効果、課題・難しいところなどについて尋ねた（第 5章）。 

最後に、選定された地域に対する認知度合いや認知方法がどのようになっているのかを

確認するために、Web によるアンケート調査を実施した（第 6章）。 

結果を総合して、農業集落や旧市区町村の範囲における Facebook活用事例の現状と課題、

そして効果的に活用する方法について考察を行い、国土政策に対する提言をまとめた。 

本研究のスケジュールは、表２－１－１のとおりである。 
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表２－１－１ 本研究のスケジュール 

  H26年度 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

文献収集による農村地域に

おける SNS活用に関連する課

題の整理 

   
 

     

全国の集落・旧村の Facebookページを自動検索するためのスクリプトの開発 

 Facebook Custom Search 

APIを利用したスクリプ

トの開発 

             

検索結果を踏まえたスク

リプトの修正 

   
 

     

全国の集落・旧村範囲の農村により運営されている Facebookページの収集と整理 

 開発したスクリプトによ

る検索結果の自動収集

（実験） 

             

自動収集された

Facebookページを目視

で確認し、都市部のもの

や地域のものではないも

のなど不要なものを削除

する（実験） 

 
 

       

開発したスクリプトによ

る検索結果の自動収集 

    
 

    

検索結果の選別     
 

    

抽出された Facebook ページの分析 

 

Facebookページの投稿

内容を自動抽出するスク

リプトの開発 

         

収集・整理された

Facebookページの投稿

状況の把握 

         

投稿状況に基づいた統計

分析による類型化・傾向
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の把握 

地域範囲（集落・旧村）

別の傾向の比較分析 

         

ArcGISを用いた抽出結

果の地図表示 

         

Facebookページの分析

結果に基づいた特に活用

が活発な事例の抽出 

         

抽出された事例における地域活性化要因の分析 

 現地ヒアリング調査          

 

Webアンケート調査によ

る抽出された事例の認知

状況の分析 

         

 調査結果の整理          

全体成果のとりまとめ          
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2. 地域コミュニティにおける情報活用に関する既往の議論 

  

  

２－１．我が国の地域コミュニティの抱える課題 

 

 2008年より我が国はいよいよ人口減少社会に突入し、少子高齢化は今後も加速度的に進

むことが見込まれている。同時に地域間の格差も拡大しており、人口推計2によると、平成

25年 10月 1日現在で人口が増加したのは首都圏を含む 8県に留まっており、特に東京圏へ

の一極集中が進行している。日本創生会議の分科会座長の増田寛也元総務相が 2014年 5月

に公開した「消滅自治体リスト」では、2040 年までに 896市町村が消滅する可能性がある

とされており（増田, 2014）、この結果を受けて「地方創生」の気運が急速に高まった。

平成 26年 12月 27日には、「しごと」と「ひと」の好循環を実現し、魅力あふれる地方を

創生することを目標とした「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定された（内閣

官房，2015）。 

 このように、人口減少社会と地方の疲弊に対する関心が全国的に高まりをみせているが、

前章１－１で示したように、農村地域では、人口減少は既に高度経済成長期より一貫して

進行しており、都市と比較して 10年～20年程度先行しているといわれる。農業を主産業と

する農村地域では、以前は農業に関する様々な共同作業が必要とされ、それが地域コミュ

ニティを結びつける役割を果たしていた。ところが、農業の機械化により利便性・効率性

が大幅に向上し、徐々に共同作業の必要性が薄れていった。また、戦後の高度成長期のな

かで所得の向上が少ない農業から都市部の別の職業へと移っていく人が継続的に流出し、

また、地域に居住していたとしても、平日は様々な職業に従事していることで生活リズム

等もバラバラとなり、共同作業や日常的に顔を合わせる機会も減少していった。こういっ

た背景により、地域コミュニティは継続的に弱体化してきた。コミュニティ衰退の問題は

独居老人の増加などの形で首都圏をはじめとする都市部では既に顕在化しており、対応が

喫緊の課題とされている。農村地域における課題解決の取組は、将来的に都市部にも有用

な知見を与える可能性がある。 

 

２－２．地域活性化と情報化が果たす役割 

 

 ２－１で述べたように、現在全国的に人口減少社会における地方を再生させる取組が行

われているが、既に少子高齢化・過疎化が長年かけて進行している農村地域では、これま

でにも様々な形で地域活性化が取り組まれてきた。以降では、地域活性化と、そのために

期待される地域情報化の議論を整理する。ここではまず、地域活性化の定義について、崔

                                                   
2 5 年ごとに実施される国勢調査による人口をもとに、国勢調査実施間の各年の人口の状況を把握するた

めに算出された人口データ 
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(2014)の整理に基づき、概観したい。崔は、地域活性化について、表２－２－１のとおり 4

つの既往研究による定義を取り上げている。 

 

表２－２－１ 既往研究による地域活性化の定義内容（崔(2014)に基づいて作成） 

既往研究 地域活性化の定義内容 

政策投資銀行（2009） 「地域住民生活の厚生（効用）の保全・拡大」を目的とするもの

であり、それを実現するためのアプローチとして、「雇用や所得

などの経済的拡大」と「芸術・文化やソーシャル・キャピタル、

コミュニティなどの非経済的要因の拡大」の 2 点が挙げられる。 

農林統計協会（2010） 「人口減少に一定の歯止めがかかっており、定住人口の維持が可

能である市町村を活性化している状態」であり、農林業活性化に

よる雇用や所得といった経済的要因の拡大によりもたらされる。 

藤本(2011) 「経済的自立性の向上を前提として継続的に地域利益を得られる

構造を作ること」 

榎並(2013) 所得や雇用、人口の増加といった経済的効果をもたらす「地域経

済活性化」と、交流の増加、親密さの向上、教育水準の向上など

の非経済的効果をもたらす「地域交流活性化」の 2つに明確に区

別されるべきである。 

 

 表２－２－１を見ると、農林統計協会や藤本の定義は経済的な活性化がベースとなって

いるのに対して、政策投資銀行や榎並による定義では、非経済的効果も含めて扱われてい

ることがわかる。原田（2013）は、経済的効果を追求した従来の地域振興策は、将来にわ

たって自立した地域の主体が形成されない限り、短期的な効果に終わることを警告してい

る。交流促進などの非経済的な効果は、地域内外の人々や組織の新たな結合につながるこ

とでイノベーションが発生し、経済的な効果がもたらされる可能性も考えられる。そして、

非経済的効果、特に場所・時間に制約されない交流の活性化を大きく促進する可能性を秘

めているツールとして注目されるのが ICT であり、地域活性化の文脈でも、「地域情報化」

などとしてたびたび取り上げられている。 

 情報化の定義として、丸田(2006)は、「情報技術で知的にエンパワーされた主体の能動

性と、情報技術で強化された場の創発性によって、協働型社会が形成されるプロセス」と

している。ここでいう「情報技術で強化された場」とは、仲間と共に共通の目的を達成す

るための協働の場、つまりプラットフォーム3である。そして丸太は、この情報化の定義に

基づいて、地域情報化を「地域で住民等が進める情報化。地域が進める情報化」と定義し

ている。このようなプラットフォーム形成は、直接的には住民が主体となり交流を促進さ

                                                   
3 國領（2006）は、プラットフォームを「第三者間の相互作用を活性化させる物理基盤とその上に成立す

るコミュニケーション基盤―特に、語彙、文法、文脈、規範によりなる言語空間」と定義している 
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せるため場を形成することと理解できるが、そこから創発が起こり、新しい課題解決のア

イデアが生まれ、協働型社会が形成されるという面では、地域経済活性化も効果として見

込まれていると考えられる。言い換えると、プラットフォームは、野中ら(1995)によるナ

レッジ・マネジメントの議論や、Putnam（2001）により「人々の協調行動が活発化するこ

とにより社会の効率性を高めることができる、信頼、規範、ネットワークといった社会組

織の特徴」と定義されるソーシャル・キャピタルの議論を実践するための場であると捉え

られる。 

 次に、地域情報化を通じた地域活性化については数多く取り上げられている。金子（2009）

は、コミュニティの力を最大限に高めるための方法を考える科学として「コミュニティ科

学」という概念を提示し、その方法論として、複合型コミュニティ、つまり現実と仮想（イ

ンターネット）が組み合わされたコミュニティモデルを提案している。そしてこのような

モデルの実践事例となったのが、地域に交流範囲を限定した SNS、地域 SNSである（庄司ほ

か，2007）。地域 SNS は、熊本県の「ごろっとやっちろ」の成功を機に、2005 年に総務省

により東京都千代田区と新潟県長岡市にて実証実験が行われ、その後急速に全国に普及し

ていったが、2010年頃を境に、会員数は減少に転じている（図２－２－１）。 

 

図２－２－１ 国内の地域ソーシャル・メディアの推移 

（出典 http://www.local-socio.net/Figure11.html） 

 

 逆に、2010年頃より、Twitterや Facebookなどの大規模でかつ汎用的な SNSが急速に国

http://www.local-socio.net/Figure11.html
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内でも普及している。地域 SNSと Facebookなどの汎用的な SNSとの大きな違いは、地域 SNS

は、サイトの構築、運営、管理等のために経済的・人的なコストがかかるのに対して、Twitter

や Facebookでは、費用は基本的に無料であり、維持管理も比較的容易である。さらに年を

追うごとに機能も強化され、目的に応じて多種多様な使い方が可能となってきている。こ

のような、大手 SNS の普及とコスト面での課題、地域内で議論や交流がタコツボ化・マン

ネリ化しやすいこと等が利用数衰退の要因の一部であると考えられる。また、庄司(2008)

によると、地域 SNS はその 9 割以上が対象とする範囲を市区町村以上としており、日常生

活圏である農業集落や小学校区、旧市区町村よりも広い範囲で運用されている。さらに、

多くの地域 SNS では地域内に交流範囲が限定されており、機能的にみて、地域外よりも地

域内における交流の活性化（結合型のソーシャル・キャピタルの醸成）が主となっている

と考えられる4。 

 また、ICTに限定せずにメディアの種類を広げると、地域におけるメディア活用による地

域活性化に関する文献も複数挙げられる。そのなかで、田村ら（2007）は、地域における

メディア活用の議論では担い手論が不足しており、担い手の養成が重要な課題であること

を指摘している。また、担い手養成に関する実例に基づいて、以下の 3 点の必要性を指摘

している。 

 

① 地域メディア事業者等から学生に対して自らの体験・スキルを還元する場の構築が必

要 

② 技術的スキルのみならず、「地域のスペシャリストでありコミュニケーター」足る知

識・能力・意識の養成が重要 

③ 他地域との情報交換の促進によって、自分の地域の見つめなおしが可能 

 

 特に②のように、単に技術的スキルに留まらず、地域に愛着を持って地域のことをよく

知ることは、地域内で継続的に優良な情報を得て、それらを継続的に発信していくために

不可欠であると考えられる。 

 

２－３．農村地域における情報活用 

 

ここでは、農山村地域において地域コミュニティの活性化を実践するための手段として

の ICT活用に取り組む研究を整理する。 

星野(2005)は、小規模な過疎集落において、Webサイトによる交流促進効果を、サイト自

体とサイト構築過程におけるコミュニケーションの両面から指摘した。西前ら(2010)は、

携帯電話を通して容易に投稿が可能な Tumblr を過疎集落に導入し、その効果について評価

                                                   
4 地域を超えた橋渡し型のソーシャル・キャピタルを醸成するために地域外との交流を見込む地域 SNS も

あるが、Facebook 等と比較すると、複数の地域 SNS をつなぐのは手続きが煩雑である。 
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を行った。中塚(2011)は、兵庫県篠山市における 3 地区で運用されている SNS 型の Web サ

イト、「さとねっと」の効果について、草山・福住地区の全ユーザーを対象としたアンケ

ート調査とヒアリング調査によって分析した。その結果、「さとねっと」に対する住民の

ポジティブな評価が多く示された。しかしこの結果は定量的に把握されたものではなく、

本当に当初目標とした効果が出ているのかどうかは、この分析では明らかにはなっていな

い。鬼塚ら(2011)でも、「さとねっと」の利用実態に関する分析が行われており、投稿が

ごく一部の利用者のみに偏り、サイトの目的である地域内の交流活性化にまでは至ってい

ない実態等が明らかとなっている。これらの研究からは、農業集落において ICT によりコ

ミュニティが実際に活性化された例までは検証されていない。 

 その他に、総務省の戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）による助成を受けて京都

府下 3集落において実施された、SNSを用いたコミュニティ活性化を目指す研究プロジェク

ト5に関する一連の研究がある。以下に、その結果を示す。 

 

① 高齢者でも十分な機会や適切なサポートがあれば、SNS を十分使いこなせる（鬼塚ら，

2012a） 

② 地域に対する意識の高い高齢者こそ、インターネットを活用すべきである（鬼塚ら，

2013a, 鬼塚ら, 2013b） 

③ 地域における SNS 活用の活発化には、キーパーソンの存在が大きく左右する（鬼塚ら，

2012b） 

④ 地域外の多様な主体とのネットワーク形成や関係性の維持に SNS は有効である（鬼塚

ら，2014） 

 

 これらの結果からは、3つの事例地域における比較分析を通じて、SNS活用の活発化要因

や今後の普及方針が明らかにされている。しかし、これらはあくまで限定された地域にお

ける結果であり、その一般性についてはまだ検証されていない。また、これらの事例は総

務省によるプロジェクトをきっかけとして地域にもたらされたものであり、地域による自

然発生的な事例についてはこれまでに扱われておらず、利用状況も不明の状況である。 

 

２－４．本研究の位置づけ 

 

 人口減少社会が本格的に到来し、地方創生が全国的な課題として注目されているなかで、

農村地域、なかでも特に条件不利な中山間地域では、既に数十年前から過疎化・高齢化に

関する対策が検討されてきた。しかし、時間的・空間的距離を克服できる ICT の活用につ

いては、注目はされつつも、少数の個別事例の報告に留まっており、全国的にどの程度の

                                                   
5 平成 23 年度採択課題「地域のストーリーの生成を通じて知識の伝達を促進する多階層連携システムの研

究開発」（代表：星野 敏）によるプロジェクト 
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取組がなされており、またそれらの取組の現状がどのようであるかについてはまったく明

らかになっていない。また、庄司（2008）では、地域 SNS の活用事例について全国的な調

査が実施されているが、地域 SNS はその現市区町村以上という活用範囲が日常生活圏と比

較して広域であり、住民がコミュニティとして認識できる範囲を超えているため、つなが

りの必要性等が身近に感じられない可能性がある。 

以上を踏まえて、本研究は、これまでに一部を除いてほとんど取り上げられてこなかっ

た中山間地域での SNS 活用事例を網羅的に抽出し、包括的にその現状や課題を分析すると

ともに、地域の活性化に結び付く要因を明らかにするものであり、中山間地域における SNS

活用に関する基礎的かつ先駆的な研究と位置づけられる。また、地域に対してインターネ

ットはポジティブな効果を与えるのか（Wellman & Haythornthwaite, 2008）、それともネ

ガティブな効果を与えるのか（Kraut., et.al，1998）という議論も未だに決着をみておら

ず、集落や旧村という歴史的にコミュニティが機能していて立地的にもまとまりの強い地

域を対象とすることで、この問題に新たな切り口を提示できる可能性がある。さらに、ど

のような地域範囲でソーシャル・メディアを導入するのが望ましいのかについても未だに

検証されておらず、市区町村以上の範囲を主な対象とする地域 SNS 等に関する既往研究の

知見と、本研究による集落・旧村といった小範囲を対象とする研究結果が統合されること

で、ソーシャル・メディア活用に最適な地域範囲についての示唆が得られれば、その運営・

導入の際に考慮すべき新たな要点が得られることが期待できる。 

最後に、地域コミュニティで SNS をプラットフォームとして活用する際に、交流の範囲

として、地域 SNS のように主に地域内の交流と、地域外との交流の両方が考えられる。本

研究は、分析の対象を Facebookページとしているが、Facebookページは基本的に交流の範

囲を限定しないものであるため、本研究の対象も、地域内に限定した交流に留まるもので

はない。ただし、着目する効果としては、地域外との交流のみならず、地域内における交

流に関するものも対象とする。また、本研究において扱う地域活性化の効果としては、地

域交流活性化を主に対象としつつ、そこから生まれる経済活性化も考慮する。 
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3. 全国の農村地域における Facebook活用事例の網羅的抽出 

 

 

３－１．全国の農業集落・旧村の Facebookページを自動検索するプログラムの開発 

 

 本研究では、日本全国の農業集落・旧市区町村により活用されている Facebook ページを

網羅的に抽出する。ここでいう農業集落・旧市区町村とは、2010 年世界農林業センサスに

おける以下の定義に従うものとする。 

 

〇農業集落：市区町村の区域の一部において、農業上形成されている地域社会のことであ

る。農業集落は、もともと自然発生的な地域社会であって、家と家とが地縁的、血縁的に

結びつき、各種の集団や社会関係を形成してきた社会生活の基礎的な単位である。 

 

〇旧市区町村：昭和 25 年 2 月 1 日（1950 年世界農業センサスの調査期日）における市

区町村をいい、その後の分割合併により複数の市区町村に分かれている場合は、平成 17 年

２月１日現在の市区町村の区域に含まれるそれぞれの範囲を一つの「旧市区町村」として

取り扱っている。農林業センサスでは、調査結果集計の範囲を固定して各回の調査結果を 

連続して比較できるようにするため、この「旧市区町村」を単位として結果集計等を行っ

ている。 

 

 日本全国の農業集落、旧市区町村の総数は、それぞれ 139,176、11,359 にのぼる6。これ

らすべてについて Facebook の活用事例の有無を確認するために、Google により自動検索

を行う方針をとった7。具体的な対象は、地域における Facebook ページの活用事例である。

ただし、農業集落、旧市区町村合わせて約 150,000 にものぼる検索を実行するには、手動

で一つ一つキーワードを入力していく方法では短期間では事実上不可能であり、プログラ

ムによる自動検索を検討した。 

 Google は、その機能を外部のプログラムから利用するために様々な API（Application 

Programming Interface）8を提供している。本研究では、その中で Google Custom Search 

API9という Web 検索機能をプログラムから利用できる API を利用した。ただし、Google 

                                                   
6 2010 年世界農林業センサスによる 
7 Facebook も、Graph API と呼ばれる独自の API を提供している。当初は Facebook の

Graph API も検討したが、次の理由により Google を採用した。 
① Graph API では、タイトルが一単語のみの検索キーワードでないとヒットしない傾向がある 

② Graph API では、タイトルに検索キーワードが含まれていても、ヒットしない場合がある 

③ Google 検索では、タイトルのみならず、内容を含めて検索が可能である 
8 ソフトウェアコンポーネントが互いにやりとりするのに使用するインタフェースの仕様である。オペレ

ーティングシステムやプログラミング言語で用意されたライブラリなどの機能の入り口となるものである。 
9 https://developers.google.com/custom-search/json-api/v1/overview 
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Custom Search API は無料で利用できるものであるが、無料版の場合、一日に検索できる

数が 100 件という制約があるため、今回の 150,000 件もの検索を行うには 1500 日かかる

計算となり、現実的ではない。そのため、有料版である Google Site Search10を利用した。 

 プログラムの開発は、表２－３－１の環境で行った。 

 

表２－３－１ プログラムの開発環境 

OS Microsoft Windows 8.1 

プログラム言語 Java 

開発環境 Eclipse 

 

 本プログラムのしくみはシンプルであり、都道府県単位でファイルとして保存されてい

る検索キーワードのリストを読み込み、リストからキーワードを一つ一つ読みだして

Google 検索を実行する。 

 

３－２．検索結果の処理 

 

実行して得られた検索結果は、CSV 形式11で保存される。保存される CSV ファイルの内

容は図２－３－１のとおりである。 

 

図２－３－１ 検索結果の CSV ファイルの内容 

 

 

 検索では、各検索につき検索結果上位 10 位までを対象とした。ただし、Google 検索では、

通常のままで検索を実施した場合、ほぼ確実に 10 以上の検索結果が取得されるが、中には

Facebook とまったく関連の無いページも多く、上位 10 位までの中に Facebook ページの検

索結果が含まれない可能性が高い。これを回避するために、Google Site Search のもつ機能

を利用して、検索対象のドメインの絞り込みを行った。 

 

                                                   
10 Google Site Search では、支払った金額に応じた回数まで一日の回数制限なしに検索を実行できる。今

回は、テスト用も含めて 500、000 回の検索を実行できるプランを購入した。 
11 Comma-Separated Values の略語。いくつかの項目をカンマ「、」で区切ったテキストデータのこと。 
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1) https://www.facebook.com/* 

2) https://ja-jp.facebook.com/* 

 

「*」はそのドメイン以下全てを対象とすることを意味する。1)は、Facebook の最も基本

的なドメインであり、Facebook ページの多くはこのドメインで始まる URL を持つ。ただ

し、日本語専用で作成された Facebook ページには、2)のドメインから始まるものも少なく

ないため、2)も対象とした。 

また、各キーワードに対する検索結果を 10 件ずつ取得する場合、検索結果は全検索数で

ある約 15 万回×10 の 150 万個得られることになり、これらの結果をすべて選別するのは

事実上不可能であった。そこで、検索結果を可能な限り絞り込むために、以下の方針で一

部の結果を除外した。 

 

① 検索結果より得られた Facebook ページのタイトルが既出のものと重複している場

合は、結果として選定しない 

② Facebook ページのタイトルに、集落名・旧市区町村名を含まないものについても、

地域のページとしてのアピール性が低いと判断し、結果から除外する 

③ 個人用のページの特徴であるタイトルに「プロフィール」という単語が含まれるペ

ージについても除外した 

 

 以上の自動処理により検索結果は大幅に絞られ、抽出作業の負担が軽減された。 

 

３－３．入力データの準備 

 

今回用いた検索キーワードは、以下のとおりである。 

 

現市区町村名（スペース）農業集落名 or 旧市区町村名 

 

検索キーワードに農業集落や旧市区町村の名称を用いたのは、Facebook ページの名称に

地域の名称をそのまま載せていなければ地域のアピールにはつながらないため、必ず農業

集落・旧市区町村名を含めているものと考えたためである12。また、農業集落名や旧市区町

村名だけではなく、現市区町村名を加えてデータとしたのは、農業集落名、旧市区町村名

のみを検索キーワードとすると、個人名や場所名などと重なってしまう場合がかなりみら

れため、検索結果に無関係なデータが多数含まれてしまうのを避けるためである13。また、

                                                   
12 ただし、本検索方法には限界もある。例えば、タイトルに集落・旧市区町村名が含まれていたとしても、

それがひらがなに変更されていた場合、ヒットしない可能性が高い。 
13 Google 検索では、ページの中身をも検索するため、仮にタイトルに現市区町村名が含まれていなくて

も、ページ内に存在すればヒットする可能性が高い。ただし、タイトル・ページ内容に一切現市区町村名

https://www.facebook.com/*
https://ja-jp.facebook.com/*
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現市区町村名、農業集落名、旧市区町村名はそれぞれ語尾に「市」「区」「町」「村」のいず

れかを含んでいる場合が多いが、語尾にあるこれらの文字はすべて削除して検索キーワー

ドとした。その理由としては、例えば A 市という名称であった場合、名称に A 市ではなく

A のみを用いる場合が多いため、「市」を含めることで検索にヒットしなくなることを避け

るためである。また、農業集落名のごく一部には、語尾に「２－１」などと数値が含まれ

ているものも存在する。このような語尾の数値についても削除したうえで検索キーワード

とした。以上の例として、「京都府亀岡市宮前町神前」という集落を検索する場合に用いる

検索キーワードは、「亀岡（現市区町村名） 神前（農業集落名）」となる。 

 プログラムの入力データの作成方法としては、まず、2010 年世界農林業センサスデータ

を e-stat14よりダウンロードし、そこから旧市区町村名、農業集落名を取り出して一覧リス

トを作成した。次に、現市区町村名を取り出して、各地域につき 2 列のリストとして都道

府県別に CSV 形式で保存した。例として、先の「京都府亀岡市宮前町神前」であれば、 

 

・1 列目： 亀岡市（現市区町村名） 

・2 列目： 神前（農業集落名） 

 

という形式となる15。 

 検索キーワードとしての妥当性を確認するために、プレテストを行った。テストでは、

検索に用いるキーワードとして以下のものを実際に使用して検索を実行し、抽出できるか

否かを試した。ここでは説明のため、先に用いた「京都府亀岡市宮前町神前」を例とする16。 

 

① 農業集落名のみで検索： 「神前」 

② 都道府県名＋農業集落名： 「京都府 神前」 

③ 都道府県名＋農業集落名（語尾の市区町村を除く）： 「京都 神前」 

④ 現市区町村名＋農業集落名： 「亀岡市 神前」 

⑤ 現市区町村名＋農業集落名（語尾の市区町村を除く）： 「亀岡 神前」 

 

京都府において筆者が直接・間接的に関係しているものを含む 13 個の Facebook ページ

について実際に検索を実行した。まず、①の農業集落名のみで検索した場合、「神前」のよ

うに農業集落名が独自性をもつ集落であればヒットするものの、農業集落名が人物名や地

域名としてよく利用されるものである場合、大量の検索結果の中に埋もれてしまう形とな

                                                                                                                                                     
が含まれない場合、検索結果からは漏れることになる。 

14 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do 

15 入力データの段階では、地域名の語尾の処理は行っていない。 
16 ここでは農業集落の検索を例としているが、同様の方法を旧市区町村についても実施した。また、市区

町村区域内にさらに「町」や「村」がつくものも多いが、これらは「字（あざ）」と同様に法人格を持たず、

地理上の区域に過ぎないため今回の検索では用いていない。 
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り、うまく抽出ができない場合が多かった。 

そこで、農業集落名にもう一つ地域を絞り込むためのワードとして、都道府県名を加え

たものが②と③である。結果は、Facebook ページの名称やページの紹介文、投稿の中に都

道府県名を必ずしも含んでいないページが多いことが確認された。特に、②のように語尾

に「都」「道」「府」「県」を含めた形で検索を行うと、住所が明記されているようなページ

以外はヒットしなくなる傾向があった。 

さらに農業集落を絞り込むためのワードとして、現市区町村名を採用したものが④と⑤

である。現市区町村名は基礎自治体であるために Facebook ページの名称、ページの紹介文、

投稿の中に出てくる確率が高く、ヒットしやすい傾向が確認された。ただし、上記の「亀

岡市」のように「市」を語尾に含んだものである場合、都道府県の場合と同様に、住所が

明記されているページ以外は若干ヒットする確率が減少する傾向がみられた。 

以上の方法により、順にテストを行ったところ、⑤の方式の検索キーワードを採用した

場合が最も抽出率が高く、13 個中 12 個のページを抽出することができた。抽出できなかっ

た 1 地域は、地域名を漢字からひらがなに変更して用いていたためにヒットしなかったも

のであった。よって、最終的に⑤の検索キーワードを用いた方式を採用した。 

 

３－４．本研究で採用した抽出手法の限界 

 

ただし、この方法にも限界がある。本研究は、農業集落名、旧市区町村名を合わせて約

15 万件もの大量の検索を実施するものであり、利用する農業集落名にも様々なものが含ま

れている。たとえば「町」という 1 文字のみの名称の集落の場合、町を語尾として削除す

るとキーワードが消えてしまう。ただし、このような名称の場合、「町」をそのまま使用し

てもキーワードとして一般的過ぎてヒットするのは非常に難しくなる。他にも一文字のみ

の地名は存在し、これらについても同様の傾向がみられた。また、「中町」、「中村」のよう

な名称も存在し、語尾の「町」や「村」を削除すると「中」のみの非常に一般的な検索キ

ーワードとなり、ヒットしない可能性が高い17。 

このように、本手法には限界があるが、本研究では大量の検索を短期間で実行する必要

があるため、一つ一つのケースについて個別に対応することは不可能である。よって、本

研究では、本手法により一貫して検索を行った。 

 

３－５．全国の集落・旧村範囲の農村により運営されている Facebookページの抽出 

 

 開発されたプログラムを用いて、Google Site Search による自動検索を実施した。実施の

際には、農業集落・旧市区町村それぞれについて、47 都道府県別に作成された検索キーワ

                                                   
17 手入力によるキーワード検索でも、このような地域における結果を見つけるのは非常に難しいと考えら

れる 
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ードを格納した入力ファイル（2×47＝94 ファイル）を一つ一つプログラムに入力として

読み込ませる形で実行した。 

 得られた結果は、３－２で紹介した処理により絞り込みを行っていたが、それでも関連

性の全くない個人のページや企業のページなどを数多く含んでいた。そのため、さらに次

の 3 段階により絞り込みを行った。 

 

【第 1 段階】 

 

結果の CSV ファイルを一つ一つ Excel で開き、タイトルやページの内容を目視で確認す

ることにより、地域ではなく明らかに個人用のページや民間企業のページなどに該当する

ページを除外し、何らかの形で地域の名称を冠して運用されているページのみを抽出した。 

 

 個人のプロフィール 

 民間企業のページ 

 ページのタイトルに地域名が全く含まれていないページ 

 

全都道府県についての作業の後、各都道府県について抽出されたページのデータを、農

業集落・旧市区町村それぞれ一つのファイルとして整理した。 

 

【第 2 段階】 

 

本研究では、農村地域の中でも特に立地条件の不利な中山間地域を対象とする。中山間

地域の結果を抽出するために、農林水産省による法制上の定義18に基づいて、地域の絞り込

みを行った。第 1 段階で整理されたデータについて 2010 年世界農林業センサスの農山村地

域調査のデータを結合し、「法制上の地域指定」が「特定農山村地域」、「振興山村地域」、「過

疎地域」、「半島地域」、「離島地域」ののいずれかに該当する地域のみをピックアップした19。

各法制上の地域指定の定義は表２－３－２の通りである。 

 

表２－３－２ 中山間地域の法律上の定義 

特定農山村法による「特定農山村地域」 1、730  

市町村 
［1］勾配 1/20 以上の田面積が全田面積の 50％以上、但し全田面積が全耕地面積の 33％以上  

［2］勾配 15 度以上の畑面積が全畑面積の 50％以上、但し全畑面積が全耕地面積の 33％以上  

                                                   
18 農林水産省が、中山間地域総合整備事業、山村振興事業等の事業制度において対象地域の選定に用いて

いる定義。＜http://www.maff.go.jp/j/study/other/cyusan_siharai/matome/ref_data1.html＞ 
19 中山間地域の場合、過疎地域自立促進特別措置法により制定される過疎地域も含む場合が多いが、本研

究では中山間という立地条件を重視したために、過疎地域については明確にピックアップしなかった。た

だし、多くの過疎地域は振興山村地域や特定農山村地域に含まれる。 
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［3］林野率 75％以上  

（上記のいずれかに該当）  

［4］15 歳以上人口に対する農林業従事者数の割合が 10％以上、又は総土地面積に対する農林

地割合 81％以上 

山村振興法による「振興山村」 1、195 

市町村 ［1］林野率 75％以上（1960 年 林業センサス）  

［2］人口密度 1.16 未満（1960年 林業センサス） 

過疎地域活性化特別措置法による「過疎地域」 1、231 

市町村 ［1］人口減少率 25％以上  

［2］人口減少率 20％以上で 65 歳以上人口比率 16％以上  

［3］人口減少率 20％以上で 15 歳以上 30 歳未満人口比率 16％以下  

（上記のいずれかに該当）  

［4］財政力指数 0.44 以下 

半島振興法による「半島地域」 376  

市町村 三方が海に囲まれ、一方が本土とつながっている陸地部分とからなる地域であって、2 以上の市

町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域。 

離島振興法による「離島地域」 184  

市町村 本土より隔絶している離島 

（出典：農林水産省） 

 

【第 3 段階】 

 

第 2 段階までに抽出されたページをさらに一つ一つ詳細に確認し、地域そのもののアピ

ールや交流を目的としたページのみを絞るため、以下に該当するページを除外した。いず

れも、特定の団体の活動を報告するページや地域住民以外により運営されているページで

ある。ただし、特定の団体が主催するページであっても、地域活性化を目的とした NPO 法

人などの団体で、投稿内容が団体活動の報告のものに偏らずに地域全体に関する報告とな

っているページについては採用する場合もあった。 

 

 民間企業（地域名を関している企業で第 1 段階での除外に漏れたもの） 

 地域住民ではなく、行政により運営されているページ 

 特定のイベントのアピールに特化したページ 

 青年団 

 消防団 

 商工会 

 地域おこし協力隊のページ 
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 以上、第 3 段階までの作業により、農業集落名で検索した結果として 135 の Facebook

ページ、旧市区町村名で検索した結果として126のFacebookページがそれぞれ抽出された。

抽出内容は、それぞれ表２－３－３、表２－３－４に示すとおりである。 

 

表２－３－３ 抽出された Facebook ページ（農業集落） 

都道府

県 

市区町村 集落 いいね数

（2015/3/3 時点） 

名称 

北海道 釧路市 昭和 78 釧路市 昭和南 6 丁目町内会 

美唄市 南美唄 189 私のまち 南美唄（旧三井美唄地区） 

厚沢部町 当路 89 厚沢部町 当路（とうろ）地区 

岩手 宮古市 田老 120 被災地 田老地区 岩手県宮古 

遠野市 宮代 87 やかまし村（遠野市宮代） 

遠野市 上郷 107 上郷元気隊 

一関市 １２区 2 岩手県一関市室根町第 12区自治会 ひ

こばえの森 

陸前高田

市 

長洞 320 長洞元気村 

八幡平市 畑 35 畑コミュニティセンター 

八幡平市 舘市 20 Tateichi Community Center (舘市コ

ミュニティセンター) 

岩手町 愛宕下 8 岩手町 愛宕下地区 

普代村 普代 17 岩手県 下閉伊郡 普代村 

宮城 石巻市 桃浦 251 なんとしてでも！桃浦を担ぐ会 

石巻市 荻浜 348 荻浜をつくろう Oginohama wo 

tukurou 

石巻市 川の上 438 石巻・川の上プロジェクト 

石巻市 相川 10 相川交流プロジェクト 

石巻市 鮎川浜 37 クジラと金華山の町、石巻市鮎川浜 復

興支援 

石巻市 寄磯浜 110 寄磯浜を応援しよう！ 

山形 鶴岡市 由良 480 鶴岡市 由良｜ゆらまちっく戦略会議 

鶴岡市 三瀬 2476 鶴岡市 三瀬 / sanze.jp 

鶴岡市 加茂 132 鶴岡市加茂地区自治振興会ホームペー

ジ 

鶴岡市 越沢 204 越沢夢倶楽部 
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福島 福島市 土湯 149 土湯温泉ふくしまディスティネーショ

ン推進会議 

喜多方市 本木 234 本木・早稲谷 堰と里山を守る会 

栃木 日光市 奥日光 289 奥日光そぞろ歩き fb 

茂木町 入郷 45 ～棚田と Nora な世界～ 茂木町入郷

地区のくらし 

千葉 大多喜町 中野 221 里山の自然とともに ～養老渓谷～上

総中野～大多喜 Green Tourism in .. 

東京 奥多摩町 日原 79 奥多摩町日原（にっぱら） 

神津島村 神津島

村 

1178 神津島 

神奈川 相模原市 綱子 527 藤野の隠れ里 綱子 

新潟 柏崎市 居谷 41 集落 居谷 

小千谷市 塩谷 103 塩谷分校 

小千谷市 外之沢 4 外之沢 

十日町市 池谷 1083 池谷・入山集落（十日町市地域おこし

実行委員会） 

十日町市 田野倉 34 田野倉プロジェクト 

十日町市 松之山 80 松之山自治振興会 

村上市 岩船 590 岩船 

佐渡市 小木町 1282 小木湊まちなみの輪 

南魚沼市 清水 211 夢あふれる四季の里、清水 

胎内市 塩谷 129 フェイスブックで町おこし！！ 塩谷

活性化推進協議会 FB 支部 

阿賀町 鹿瀬 56 新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬 

富山 富山市 八尾 1073 越中八尾 

南砺市 城端 270 城端 Fan 倶楽部 

南砺市 坂本 172 富山県南砺市坂本のあったか日 

石川 輪島市 金蔵 192 金蔵集落 

珠洲市 上黒丸 196 上黒丸 アエノコトの里 

珠洲市 上正力 104 ここは上正力です。 

加賀市 橋立 13 石川県加賀市橋立（重要伝統的建造物

群保存地区） 

志賀町 大福寺 96 大福寺のくらし 

山梨 南アルプ 高尾 131 高尾物語 第Ⅱ章 
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ス市 

富士河口

湖町 

根場 487 西湖いやしの里根場さん(Saiko 

Iyashin 

福井 勝山市 小原 122 小原エコプロジェクト 

岐阜 七宗町 葛屋 31 七宗町葛屋地区を元気にする会 

静岡 伊豆市 西平 37 西平区自治会 

三重 尾鷲市 梶賀町 126 尾鷲市梶賀町 

鳥羽市 坂手 26 坂手島（Sakate Island） 

鳥羽市 答志 129 答志島ファンコミュニティ －闘志の

島－ 

鳥羽市 菅島 161 菅島 sugashima 

志摩市 賢島 95 賢島塾 

大紀町 野原 5 野原村元気づくり協議会 

紀宝町 浅里 199 顔晴ろう 紀宝町浅里地区（仮 

紀宝町 浅里 133 浅里郷 

滋賀 長浜市 菅浦 182 菅浦 

高島市 椋川 219 結いの里・椋川 

京都 福知山市 大原 261 大原うぶやの里活性化推進協議会 

福知山市 毛原 31 毛原の棚田（Kehara Rice Terrace） 

綾部市 志賀郷 306 志賀郷@あやべ 

綾部市 古屋 452 古屋でがんばろう会 

綾部市 光野 106 水源の里 光野 

宮津市 上 199 上宮津 

亀岡市 神前 756 亀岡市宮前町神前地区 

京丹後市 五十河 386 京丹後市五十河(いかが)地域 

京丹後市 葛野 16 葛野区公民館（京都府京丹後市・久美

浜町） 

南丹市 神谷 22 美山町神谷 

京丹波町 下大久

保 

136 京丹波町下大久保地区 

京丹波町 仏主 129 仏主 （ほどす） 

大阪 能勢町 天王 74 天王プロジェクト 

兵庫 豊岡市 江原 110 江原駅周辺地域活性化委員会（駅活） 

養父市 大谷 25 大谷校区協議会 

朝来市 与布土 356 与布土地域自治協議会 
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多可町 岩座神 71 岩座神 

奈良 宇陀市 深野 76 深野ファンクラブ（癒しとササユリの

里） 

明日香村 岡 391 明日香村 岡大字にぎわいの街まちづ

くり実行委員会 

十津川村 谷瀬 796 谷瀬の吊り橋 

和歌山 海南市 大崎 202 げんき大崎 

かつらぎ

町 

御所 292 御所探検隊 ～進め！ごせ小町～ 

有田川町 粟生 81 明日の粟生を考える会 

古座川町 池野山 3 古座川町池野山区 

古座川町 平井 622 古座川ゆず平井の里 

鳥取 智頭町 板井原 203 板井原集落 

智頭町 芦津 4 芦津集落振興協議会 

島根 雲南市 民谷 364 Shimane 民谷 ふる里 ページ 

邑南町 出羽 79 出羽自治会 

岡山 津山市 加茂町

山下 

101 新加茂地区住民自治協議会 

笠岡市 高島 189 高島 

真庭市 土居 4 未来くる土居 

美作市 山城 111 美作の山城めぐり 

広島 佐伯区 湯来 801 おいしい湯来 news！ 

庄原市 八幡 92 八幡自治振興区 

山口 上関町 祝島 199 祝島千年の島づくり基金 

徳島 阿南市 伊島 27 伊島 

佐那河内

村 

根郷 109 根郷いきいき塾 焚き火の会 

牟岐町 出羽 736 出羽島 

香川 高松市 男木 239 男木地区コミュニティ協議会 

愛媛 宇和島市 明倫町 9 宇和島市立明倫公民館 

宇和島市 奥南 419 奥南のコト 

高知 四万十市 大用 6 大用（おおゆう） 

四万十市 口屋内 107 美しい郷 口屋内 

香美市 繁藤 13 繁藤 ～One World One Family～ 

福岡 西区 小呂島 387 小呂島へようこそ 
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佐賀 唐津市 神集島 301 神集島まちづくり研究室（まちケン 

唐津市 相知 152 相知（おうち）で まったり 

長崎 松浦市 田代 82 田代地区グリーン・ツーリズム研究会 

対馬市 西泊 74 西泊（長崎県対馬市） 

五島市 半泊 312 半泊・大丈夫村 

五島市 琴石 35 富江町琴石 

五島市 玉之浦 97 五島列島(玉之浦町) 

五島市 幾久山 126 幾久山・上の平（ｲﾂｸﾔﾏ・ｶﾐﾉﾋﾗ） 

熊本 八代市 坂本 112 NPO SSP  〜坂本再生プロジェクト

〜 

美里町 堅志田 7 堅志田 

南阿蘇村 長野 73 神楽の里をもりあげ隊（南阿蘇村長野

地区） 

大分 大分市 田ノ口 172 地球の中の小ちゃな小ちゃな田ノ口で

遊ぼう 

日田市 朝日 30 日田市朝日公民館 

宮﨑 高千穂町 上川登 197 みんなで作る尾谷の未来 上川登集落

協定 

日之影町 鹿川 210 鹿川地区交流センター「つりがね 

鹿児島 奄美市 大熊 36 大熊町内会 

奄美市 知名瀬 55 知名瀬 

屋久島町 春牧 225 屋久島春牧集落 

屋久島町 原 76 屋久島を代表する農村 『げじべえの

里』原(はるお)集落 

屋久島町 平内 281 屋久島町平内区 

瀬戸内町 須子茂 10 須子茂探見記 

和泊町 皆川 114 皆川字 

沖縄 国頭村 辺戸 19 辺戸岬どっとこむ 

本部町 水納 739 水納島 (クロワッサンアイランド) 

本部町 備瀬 522 備瀬 Club 
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表２－３－４ 抽出された Facebook ページ（旧市区町村） 

都道府

県 

市区町村 旧村 いいね数

（2015/3/3 時点） 

名称 

北海道 稚内市 稚内市 537 稚内地元愛育成協議会 

石狩市 厚田村 252 厚田こだわり隊 情報発信基地「あっ

た！」 

むかわ町 穂別町 217 むかわ町交流人口推進穂別協議会 

岩手 大船渡市 末崎村 96 三陸・大船渡市末崎町の応援サイト 

「マッサキに来てけらっせん .. 

大船渡市 綾里村 135 岩手県大船渡市三陸町綾里 

大船渡市 越喜来

村 

145 岩手県大船渡市三陸町越喜来関連 

大船渡市 吉浜村 136 吉浜元気組 

遠野市 上郷村 107 上郷元気隊 

一関市 老松村 34 老松活性化同志会／おいまつ・さざほ

ざプロジェクト 

釜石市 唐丹村 305 唐丹町 

八幡平市 大更村 48 大更コミュニティセンター 

八幡平市 平舘村 40 平舘コミュニティセンター 

八幡平市 田山村 56 田山コミュニティセンター 

宮城 石巻市 雄勝町 753 石巻市雄勝地区ファンサイト 

石巻市 十三浜

村 

73 石巻・十三浜「浜十三（Hama Juzo）」 

石巻市 鮎川町 37 クジラと金華山の町、石巻市鮎川浜 

復興支援 

登米市 米川村 143 米川地域振興会 

丸森町 耕野村 263 ころたけくんの里 ど～もないん！耕

野 

丸森町 筆甫村 2256 丸森町筆甫地区 

秋田 鹿角市 花輪町 81 花輪まちかっぽ実行委員会 

北秋田市 大阿仁

村 

137 大阿仁地域活性化協議会「阿仁マタギ

通信」 

山形 鶴岡市 福栄村 108 福栄しょ 

酒田市 観音寺

村 

133 観音寺コミュニティ振興会 
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酒田市 田沢村 113 田沢コミュニティ振興会 

長井市 伊佐沢

村 

187 伊佐沢地区 

福島 いわき市 大久村 500 久之浜大久地区まちづくりサポート

チーム 

喜多方市 山都村 255 山都なじょすんべ協議会 

埼玉 秩父市 影森村 12 影森元気プロジェクト 

飯能市 名栗村 1 名栗活性化委員会 

千葉 南房総市 千倉町 61 南房総市千倉町 chikura 勝手に観光

協 

南房総市 和田町 108 NPO 法人 和田地域づくり協議会

「WAO！」 

神奈川 清川村 宮ヶ瀬

村 

43 宮ヶ瀬の情報を知りましょう会 

山梨 甲州市 松里村 107 松里研究会 

新潟 小千谷市 東山村

２－１ 

89 東山地区振興協議会 

十日町市 松之山

村 

80 松之山自治振興会 

糸魚川市 能生町 72 能生・糸魚川 大好き！ 

富山 南砺市 利賀村 1066 利賀村ファン 

南砺市 太美山

村 

58 太美山自治振興会 

氷見市 速川村 202 速川地区活性化協議会 

福井 勝山市 北谷村 112 北谷地区活性化・再生に向けた協議会 

鯖江市 河和田

村 

508 暮らしを紡ぐまち 河和田 / 福井県鯖

江 

坂井市 竹田村 208 竹田の里 情報発信ページ 

長野 長野市 大岡村 173 長野市大岡地区住民自治協議会 

筑北村 坂井村 49 坂井ちょっとやる会 

岐阜 高山市 久々野

町 

219 岐阜県高山市久々野町 

関市 上之保

村 

386 ゆずりん（上之保郷友会） 

中津川市 付知町 414 付知 Ginza 会 
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恵那市 中野方

村 

57 中野方まちづくり委員会 

郡上市 和良村 355 和良おこし協議会 

静岡 牧之原市 坂部村 156 坂部まちづくりネット 

愛知 豊田市 旭村 476 旭暮らし 

豊田市 稲武町 78 愛知県豊田市稲武町 

三重 松阪市 阿坂村 40 阿坂まちづくり協議会 

松阪市 宇気郷

村２−１ 

379 いいね！宇気郷！ 

松阪市 宇気郷

村２−２ 

31 宇気郷住民協議会 

熊野市 西山村 157 三重県熊野市紀和町西山地区 

京都 福知山市 雲原村 298 雲原生活 

福知山市 雲原村 333 雲原 

綾部市 奥上林

村 

139 奥上林地区活性化実行委員会 

宮津市 上宮津

村 

199 上宮津 

南丹市 知井村 171 知井振興会 

南丹市 鶴ヶ岡

村 

166 美山町鶴ヶ岡振興会 

南丹市 大野村 188 美山町大野振興会 

南丹市 世木村 54 世木地域振興会 

京丹波町 竹野村 169 竹野活性化委員会 

兵庫 豊岡市 日高町

２－２ 

134 N P O 法人 コミュニティ日高 

豊岡市 高橋村 19 高橋振興対策協議会 

丹波市 神楽村 173 しぐら（神楽）の郷～こころの故郷 

朝来市 与布土

村 

356 与布土地域自治協議会 

上郡町 上郡町 117 上郡校区まちづくり推進委員会（菊森

さんの家） 

和歌山 紀美野町 志賀野

村 

189 未来 de 志賀野 

鳥取 智頭町 山郷村 218 山郷地区振興協議会 
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島根 浜田市 三隅町 360 「みすみ」は桃源郷 ～ 島根県浜田市

三隅町（みすみ) ～ 

出雲市 鵜鷺村 383 鵜鷺地区 

安来市 荒島村 24 荒島地区活性化推進協議会 

雲南市 阿用村 23 阿用地区振興協議会 

雲南市 斐伊村 72 斐伊地域づくり協議会 

雲南市 日登村 323 地域自主組織 日登の郷 

雲南市 日登村 78 西日登振興会 

美郷町 沢谷村 72 沢谷地域連合自治会 

岡山 津山市 倭文村 416 田舎暮らし〜倭文（しとり）の郷 

津山市 倭文村 165 岡山県美咲町〜倭文西まちづくり協

議会〜 

高梁市 吹屋町 14 吹屋ふるさと村 

瀬戸内市 長浜村 445 観音の里 長浜 

真庭市 湯原町 475 「湯原っしぃ」 

美作市 巨勢村

２−１ 

338 巨勢げんき村 

美作市 粟井村 176 能登香の里 粟井村 

美咲町 倭文西

村 

165 岡山県美咲町〜倭文西まちづくり協

議会〜 

広島 尾道市 尾道市 442 まちづくりプロジェクト iD 尾道 

三次市 和田村

２－１ 

32 和田自治連合会 

三次市 川西村

２－１ 

94 勝手に川西を紹介 

三次市 布野村 124 布野町いろいろ紹介 

三次市 八幡村 92 八幡自治振興区 

庄原市 高村 54 下高自治 振興区 

庄原市 小奴可

村 

95 小奴可の里自治振興区 

庄原市 八幡村 92 八幡自治振興区 

庄原市 比和町 122 庄原市比和自治振興区 

徳島 阿南市 富岡町 119 富岡まちづくり協議会 

阿南市 加茂谷

村 

358 加茂谷元気なまちづくり 
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三好市 辻町 206 辻まち生活圏活性化協議会 

香川 観音寺市 五郷村 191 五郷里づくりの会 

三豊市 仁尾町 141 まちづくり推進隊仁尾 

三豊市 財田町 370 まちづくり推進隊財田 

小豆島町 福田村 451 小豆島福田の魅力発信隊 あきゃきゃ

クラブ 

愛媛 松山市 北条町 491 北条地区まちづくり協議会 

宇和島市 吉田町 416 吉田のコト 

宇和島市 奥南村 419 奥南のコト 

八幡浜市 八幡浜

市 

908 八幡浜元気プロジェクト 

西条市 石鎚村 671 石鎚ふれあいの里 

西予市 田之筋

村 

31 田之筋地区地域づくり協議会 

西予市 土居村 77 土居 ふるさと創生会 

西予市 高山村 181 高山よいとこな会 

上島町 岩城村 80 てヲとる岩城島 

鬼北町 愛治村 162 愛媛県鬼北町 愛治活性化集団 来

夢・母愛夢 

鬼北町 日吉村 207 日吉夢産地 

高知 香美市 佐岡村 132 佐岡地区地域振興推進協議会 

佐川町 尾川村

２－１ 

163 高知県高岡郡佐川町尾川地区 

福岡 西区 北崎村 18 北崎よかとこ隊 

朝倉市 松末村 144 松末地域コミュニティ協議会 

那珂川町 南畑村 640 南畑ぼうぶら会議 

築上町 上城井

村 

156 上城井ふれあい協議会 

長崎 五島市 玉之浦

町 

97 五島列島(玉之浦町) 

五島市 三井楽

町 

298 長崎県五島市『三井楽ふるさと会』 

大分 佐伯市 名護屋

村 

106 名護屋豊かな海づくりの会 

豊後高田 田染村 260 田染にただいま 
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市 

宮﨑 日向市 東郷町 186 東郷まちづくり協議会 
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4. 抽出された活用事例に関する分析と優良事例の選定 

 

 

４－１．抽出結果の集計 

 

前章で抽出された Facebook ページの集計結果を表２－４－１に示す。ただし、第 1 段階

の結果では、本研究で対象とする中山間地域以外の結果が含まれるため、第 2 段階、第 3

段階の絞り込みの結果のみを示した。 

 

表２－４－１ 抽出された Facebook ページの集計結果 

 第 2 段階 第 3 段階 

集落 旧村 集落 旧村 

抽出された数 264 343 135 126 

 

 地域に関連するものをすべて含む第 2 段階では合計 607 のページが抽出されたが、そこ

こから特定団体の活動を中心としたページを除くと、前章のとおり 261 サイトにまで絞り

こまれた。以降の集計・分析では、第 3 段階まで抽出した結果を対象とする。抽出された

Facebook ページについていいね数別に集計した結果を、農業集落、旧市区町村それぞれに

ついて図２－４－１、図２－４－２に示した。 

 

 

図２－４－１ 抽出された Facebook ページのいいね数別集計結果（農業集落） 

 



 

35 

 

 

図２－４－２ 抽出された Facebook ページのいいね数別集計結果（旧市区町村） 

 

図２－４－１をみると、半数近くのページでは、いいね数が 100にも満たないことがわ

かる。200未満まで含めると、7割以上が該当していた。200を超えるいいねを獲得してい

るサイトの数は急激に減少する傾向が確認されたが、一部では 1000以上のいいねを獲得し

ているページがあることもわかった。 

 同様に、図２－４－２をみると、30%以上のページで、いいね数が 100にも満たないこと

がわかる。200未満まで含めると、農業集落の場合と同様に、7割以上が該当していた。200

を超えるいいねを獲得しているサイトの数は農業集落と同様に少なく、500以上になると非

常に限られていることがわかる。ただし、農業集落と同様に、一部に 1000以上のいいねを

獲得しているページもみられた。 

 

４－２．GISによる地理的分布傾向の分析 

 

 抽出された Facebook ページの活用事例について、地理的な分布傾向を確認するために、

GISを用いて抽出された地域の立地を可視化する。まず初めに、抽出された地域数といいね

数を都道府県別に集計した結果を、農業集落による結果については図２－４－３、旧市区

町村による結果については図２－４－４に示す。 
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図２－４－３ 都道府県別の該当数といいね数（農業集落） 

 

 

図２－４－４ 都道府県別の該当数といいね数（旧市区町村） 

 

 図２－４－３をみると、地方では東北地方で該当数やいいね数が多いことがわかる。県

別でみると、新潟県と京都府で該当数が特に多かった。いいね数では、新潟県・京都府以

外に山形県でも多くなっていた。 

 図２－４－４をみると、やはり東北地方で該当数やいいね数が多いことがわかる。その

ほかに中国・四国地方でも該当数やいいね数が多かった。京都・兵庫も該当数はやや多い

ものの、いいね数は少なく、活発なページが少ないことが推察された。 

 続いて、抽出された結果を GIS上で描画した。描画にあたっては、いいね数により 5段

階に分類を行った。農業集落、旧市区町村ともに全日本全域の地図で描画すると範囲が細

かすぎて判別ができないため、市区町村単位で再集計を行った。農業集落に関する結果を

図２－４－５に示した。 
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図２－４－５ 抽出された地域のいいね数の空間分布（農業集落） 

 

 図２－４－５をみると、色の濃い地域は、まず東北地方南部から新潟県、富山県にかけ

ての日本海側の地域で見られることがわかる。また、近畿地方の京都周辺や和歌山にもみ

られる。逆に該当数自体が少なく、色の濃い地域もほとんどみられなかったのが、北海道、

九州、四国と関東地方周辺であった。 

次に、旧市区町村に関する結果を図４－６に示した。 
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図２－４－６ 抽出された地域のいいね数の空間分布（旧市区町村） 

 

 図２－４－６をみると、色の濃い地域は東北地方の特に太平洋岸に多いことがわかる。

続いて、新潟から長野県、富山県、岐阜県周辺、あと中国・四国地方でも比較的多くみら

れた。農業集落と同様に、北海道、九州、関東地方周辺については利用自体が少なく、色

の濃い地域もほとんどみられなかった。 

 

４－３．現地調査対象事例の選定 

 

農業集落・旧市区町村に関する分布傾向から、いくつかの仮説が考えられる。まず、東

北地方の太平洋岸や新潟県はそれぞれ東日本大震災や新潟中越地震の被災地であり、これ

らの地域で利用が多いのは、これらの被災経験と関連があることも推察できる。たとえば、

全国旧村地図

いいね数

1.000000 - 151.000000

151.000001 - 323.000000

323.000001 - 642.000000

642.000001 - 1133.000000

1133.000001 - 2722.000000
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①被災により分断されたコミュニティを維持するために Facebookを設立した、②被災によ

り、いざという時の通信手段を複数持っていたほうがよいと考えられ、Facebook が設立さ

れた、③被災により、地域外から様々な人（ボランティアや研究者など）が地域に入って

くることをきっかけとして、Facebookが設立された、などである。 

また、京都府で多くみられたのは、少なくともそのうち 3 事例は筆者が地域に入って設

立を推奨したことをきっかけとするものであるほか、府内には大学が多く、大学生が府内

の農村地域に入って活動する例がきっかけとなっていること等も原因として推測できる。

山陰・山陽地方は、数多くの中山間地域が存在するエリアであり、過疎化・高齢化に対す

る危機感が古くから強かったことから、地域活性化の取組が比較的多く、情報発信の必要

性も強く認識されていたこと等も、Facebook 設立のきっかけとなっていることが仮説的に

推察される。 

一方で、北海道や九州、関東周辺で活用事例が少ない傾向が共通していたが、その要因

は現時点では不明であり、追加調査が必要と考えられる。 

 これまでの結果に基づいて、農業集落や旧市区町村といった小範囲の地域コミュニティ

による Facebook の活用事例の中から、特に活用が活発な地域について選定を行った。選定

は、以下のような方針に基づいて実施した。 

 

① いいね数（ファンの数）が特に多い地域を選定する 

② 農業集落名により検索された地域と旧市区町村名により検索された地域をバランスよ

く選定する 

③ GIS による Facebook ページの立地分布により、過去の被災経験が何らかの形で影響し

ていることが考えられるため、過去に被災経験を持つ地域を一部選定する 

④ 地域の人口規模が異なる地域をバランスよく選定する 

⑤ 離島など、立地条件がやや異なる地域を選定する。 

⑥ 現地調査の際に短期間で回れる範囲で選定する 

⑦ 近すぎるエリアから複数を選ばないようにする 

 

 以上により選定された地域と Facebook の活用状況は表２－４－２のとおりである。 
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表２－４－２ 選定された地域 

都 道 府

県 

地区名 地

域

範

囲 

Facebook ページ いい

ね数 

FB 設 置

時期 

山形県 鶴岡市豊浦村

三瀬 

集

落 

https://ja-jp.facebook.com/sanze.jp 2476 2011/7/1 

宮城県 丸森町筆甫村 旧

村 

https://ja-jp.facebook.com/marumori.hippo 2256 2012/11/4 

新潟県 十日町市中条

村池谷・入山 

集

落 

https://ja-jp.facebook.com/iketaniiriyama 1084 2011/8/27 

富山県 南砺市利賀村 旧

村 

https://ja-jp.facebook.com/toga.fan 1066 2011/2/10 

徳島県 牟岐町出羽 集

落 

https://www.facebook.com/tebajima 736 2014/9/23 

 

 また、ヒアリング調査により得られた各地域の人口・世帯数は表２－４－３の通りであ

る。 

 

表２－４－３ 選定された地域の人口と世帯数 

 三瀬 筆甫村 池谷 利賀村 出羽 

人口 約 1,480 676 19 約 600 約 70 

世帯数 約 500 271 8 約 200 約 30 

 

 選定された地域について、それぞれ選定理由を示す。 

 まず、山形県鶴岡市豊浦村三瀬は、農業集落名により抽出された Facebook ページの中で

最もいいね数が多い地域であったため、①の基準に基づいて選定した。農業集落として検

索されたが、人口規模は比較的多く、日本海側沿岸部にあたると同時に山にも囲まれた地

域である。 

 宮城県丸森町筆甫村は、旧市区町村名により抽出された Facebook ページの中で最もいい

ね数が多い地域であったため、①の基準に基づいて選定した。筆甫村は、東日本大震災時

に、地震や津波の被害はほとんど無かったものの、その後に発生した福島第一原発による

放射能漏えい事故の影響を受けて土壌から放射能が検出されたため、実被害・風評被害も

含めて農作物等が販売できなくなるなどの大きな被害を受けた地域である。 

 新潟県十日町市中条村池谷・入山は、農業集落名により抽出された Facebook ページの中

で 3 番目にいいね数が多かった地域であった。池谷と入山は別々の集落であるが、入山は

https://ja-jp.facebook.com/sanze.jp
https://ja-jp.facebook.com/marumori.hippo
https://ja-jp.facebook.com/iketaniiriyama
https://ja-jp.facebook.com/toga.fan
https://www.facebook.com/tebajima
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現在既に無住化しており、事実上池谷を中心としたページである。人口規模が非常に小さ

いことと、過去に新潟県中越地震による大きな被害を受けた地域であり豪雪地帯でもある。

①、④、⑤、⑥の基準に基づいて選定した。 

 富山県南砺市利賀村は、旧市区町村名で抽出された Facebook ページの中で、いいね数が

2 番目に多い地域であった。また、他地域と比較して高度 1,000 級の山々に囲まれたかなり

高度の高い場所に位置してする峡谷地形の地域であり、豪雪地帯でもある。①、②、⑤の

基準に基づいて選定した。 

 徳島県牟岐町出羽は、農業集落名で抽出された Facebook ページの中で、いいね数では第

9 位である。出羽は、徳島県の海に浮かぶ小規模な離島であるが、Facebook の設置時期が

本報告書執筆時点（2015 年 3 月）の約 5 か月前であり、5 カ月間で急速にいいね数を増や

した地域として、①、⑤の基準に基づいて選定した。 

 以上のとおり、農業集落による結果から 3 地域、旧市区町村による結果から 2 地域の計 5

地域が選定された。太平洋側から日本海側、沿岸部から内陸・山間部・離島、各地域の距

離がほどよく離れていて人口規模も様々であり、バラエティに富んだ地域を選定すること

ができた。 

 

４－４．選定された事例による Facebookページの利用状況の分析 

 

 選定された 5 地域における Facebook ページの活用傾向を把握するために、各 Facebook

ページの投稿の集計を行った。データの取得方法としては、Facebook の提供する Graph 

API20を用いて Facebook ページからすべての投稿データを取得し、CSV ファイルとして保

存するスクリプトを、PHP21を用いて開発した。保存された CSV ファイルでは、1 行につ

き一つの投稿の投稿日、投稿内容（テキスト）、コメント数、いいね数が記録される。本ス

クリプトを実行して得られたデータを利用して、各 Facebook ページの投稿傾向をグラフ化

した（図２－４－６）。分析対象期間は Facebook ページ開設後から 2015 年 1 月末までと

した。 

 

                                                   
20 Facebook が公式に提供する API(Application Programming Interface)で、自作のプログラムから

Facebook の保有する様々なデータにアクセスすることができる 
21 PHP（Hypertext Preprocessor）とは、主に Web サーバーサイドのプログラムでよく用いられるスク

リプト言語である。 
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図２－４－６ 選定された地域の Facebook 上での投稿傾向 

 

 三瀬と池谷ではいずれも投稿数が 1200 を超えており、Facebook ページ開設後に平均し

て 1 日 1 回は投稿がされていることがわかる。筆甫村と利賀村では、投稿数は 600～800

前後であり、頻度はやや落ちるものの、1～2 日に一度は投稿がされていることがわかる。

出羽島については、開設後まだ 5 か月程度であり全投稿数はまだ少ないが、やはり平均し

て 1 日 1 回程度は投稿が維持されていることがわかった。また、筆甫村、池谷、出羽島は

継続的に投稿が伸びているのに対して、三瀬と利賀村はやや投稿が鈍化している傾向もみ

られた。 
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5. 選定された事例に関する現地調査 

 

 

５－１．現地調査の概要と方法 

 

 前章で選定された 5地域を対象に、2015年 2月 20日～3月 1日にかけて、各地域で現地

調査を実施した。現地調査対象地域の位置と調査日程は、図２－５－１のとおりである。

地域で Facebookページの管理を主に担当する住民を対象として、対面によるインタビュー

調査を実施した。ただし、3/1の出羽島に関しては、担当者が都合で一時地域を離れてしま

っており、日程の調整がつかなかったため、現地訪問はできなかった。そのため、代わり

として、3/1に担当者と電話によりインタビューを行った。 

 

図２－５－１ 現地調査の日程と対象地域の位置 
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 インタビュー調査の調査項目は、Facebookページの立ち上げから運用にかけてのことや

管理者の情報、地域の現状や課題等について尋ねた。詳細な質問項目は表２－５－１のと

おりである。 

  

表２－５－１ インタビュー調査による質問項目 

大項目 小項目 

地域の状況 地域の現状と課題 

地域の主な活動 

地域の見どころ・売り物 

地域のインターネット環境 

Facebookページの設立の経緯 Facebookページの設立時期 

Facebookページを設立した人 

Facebookページを設立した目的・理由 

Facebookページの管理・運営体制 Facebookページの主な管理・運営者 

管理者の年代 

管理者の所属 

管理者の役職 

管理者の出身地 

管理者の主なバックグラウンド 

情報発信に関する管理者の知識や経験 

Facebookページの運営方法 Facebookページに投稿を行う人 

投稿の際に意識・注意していること 

Facebookページでファンを増やす方法 

Facebookページの活用上で直面した課題や難しい

ところ 

Facebook以外の情報発信方法 

Facebookの今後の利用方針 

Facebookページによる効果 Facebookページによりもたらされた効果 

 

 以降では、各地域の概要と、インタビュー調査の結果について整理していく。 

 

５－２．宮城県丸森町筆甫村 

 

 筆甫地区は、宮城県最南端の町、丸森町の中心部からさらに南に 14キロ進んだ宮城県最

南端の山間地区にある。標高は 300～400メートルと比較的高地にあり、阿武隈高地の最北
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部に位置している。地区の面積は宮城県の約 1％にあたる 74平万キロであり、中心の集落

から峠を越えると南東部に福島県相馬市、南西部に福島県伊達市と接しており、福島県に

突き出た形となっている。雪はそれほど豪雪にはならないが、年に数回は 50 センチ前後の

雪があり、交通の障害ならびに道路の凍結などを招くこともある。 

 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災による福島第 1 原発の放射能漏えい事故の被

害を受けて農作物や土壌から放射能が検出され、地域の農業や観光面で実害・風評被害と

もに大打撃を受けた。現在は、農業体験イベントを複数開催しているほか、筆祭りという

祭りでは数百人の来客がある。 

 

 

  

写真２－５－１ 宮城県丸森町筆甫村における現地調査 
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図２－５－２ 筆甫村の Facebookページ 
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 表２－５－２ 筆甫村におけるインタビュー調査の結果 

大

項

目 

小項目 回答 

【2015年 2月 20日 15：30～17：00】 @筆甫まちづくりセンター 

地
域
の
状
況 

地域の現状と課題 2011年に東日本大震災が発生し、福島第一原発の放射能漏え

い事故の影響により、地域で高い放射線量が検出された。も

ともと高齢化や過疎化は宮城県でも１、２を争うくらい進ん

でおり秘境と呼ばれたりもしていたが、移住してくる人もみ

られ、課題は山積していたもののまだまだ頑張れるという気

運があった。それが震災を受けて地域がかなり意気消沈して

しまい、震災をきっかけにさらに出ていった人もいる。過疎・

高齢化は進行しており、特に若い人は 3月に就学や就職のた

めに出ていく人が多い。60歳代以上が 30%以上いる。他に、

獣害や耕作放棄により農地が荒れており、また放射能の影響

で野菜等は食べられなくなった。林業や炭焼きが主な産業で

あるほか、「へそ大根」という特産品を開発し、販売してい

る。雪は比較的降るが、閉ざされるようなことはほとんどな

い。（ただし、昨年一度道路が閉鎖された） 

地域の主な活動 農業体験イベントなどは定期的に行っているが、そのほとん

どは 15～20人くらいの規模のものにしている。キャパシティ

に限界があるため。ただ、筆まつりという大きな祭りでは、

数百人の参加者がある。 

地域の見どころ・売り

物 

へそ大根、筆祭り、歴史 

地域のインターネッ

ト環境 

市のサーバーを通すと、色々な機能がブロックされたりして

不便である。携帯電話は一部つながらない場所もある。地域

内に Facebookを使っている人はそれほど多くはない。

Facebookに自分が載ったりすると喜ぶ人も多い。 

Facebook

ペ
ー
ジ
設
立
の

経
緯 

Facebookページの設

立時期 

2011/7/1 

Facebookページを設

立した人 

Yさん 

Facebookページを設

立した目的・理由 

Yさんは 2008年くらいから地域の情報発信を行うブログを運

営していたが、町のサーバーを使っていたためにいろいろと

制約が多かった。また、投稿でば、写真のレイアウトが必要
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だったりと、面倒も多かった。そのため、もっと投稿が簡単

な Facebookを始めた。震災時の放射能により実害・風評被害

を受けて地域が落ち込んでいた状況があり、なんとかそれを

打破し、活気や誇りを取り戻したいという意識があった。 

F
a
c
e
b
oo
k

ペ
ー
ジ
の
管
理
・
運
営
体
制 

Facebookページの主

な管理・運営者 

Yさん 

管理者の年代 30代後半 

管理者の所属 筆甫地区振興連絡協議会 

管理者の役職 事務局長 

管理者の出身地 宮城県仙台市 

管理者の主なバック

グラウンド 

2002年より 1年間タイで勤務。2004年の春に地域に移住して

きて地域おこし系の NPO法人を設立。移住の理由は、筆甫が

地域づくりの面で一番活発であると感じたから。その後、筆

甫地区振興連絡協議会を立ち上げ、筆甫まちづくりセンター

の指定管理を受けている。 

情報発信に関する管

理者の知識や経験 

NPO法人での経験を通じて地域おこしについて学んだ。 

Facebook

ペ
ー
ジ
の
運
営
方
法 

Facebookページに投

稿を行う人 

吉澤さん一人。以前は震災復興支援員の女性も行っていたが、

彼女は既に辞めてしまった 

投稿の際に意識・注意

していること 

· 最初のころは、内容は何でもよいと思っていた 

· 地域にとって前向きなものと感じられるような内容の方

が受けも良い 

· 個人的な私情をなるべく挟まないようにして客観的な内

容になるように心がけている 

· 読んで嫌な気持ちになるような内容は投稿しないように

気をつけている 

· 短い投稿のほうが良いということも言われているが、初め

てみた人でもわかるように、必要な説明は十分に入れるよ

うにしているため、若干文章が長くなっている 

· シェア以外では、写真を必ず入れるようにしている 

· タグ付けをすることで、タグ付けされた人・ページのタイ

ムラインにも情報が載るようにしている 

Facebookページでフ

ァンを増やす方法 

· Facebookの広告機能を使っている。1ドル払えば大体平均

して１～２くらいいいねが増える。広告によりトータルで

500人くらいは増えていると思われる。広告費用は宣伝活

動費として捻出可能。 
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· 地域内の広報紙で Facebookの宣伝をしている 

· Facebookだけではなく、普段から地域の中で活動している

ことが大事。それにより、地域で認知され、色々な取材も

可能になる 

· タグ付けをできるときは行う 

· 地域づくりをがんばっている地域として多少話題性があ

り、講演会等に呼ばれることもある。そういった機会を利

用して外とのつながりを自分自身が積極的に作り、それを

地域に呼び込むようにする 

Facebookページの活

用上で直面した課題

や難しいところ 

· へそ大根の販売サイトが外部サイトとしてあるが、そちら

の売上が伸びておらず、なんとか売上向上につなげたい 

· 今は吉澤さんが中心になって地域と外部がつながってい

るが、もっと両方がダイレクトにつながるようになればよ

い 

· 地域内の住民で Facebookをやっている人はあまり多くは

ない 

· タブレットの配布などもやりたいと思っている 

Facebook以外の情報

発信方法 

· マスコミ（新聞・テレビ） 

· 地域内の広報紙（かなり分量が多く、月一回発行されてい

て評判も良い 

· Twitter（あまり活発ではない） 

· へそ大根販売サイト 

Facebookの今後の利

用方針 

それほど大きくこれまでと変わることはなく、今までどおり

地道にファンを増やしていく。 

効
果 

Facebookページによ

りもたらされた効果 

· イベント情報を掲載することで、イベントに来てくれる人

は増えており、また Facebookで事前に知り合っているこ

とで、現場で話がしやすくなる 

· 直売所の売り上げは若干上がっている 

 

５－３．山形県鶴岡市豊浦村三瀬 

 

 三瀬地区は、東北・山形県庄内地方の南部に位置し、海と山に囲まれて場所に位置する。

三瀬という地名の由来は、地域の中を 3本の川が流れていることによるものである。周辺

の自然を活用した様々な事業活動に取り組んでいる。 
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写真２－５－２ 山形県鶴岡市豊浦村三瀬における現地調査 
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図２－５－３ 三瀬地区の Facebookページ 
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表２－５－３ 三瀬地区におけるインタビュー調査の結果 

大

項

目 

小項目 回答 

【2015年 2月 21日 9：00～11：00】 @鶴岡市三瀬コミュニティセンター 

地
域
の
状
況 

地域の現状と課題 三瀬地区はもともと 2000人以上の人口があったが、人口減少

が急速に進行しており、今は 1480人に減ってしまっている。

60歳以上が 3割ほどを占める。特に若い人は、大学に一度出

ていくと、ほとんどは二度と戻ってこない。若い人を呼び込

むために、なんとか地域内に仕事を増やそうと努力している。

産業としては、たとえば三瀬杉などを中心とした林業があり、

今後まきストーブやペレット利用も検討している。ほか、特

産品としてにんにくや伝統的なモチの笹巻などがある。コミ

ュニティ活動はかなり活発で、毎週なにかしらのサークルや

集まりが行われている。東日本大震災の影響はほとんど受け

ていない。 

地域の主な活動 コミュニティ活動の他、農業体験・漁師体験イベントも多く

行われている。海水浴場もある。マスコミへのアピールや情

報発信の講習会等が行われており、地域外からも受講者があ

る。 

地域の見どころ・売り

物 

笹巻、三瀬杉、三瀬海岸 

地域のインターネッ

ト環境 

携帯電話の電波については問題なく LTEも使える。Facebook

を使っている人も増えてきていると思う。 

Facebookページの設

立時期 

2011/7/11 

Facebook

ペ
ー
ジ
設
立
の
経
緯 

Facebookページを設

立した人 

Iさん 

Facebookページを設

立した目的・理由 

地域の情報発信を通じて得られる外部評価により、地域の自

慢や自信につなげること。複数のメディアを使いこなす中で、

特にリアルタイムの情報を発信し、共感を共有すること。 

Facebookページの主

な管理・運営者 

Iさん 
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F
a
c
e
b
oo
k

ペ
ー
ジ
の
管
理
・
運
営
体
制 

管理者の年代 30代後半 

管理者の所属 三瀬地区自治会ほか普段は一般社団法人にて勤務 

管理者の役職 広報担当 

管理者の出身地 山形県鶴岡市三瀬地区 

管理者の主なバック

グラウンド 

大学進学の際に富山県に出ていたが、卒業後すぐに三瀬に戻

ってきた。その後、地域づくり系の NPO法人を立ち上げて 6

～7年ほど勤務。NPO法人の活動からは少し離れて本業として

は山形県軽自動車協会に所属している。自治会にも若いなが

ら所属しており、理事 5年目に広報担当となった。今後は「フ

ォワード三瀬」という新たな企業を立ち上げようとしている。 

情報発信に関する管

理者の知識や経験 

ホームページなどを自分で制作しているが、専門的に勉強し

たり、情報系の仕事に関わったりした経験は全くない。まわ

りに詳しい人がいて、彼らから独学で学んだ。写真が好きで、

一眼レフの利用歴は 5年くらい。 

Facebookページに投

稿を行う人 

Facebookページの管理人は 5名いるが、投稿の 95%は Iさん

によるもの 

Facebook

ペ
ー
ジ
の
運
営
方
法 

投稿の際に意識・注意

していること 

· 継続することが大事 

· 人の顔や家などが写ってしまったりすることは特にきに

しておらず、また問題になったこともない。 

· 地域の問題点や課題については出さないようにしている。 

地域の良いところや良い風景写真を多く載せるようにしてい

る。特に海の写真は反響が大きい 

Facebookページでフ

ァンを増やす方法 

· 公式サイトや広報紙・お知らせなどに Facebookページの

情報を載せている 

· Facebookを使っているとテレビや新聞などのマスコミが

それを見て取材にくることがあり、それにより知名度が上

がってファンが増える 

· タグ付けは知り合いに関しては行っているほか、ページに

新規でいいねしてくれた人には招待メールを送っている。 

· 有料の広告にも 10,000円程度は使っていて多少は増えて

いる。 

· 他に、庄内地域でいいね数の多い Facebookページがあり、

そこと時々投稿のシェアなどを行っている 

Facebookページの活

用上で直面した課題

· イベントなどが多いが、一人では取材する手が足りず、も

っと良い素材がまだ見逃されてしまっている面がある 
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や難しいところ 

Facebook以外の情報

発信方法 

· マスコミ（新聞・テレビ） 

· 地域に関するその他の Facebookページ（庄内地域のペー

ジや薪利用のページなど） 

· ホームページ（sanze.jp） 

· 地域内のいくつかの施設（保育園、琴平荘など）のホーム

ページを立ち上げ、それらを sanze.jpにて取りまとめて

いる 

· 地域内の広報紙 

· Twitter（Facebookと連動しているだけ） 

Facebookの今後の利

用方針 

· 今後１～2年くらいは今までどおりその時その時の旬な情

報を発信してファンを増やしていく。地域内施設のホーム

ページはもう少し立ちあげたい。もう少し人を増やして情

報の管理体制を構築していきたい。 

Facebookページによ

りもたらされた効果 

· 海水浴客が 3～4割くらい増えたほか、イベント参加者も

増えている 

· マスコミに注目されることが多くなり、取材も増え、テレ

ビにも月に 1 回くらいは三瀬が出ている 

· 地域外に出ている人が三瀬の Facebookページやホームペ

ージで喜んでくれている 

保育園はもともと定員の半数くらいしか埋まっていなかった

が、情報発信により、地域外からも子供が来るようになった。 

効
果 

 ·  

 

５－４．新潟県十日町市中条村池谷 

 

 池谷集落は、新潟県十日町市の標高 300メートルの山中にある小さな集落である。美し

い棚田でのコメ作りを中心としており、昭和 30年代には 37戸 170世帯が暮らしていた。

しかし、高度経済成長期より徐々に村の住民は都会へと流出し、過疎化が進行していった。   

それに加えて、2004 年 10月 23日に、新潟県中越地震が発生し、家屋の倒壊や道路、棚

田の崩れ等大きな被害を受け、一時は 6世帯にまで減ってしまい、閉村寸前の状況にあっ

た。ところが、都市部からボランティア団体が来るようになったことをきっかけとして若

者が集落に移り住み、限界集落から脱却を果たした「奇跡の集落」として話題になってい

る。2015年 2月には、地域再生対象の特別賞を受賞した。小規模な農業体験イベントなど
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が開催されている。 

 

  

 

写真２－５－３ 新潟県十日町市中条村池谷における現地調査 
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図２－５－４ 池谷地区の Facebookページ 
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表２－５－４ 池谷地区におけるインタビュー調査の結果 

大

項

目 

小項目 回答 

【2015年 2月 22日 10：00～12：00】 @池谷分校 

地
域
の
状
況 

地域の現状と課題 池谷集落は、2004年に中越地震で被災し、家屋が全半倒壊し

たほか、道路や田んぼ、神社の鳥居が崩れるなどの被害があ

った。地震前には 8世帯が済んでいたが、2世帯は家の倒壊に

より離村し、田んぼの耕作をやめる人も出て、村をたたむ直

前の状況であった。しかし、震災復興支援や NPO法人 JENな

どのボランティア活動に助けられたほか、2010年に地域おこ

し協力隊が来て、任期後に奥さんと子供 2 人とともに定住し

ているほか、実行委員会の女性２名（Fさん含む）も地域付き

で活動をしており、活気を取り戻しつつある。「奇跡の集落」

としてマスコミにも取り上げられたほか、2015年 2月には実

行委員会は地域再生対象特別賞を受賞した。視察も今年度は

10組以上来ている。もとからの地域住民のほとんどは 70～80

代の高齢者だが、車を運転して十日町市内には自分で出られ

るほか、お金にも苦労はしていない。ただし、豪雪地帯であ

るため、空き家がまったくない。美しい棚田を保全するため、

若い跡継ぎを呼びこむために移住者のための家を建設してい

る。 

地域の主な活動 田んぼ（田植え・稲刈り）や山菜取りの体験のために若い人

が不定期に集落に来てくれる。移住者用の家を Ready4やネッ

ト上の募金などで集めて建設している。農業はコメ作りが中

心。 

地域の見どころ・売り

物 

棚田、山清水米 

地域のインターネッ

ト環境 

携帯電話はほぼつながる。昔パソコンの講習会があったおか

げで、少なくとも各世帯でインターネットを使える人はいる

が Facebookなどは使われていない。地域のブログを住民に

時々みせたりしている。 
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F
a
c
e
b
oo
k

ペ
ー
ジ
設
立
の

経
緯 

Facebookページの設

立時期 

2011/8/27 

Facebookページを設

立した人 

Fさん 

Facebookページを設

立した目的・理由 

Facebookページで地域の状況を定期的にゆるく発信ことで交

流を増やしていき、共感を起こしていくこと。特にリアルタ

イム性のある情報を発信すること。 

F
a
c
e
b
oo
k

ペ
ー
ジ
の
管
理
・
運
営
体
制 

Facebookページの主

な管理・運営者 

Fさん 

管理者の年代 20代後半 

管理者の所属 十日町市地域おこし実行委員会 

管理者の役職 事務局員（パート）、広報担当 

管理者の出身地 和歌山県生まれ、東京都育ち 

管理者の主なバック

グラウンド 

2007年、大学生の時に JENという NPO法人の中越地震からの

震災復興活動に参加して初めて池谷集落に来た。その後東京

で就職し、会社員として、求人広告を作る部署にて勤務して

いたため、1年半ほどは地域には来られなかった。その後久し

ぶりに池谷集落を訪れた際に、NPO法人「十日町市地域おこし

実行委員会」（当時任意団体）の取組が非常に進んでいて驚

かされ、一か月に一度は池谷集落に通い、2011年に移住を決

意し、2012年 4 月より同 NPO法人に所属した。 

情報発信に関する管

理者の知識や経験 

もともと記事を書いたり写真を撮ったりするのが好きであ

り、相当前からブログをやったり Mixiをやったりしていた。

また、会社員時代は求人広告の仕事をしており、PRなどの知

識・経験があった。 

Facebook

ペ
ー
ジ
の
運
営
方
法 

Facebookページに投

稿を行う人 

ほぼ Fさん一人。ごくまれに他の NPO法人の人も投稿する 

投稿の際に意識・注意

していること 

· 最初は時々更新する程度だったが、いつからか毎日更新す

ることが大事だと考えるようになった 

· 「今日の一枚」というコンテンツを設定し、継続的に発信

するようにしている。発信内容は日常のどんなささいなこ

とでもかまわない。 

· リアルタイム感が大事なので、遅くても 1週間以内の出来

事を投稿するようにしている 

· ネタが無い時のために、イベント等でネタを取りためてお

く 
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· 商売用の情報は、商用のページと思われないようにするた

めにほとんど出さないようにしている。 

· ネガティブな投稿は基本的に出さないようにしている。 

· あまり長い記事を書かないようにしている。 

Facebookページでフ

ァンを増やす方法 

· 知り合い、もしくは新しく知り合った人にはよく招待メー

ルを送っている。 

· 近年、「奇跡の集落」として取り上げられたり、受賞した

りでメディアからの注目も高く、メディアで掲載された情

報（例えば地元アイドルの訪問情報）をシェアすることで

いいねが増える 

· イベントなどで外から人が来てくれた時に、それらの人に

招待メールを送っている。 

· ブログやホームページなど、他のメディアとも合わせて相

互にリンクしあっている 

Facebookページの活

用上で直面した課題

や難しいところ 

· もう少し十日町市全体を踏まえた投稿を増やしていきた

い共感の輪を広げていきたいが、そういうのを書いてよい

かわからず、どうしていいかわからない 

· 実はネガティブというか切実な情報を投稿して、そういう

話題についても色々と話し合いたいが、ファンが離れる可

能性を恐れてそういう投稿はできない。 

· 最近、マスコミにも注目されてきており、実行委員会等の

支援者として豊富な人材がいることから、池谷はうまくい

きすぎていると思われると、これ以上の支援が得にくくな

ってしまい、共感も得られにくくなる可能性がある 

Facebook以外の情報

発信方法 

· マスコミ（新聞・テレビ・雑誌） 

· 地域のホームページ（http://www.iketani.org/） 

· 地域のブログ（http://ameblo.jp/iketaniiriyama/） 

· Twitter（https://twitter.com/iketanisyuraku） 

· 地産品の販売サイト（http://shop.iketani.org/） 

· Ready4による宿泊施設用資金のクラウドファンディング 

Facebookの今後の利

用方針 

今までどおり続けていきたいが、少し切実な内容の投稿や、

十日町市にまで視野を広げた投稿も行っていきたい。 

効
果 

Facebookページによ

りもたらされた効果 

· いいねやコメントの数が増えており、交流は広まってい

る。 
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５－５．富山県南砺市利賀村 

 

 利賀村は、富山県の南西部に位置し岐阜県と接しており、標高 1,000mを超える山々に囲

まれた南北に細長い地域である。庄川の支流である利賀川と、神通川の支流である百瀬川

が地域を縦断する。非常に急峻な峡谷地形であり、村外へのアクセスも峡谷を抜ける必要

があり、困難を伴う。冬は 4mの積雪に閉ざされる。その地形のため農業は産業としては不

可能であり、建設業や林業が中心産業となる。 

古くより、東京都武蔵野市と姉妹都市を結んでいるほか、その後も宮崎県日之影町、ギ

リシャのデルフィ市、ネパールのツクツエ村、韓国の平昌群など、国内外の多くの地域と

姉妹都市・提携都市を結んでいる。東京をはじめとする多くの大学から大学生を呼び込み、

利賀ゼミと呼ばれる勉強会を開催するなど、地域外との交流に力を入れている地域である。

そばまつりや芸術祭が毎年開催されている。 
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写真２－５－４ 富山県南砺市利賀村における現地調査 



 

62 

 

 

図２－５－５ 利賀村の Facebookページ 
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表２－５－５ 利賀村におけるインタビュー調査の結果 

大

項

目 

小項目 回答 

【2015年 2月 23日 11：00～12：30】 @南砺市商工会福野支部 

地
域
の
状
況 

地域の現状と課題 10年前の合併前には地域の人口は 1000人以上いたが、その後

急速に減少し、現在 600人程度になっていて、高齢化率も 50%

近い。冬は雪が多く降り、4m近くまで積もる。米や野菜など

の農業はほとんどできず、昔は林業や出稼ぎが中心であった。

今は建設業や観光業が中心になっている。もともと世界遺産

の五箇山地区と同様にかやぶき屋根の家がほとんどだった

が、豪雪の中で不便さにより壊してしまった。昭和 47年に武

蔵野市と姉妹都市を結び、その後東京の小学生や大学生との

交流が続いている。交流の大切さを実感し、今では東京をは

じめとする各地から多くの大学生を地域に呼び込んでいる。

演劇祭やそばまつりなどのイベントも開催されており、芸術

や音楽に関心のある若者が多く訪れている。ただし移住者は

まだほとんど無い。市役所は、経済的利益を追求したがる傾

向があるが、短期的な経済利益以上にまず交流が大事だとい

う思いがある。 

地域の主な活動 東京をはじめとする各地の大学との交流事業を実施してお

り、多くの大学生を地域に招待している。昭和 57年より演劇

祭利賀フェスティバルを開催していて知名度があがっている

ほか、「利賀ゼミ」などの団体活動も盛んである。ギリシャ

やネパールとも姉妹都市を結んでいる 

地域の見どころ・売り

物 

そばまつり、演劇祭、 

地域のインターネッ

ト環境 

ネットに関しては、光回線は来ておらず、ケーブル回線が利

用できるが、若干遅い。また、携帯電話は、だいたいのエリ

アで Docomo、au は入るが、不感地帯も少しある。Facebook

は村全体で 100人以上が利用していて多い方だと思う 

Facebook

ペ
ー
ジ

設
立
の
経
緯 

Facebookページの設

立時期 

2011/2/10 

  

Facebookページを設

立した人 

Sさん 

Facebookページを設 わらじプロジェクトという社会人団体が東京にあり、そのメ
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立した目的・理由 ンバーである Iさんという方が約 4年前に利賀村を訪れた。

その知り合いに Nさんがおり、Nさんが情報発信手段として

Facebookを紹介してくれ、Facebookページ「利賀村ファン」

を立ち上げてくれた。さらにその後、サイボウズに努める女

性が地域を訪れ、野村さん等と合計 3回ほどにわたり

Facebook講習会を行った。 

F
a
c
e
b
oo
k

ペ
ー
ジ
の
管
理
・
運
営
体
制 

Facebookページの主

な管理・運営者 

Sさん 

管理者の年代 50代後半 

管理者の所属 南砺市商工会利賀村支部 

管理者の役職 商工会職員 

管理者の出身地 富山県南砺市利賀村 

管理者の主なバック

グラウンド 

南砺市商工会に勤務しており、地域のための助成金の獲得や

事業創造等に従事している。特に、全国の大学等との連携に

より若い学生を地域に呼び込むような事業を展開している。 

情報発信に関する管

理者の知識や経験 

大分昔からブログを書いたりしていた。 

Facebook

ペ
ー
ジ
の
運
営
方
法 

Facebookページに投

稿を行う人 

Facebookページの管理人は 5人ほどで地元 2人、地域外 3人。

斎藤さんが 50%程度投稿しているほか、民宿の人や地域外の人

も投稿する 

投稿の際に意識・注意

していること 

（特になし） 

Facebookページでフ

ァンを増やす方法 

· 交流事業により地域に来てくれた人とのつながりにより、

それらの人が利賀村を紹介してくれることでいいねが増

える 

· Facebookをよく使っている学生も、利賀村のことを記事に

書いてくれる。 

· 広く浅くというつながりよりも、一人一人とじっくり太く

つきあうことで、それらのつながりを通じて情報が拡散

し、いいねが増える 

· 地域に Facebookを教えてくれたり講習をしてくれたりし

た人たちのつながりにより、200くらいはすぐに増えた。 

Facebookページの活

用上で直面した課題

や難しいところ 

· Facebookを含めたネットでゆくゆくは地域の商品を販売

していきたい。 

· 培われた交流関係から、経済的な利益につなげていかなけ

ればならない。 
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Facebook以外の情報

発信方法 

· 個人のブログ 

· 個人用の Facebook 

· 地域に関するその他の Facebookページ（マゴタリンカフ

ェ、南砺市利賀地域長期宿泊体験協議会など） 

· LINE 

· 地域のホームページ（Toga Open Village） 

Facebookの今後の利

用方針 

今後も継続していくが、最も反響が大きいのは個人のブログ

や Facebookで、管理するページも 5つと多く手がまわらない

ため、利賀村ファンは若干下火になりつつある。ネットの活

用としては、今後山菜の加工品、どぶろく、またたび酒など

をセットで販売していきたい。 

効
果 

Facebookページによ

りもたらされた効果 

· 現地に来てくれた人と、ネット上でその後も交流を継続で

きている 

· 思いがけないところから知り合いができて、深い付き合い

にまで発展することがある 

 

５－６．徳島県牟岐町出羽 

 

 出羽島は、徳島県牟岐町の牟岐港から約 3.7kmの沖合にある島である。牟岐港からは定

期船で約 20 分の距離にある。出羽島灯台からの眺望は雄大であり、東に紀州（和歌山）、

西に室戸、南に太平洋、北に四国山脈が展望できる。もともと漁業が盛んであったが、徐々

に衰退するにつれて人口減少が急激に進行している。現在、産業と呼べるものはほとんど

ないが、日本でも有数の波が得られるということで、サーファーの隠れた名所となってい

る。また、ミセ造りと呼ばれる四国東南部だけにみられる独特の伝統建築が残っており、

建築学的にも稀少価値のあるものとして注目されている。また、シラタマモと呼ばれる仮

根部に白色の小球体をつける独特の藻の日本唯一の自生地としても知られている。シラタ

マモは世界でも 3か所でしか見ることができない、生きた化石と呼ばれる貴重なものであ

る。2013年より毎年「牟岐・出羽島アート展」が開催されている。 
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図２－５－６ 出羽島の Facebookページ 
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表２－５－６ 出羽島におけるインタビュー調査の結果 

大

項

目 

小項目 回答 

【2015年 3月 1日 13：00～14：30】 電話インタビュー 

地
域
の
状
況 

地域の現状と課題 昭和 50年代にはカツオやマグロ漁の拠点として栄えており、

島民も 1000人ほどいた。しかし漁が徐々に衰退するにつれて

後継ぎが流出し、継続的な人口減少にさらされることになっ

た。それでも仲山さんが移住してきた 18年前は 200人近くの

島民がいたが、今は 70人ほどに減ってしまった。さらに、70

人のうち 10～20人くらいは既に四国本島の老人介護施設に入

っており、島にいるのは 50～60人くらい。空き家もかなり多

い。高齢化も非常に進んでおり、四国本島に基本的に住んで

いる最年少の人で 40代。以前に一度、地域新興のために海の

駅をつくろうという計画が持ち上がったが、島民の反対にあ

い、頓挫してしまった。現在、漁や農業は生業にはならず、

これといった産業が全くない状態。島を訪れる人はかなりい

るものの、旅館などは無く、島にお金はほとんど落ちない状

態である。島の将来に対する危機感は強い。気候は温暖であ

る。島では車は走っていない。 

地域の主な活動 年に一度、出羽島アートフェスティバルが開催される。外か

ら人を呼びこむようなイベントはそれほど行われていない。 

地域の見どころ・売り

物 

日本有数の波（サーフィン用）、シラタマモ、ミセ造りと呼

ばれる伝統建築 

地域のインターネッ

ト環境 

島では光ファイバーが通っている。携帯電話の電波も Docomo

はまったく問題なく全域入る。 

Facebook

ペ
ー
ジ
設
立
の

経
緯 

Facebookページの設

立時期 

2014/9/23 

Facebookページを設

立した人 

Nさん 

Facebookページを設

立した目的・理由 

島の持つ多くの魅力を知ってもらい、少しでも人に来てもら

って真剣に島に住んでもらえる人を増やしたいという思いで

運営している。 
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F
a
c
e
b
oo
k

ペ
ー
ジ
の
管
理
・
運
営
体
制 

Facebookページの主

な管理・運営者 

Nさん 

管理者の年代 50代後半 

管理者の所属 会社は引退。現在は漁を行っている 

管理者の役職 地域の情報発信担当（非公式だが認知されている） 

管理者の出身地 神奈川県茅ヶ崎市 

管理者の主なバック

グラウンド 

大手出版社に勤務して全国区の雑誌の写真撮影や記事の執筆

などを手がけていた。サーフィンをやっていて出羽島が日本

でも有数の波を得られる地域だと知り、はじめは出羽島に取

材としてやってきた。その 1年後には島を気に入り、18年前

より出羽島に移住した。はじめは雑誌の仕事を続けていたが、

10年位経って会社が倒産し、次の会社に 4年間務めるも、会

社を辞めフリーランスで活動。その後は、主に漁を仕事とし

てきた。 

情報発信に関する管

理者の知識や経験 

出版社でプロカメラマンとして勤務しており、文章も書いて

いた。雑誌社では、読者の反応を見て記事や写真の内容を切

り替えるため、どのようなものが好まれるかがある程度判断

できる。また、PC歴も既に 30年以上あり、HPやブログなど

を使っていた。 

Facebook
ペ
ー
ジ
の
運
営
方
法 

Facebookページに投

稿を行う人 

Nさん 1人。もう一人移住者で別の Facebook ページをやって

いる人はいる。 

投稿の際に意識・注意

していること 

· 毎日投稿しすぎると飽きられると考えているため、投稿は

2～3日に 1回くらいにしている。 

· 写真は可能な限り美しいものを選択して載せるようにし

ている。 

· 文章も、写真の風景が持つストーリーをうまく表現するた

めに、かなり時間をかけて練ったうえで投稿している。 

· Facebookページではページ名で常に運営しており、個人名

は出さないようにしている。 

Facebookページでフ

ァンを増やす方法 

· 何も特別なことはやっておらず、自分でもどうしてこんな

に反響が得られているのかよくわからない。 

· 島を訪問してくれたサーフィン客などが出羽島を紹介し

てくれていると思う。 

Facebookページの活

用上で直面した課題

や難しいところ 

· 島民の中には、写真を撮られたり、記事を書かれるたりす

るのが嫌いな人がかなり多いため、はっきりと許可を得ら

れない場合、人は写せない。 
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Facebook以外の情報

発信方法 

（特に無し） 

Facebookの今後の利

用方針 

まだ初めて半年ほどであり、当面は今のやり方で継続して情

報発信をしていく。ただし、投稿や写真に対する視聴者の反

応を常に見て、反応が薄いものについては引っ込めるなど、

柔軟に対応していく。 

効
果 

Facebookページによ

りもたらされた効果 

· ファンが急激に増えていて、島のことを知ってくれる人が

非常に増えた。 

· Facebookページを見て移住を希望してくる人が何人もメ

ッセージを送ってくれるようになった。そのうち 2～3人

は本気で移住を検討している。Facebookを始める前は移住

の問い合わせなどはまったくなかった。 

 

５－７．現地調査のまとめ 

 

 以上のインタビュー調査の結果を整理すると、Facebook活用が活発な地域には共通点が

あることがわかる。まず、人口規模は大きく異なるものの、各地域で共通して過疎化・高

齢化が急速に進行しており、将来の地域の持続性に強い危機感を抱いていることが挙げら

れる。このような厳しい現状の中で、どの事例でも共通して、地域外との交流を増やし、

それが地域への訪問者や定住者の増加につながることを目的として、Facebook をはじめと

した情報発信が行われている。つまり、Facebook活用の目的は、地域内交流を活発化させ

ることよりも、地域外にからいかにして人を呼びこむかということであった。 

 本調査におけるインタビュー対象者は、Facebookページを設立し、ページの管理や情報

発信を実際に行っている当人であった。ただし、利賀村では、実際に設立を行ったのはイ

ンタビュー対象者ではなく、東京から地域を訪れた若い方との共同によるものであり、ペ

ージも現在も共同管理されている。以降では、インタビュー対象者を管理者と呼ぶことと

する。管理者 5名の内、三瀬地区、利賀村以外の 3名は、現在居住している地域とはもと

もと全く関連の無い外部からの移住者であった。筆甫村と出羽島では、何らかのきっかけ

で管理者が自ら地域を訪問した際に、地域に魅力を感じ、移住を決意していた。池谷では、

新潟中越地震で被災し、大きなダメージを受けたことをきっかけとして東京からボランテ

ィアグループが地域を訪問し、管理者もその中の一人であった。管理者は、ボランティア

活動への参加をきっかけとして地域に魅せられ、移住を決意していた。三瀬地区の管理者

は、大学進学時に県外に出ていたが、出身地域で生活したいと考えて、通常一度県外に出

るとほとんど戻ってこない状況にも関わらず、卒業後にすぐに戻ってきていた。利賀村で

は、管理者は地域の出身で基本的に地域に居住していたが、東京をはじめとする様々な大

学との交流事業を積極的に展開している張本人であった。このように、地域の魅力を強く
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感じる人が、何らかのきっかけによりたった一人でも地域内外から現れることにより、現

在の Facebook活用の活発化という状況につながっていることがわかった。 

 また、管理者は、ただ地域に居住しているのみならず、様々な業務等の経験を通じて知

識や技能を習得していた。筆甫村の管理者は、海外 NGOや地域おこし系の NPO勤務により、

地域づくり等の豊富な知識を得ていた。そして、マスコミへの対応や地域外での講演など

を実施し、地域外への筆甫村の PRの素養を持っている。三瀬地区の管理者は、ホームペー

ジやブログの立ち上げ等、Facebook以外にも様々な方法で情報発信を行う技術を持ってい

るが、本人はもともと全く専門的な経験を持っているわけではなかった。たまたま、周囲

にそのような技術・知識を持っている知人がいて、それを見よう見まねで身につけたとい

う。その後は、地域全体のページのみならず、地域内の組織を PRするような Webサイトを

次々と構築し、それらを一つのサイトに統合するなどしている。池谷の管理者は、東京で 3

年間民間企業に勤務しており、特に求人広告の仕事で Webを使った PRに関する経験を持っ

ていた。利賀村の管理者は、もともと商工会勤務で地域の産業振興に関わるとともに、

Facebookよりもはるか前からブログを書いたりしており、Webを使った情報発信にも馴染

みがあった。出羽島の管理者は、もともとはプロカメラマンとして出版社に勤務しており、

取材や記事執筆も担当していたため、情報発信全般に深い経験を持っていた。以上のよう

に、何かしらの専門知識や経験を持った人がキーパーソンとして地域で活躍できる場を与

えられることで、一人でも大きな力を発揮している状況が確認された。 

さらに、管理者らは Facebookなど一つのメディアにだけこだわっていない傾向も確認さ

れた。たとえば、Facebook はリアルタイム性の強い話題を出す目的で活用し、しっかりと

した地域の情報や、長々とした記事は、それぞれホームページやブログで発信するなどで

ある。また、マスコミもうまく活用することで、Facebookへのファンを増やすことにつな

がっている。管理者らは、ただ内にこもってパソコン等で情報発信を行っているわけでは

ないことも共通していた。情報を継続的に発信し続けるためには継続的なネタの収集が必

要である。本調査におけ管理者ら（キーパーソン）は、地域の中で地域の広報担当者だと

認知され、そして信頼を得ることで、地域内で様々な情報が抵抗なく集まってくるような

状況が作り上げられていた。これにより、独りよがりな情報に偏らず、多様な情報の発信

につながっていた。 

 最後に、Facebook ページの活用によりもたらされた効果について整理したい。まず、

Facebookのページの活用を通じてこれまで知らなかった外部の人とのつながりが確実に生

まれていた。このつながりは、最初はあくまで Web上でのつながりであるが、本調査によ

り、そこから現実的な効果につながっている状況も窺えた。 

 

 Facebookによるイベント紹介等を通じて、実際に地域を訪問する人が増加した 

 訪問客により、直売所の商品の売り上げが増えた 

 Facebookを設立する前は全く無かった移住希望者からの問い合わせが、Facebookを通
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じてくるようになった 

 Facebookページがマスコミに注目されることで、取材の依頼やメディアへの露出頻度

が増加し、それが一層の地域の PRにつながっている 

 

 先に述べたように、各地域の最大の目標は、地域外との交流を活発化させ、それが最終

的に定住人口の増加にまでつながることである。いずれの地域もまだ Facebook活用は長く

て 3年ほどであるため、実際に定住人口が増加したというところまで結果が出ている地域

は少ないが、少なくともそこにつながる可能性を十分に感じさせる効果が得られているこ

とは確認できた。 

ただし、地域活性化の方向性としては、全ての事例で共通して地域外に向いており、従

来、地域 SNS が担っていたような地域内での交流促進や情報共有についての効果はみられ

なかった。高齢化が進んでいる農業集落や旧市区町村では、もともと SNS の利用率自体が

非常に低く、地域内のコミュニケーションで活用するには、高齢者を中心とした住民に普

及させる必要がある。これは、少数の管理者のみでは非常に難しい課題であり、地域をあ

げて取り組む必要があり、特に、住民に対する SNS の必要性・有用性の認知を促すために

は時間もかかると考えられる。 
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6. Webアンケート調査による選定された事例の認知状況の分析 

 

 

６－１．Webアンケート調査の目的と方法 

 

 前章での現地調査により、Facebookにより新たな交流が活発化し、それが地域への具体

的な効果につながっていることが確認された。ここでは、対象とする 5 地域内ではなく地

域外からの地域の認知状況や認知手段を明らかにするために、Webアンケート調査を実施し

た。調査の概要は表２－６－１のとおりである。 

 

表２－６－１ Webアンケート調査の概要 

調査票設計 2015/1/20~2/9 

調査実施期間 2015/2/17~20 

調査対象 （株）クロス・マーケティング22の保有する Webモニター 

 

 実施方法は以下のとおりである。①、②に従ってサンプルの割り付けを行った（表２－

６－２）。 

 

① 選定された 5地域（宮城・山形・新潟・富山・徳島）の所在する都道府県を対象にア

ンケートを配信 

② 都市部・農村部（特に中山間）を分けて均等にサンプリングを行う 

③ 少なくとも各県の回答者で同一県内の選定された地域を知っている人のみを対象とす

る 

 

表２－６－２ サンプルの割り付けの方法 

 宮城 山形 新潟 富山 徳島 

都市 50 50 50 50 50 

農村 50 50 50 50 50 

 

 

 

 

 

 

                                                   
22 ネットリサーチ会社大手の一つ。＜http://www.cross-m.co.jp/＞モニターの管理を徹底し手行っており、

学術調査でも多くの実績がある。 
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６－２．Webアンケート調査の質問項目 

 

 アンケート調査項目は、以下の通りである。 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

（スクリーニング用質問） 

問１ あなたは農村地域にお住まいですか？ ここでいう「農村」は、中心市街地から離

れていて、農地が多く、山地に近いかもしくは山間部に位置する地域とお考えください。（参

考：写真 3 枚） 

１．はい 

２．いいえ 

 

問 2 あなたのお住いは山形県、宮城県、新潟県、富山県、徳島県のいずれかですか？該当

する番号一つに○をつけてください。 

１．はい 

２．いいえ 

 

問 3 あなたの性別をお答えください。該当する番号 1 つに○をつけてください。 

１．男性 

２．女性 

 

問 4 あなたの年齢をお答えください。該当する番号 1 つに○をつけてください。 

１．15～19 歳     

２．20～29 歳     

３．30～39 歳     

４．40～49 歳       

５．50～59 歳    

６．60～69 歳     

７．70 歳以上 

 

問 5 あなたの職業（主な収入源）をお答えください。該当する番号 1 つに○をつけてくだ

さい。 

１．農業   

２．自営業   

３．会社員    
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４．公務員   

５．パート・アルバイト   

６．学生 

７．主婦・主夫 

８．無職・年金生活 

9.その他（          ） 

 

問 6 あなたは既婚ですか？未婚ですか？ 該当する番号 1 つに○をつけてください。 

１．既婚 

２．未婚 

 

問 7 あなたにはお子さんがいますか？ 該当する番号 1 つに○をつけてください。 

１．はい 

２．いいえ 

 

問８ あなたのお住まいの地域の郵便番号をお答えください。 

（               ） 

 

問９ あなたは以下の地域についてどの程度知っていますか？ それぞれについて該当す

る番号 1つに○をつけてください。（全部知らないにつけた人は調査対象から外す） 

  ０．知ら

ない 

1．名前程度は知

っている 

2．ある程度知

っている  

3．よく知っている 

１．山形県鶴岡市

三瀬 

0 1 2 3 

２．宮城県丸森町

筆甫村 

0 1 2 3 

３．新潟県十日町

市池谷 

0 1 2 3 

４．富山県南砺市

利賀村 

0 1 2 3 

５．徳島県牟岐町

出羽島 

0 1 2 3 
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（本質問） 

 

 

 

 

問２ あなたは以下の地域についてどの程度関心がありますか？ それぞれについて該当する番号 1つに○をつ

けてください。（知っている地域については必ずいずれかに〇をつける） 

  ０．知らない １．まったく

ない 

２．あまりな

い  

３．ややある  ４．ある  

１．山形県鶴岡市三瀬 0 1 2 3 4 

２．宮城県丸森町筆甫村 0 1 2 3 4 

３．新潟県十日町市池谷 0 1 2 3 4 

４．富山県南砺市利賀村 0 1 2 3 4 

５．徳島県牟岐町出羽島 0 1 2 3 4 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

０．知らない １．テレビ ２．ラジオ ３．新聞 ４．雑誌 ５．回覧板
６．地域内情
報紙・フリー
ペーパー

７．インター
ネットのホー
ムページ

８．ブログ ９．Facebook １０．Mixi １１．Twitter １２．LINE
１３．
LinkedIn

１４．
Google+

１５．その他
の イ ン ター
ネットサイト

１６．家
族から聞
いて

１７．友
人・知人
から聞い
て

１８ . そ
の地域に
知り合い
がいる

１９．そ
の他

20．覚え
ていない

１．山形県鶴岡市三瀬 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

２．宮城県丸森町筆甫村 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

３．新潟県十日町市池谷 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

４．富山県南砺市利賀村 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

５．徳島県牟岐町出羽島 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

問１　あなたは以下の地域について初めは何で知りましたか？　それぞれについて該当する番号1つに○をつけてください。（知っている地域については必ずいずれかに〇をつける）
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６－３．Webアンケート調査の結果 

 

 まず、調査対象者の主な基本属性を示す。性別・年齢別の集計結果はそれぞれ図２－６

－１、図２－６－２のとおりである。 

 

図２－６－１ 回答者の性別 

 

 

図２－６－２ 回答者の年齢 

 

 回答者の職業については図２－６－３のとおりである。 

男性 

53% 

女性 

47% 

20代 

14% 

30代 

18% 

40代 

21% 

50代 

19% 

60代 

17% 

70代 

11% 
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図２－６－３ 回答者の職業 

 

 続いて、現地調査の対象となった各地域の認知状況と初めに認知するに至った手段につ

いて、それぞれ以降で示す。 

 

 

図２－６－４ 山形県鶴岡市三瀬に関する認知状況と認知手段 

 

 山形県鶴岡市三瀬地区については、山形県内では「家族から聞いて」「友人・知人から聞

いて」「その地域に知り合いがいる」、「その他」の回答が多かった。一方で、県外では都市

部で 16%、農村部で 24%と、それほど認知はされていなかった。県外での認知手段として

は、農村部でテレビと答えた回答者が多かった。ホームページやブログ、SNS などの Web

サイトで地域のことを初めて知った人はほとんどみられなかった。 
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図２－６－５ 宮城県丸森町筆甫地区に関する認知状況と認知手段 

 

 宮城県丸森町筆甫地区については、宮城県内ではテレビで知った回答者が最も多く、続

いて「その地域に知り合いがいる」「その他」が多くなっていた。一方で、県外では、都市

部で 10.5％、農村部で 9%と認知率は低くなっていた。県外での認知手段としても、農村部

でテレビが若干多い程度で、特に大きな特徴はみられなかった。三瀬地区と同様に、Web

サイトで地域のことを初めて知った人はほとんどみられなかった。 

 

 

図２－６－６ 新潟県十日町市池谷地区に関する認知状況と認知手段 

 

 新潟県十日町市池谷地区については、新潟県内では、テレビで知った人の割合が高くな

っていた。その他の回答では、農村部で「友人・知人から聞いて」が多かった以外は「そ

の他」「覚えていない」が多くなっていた。一方で、県外では、都市部で 20.5%、農村部で
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19%と認知率は高くなかった。県外での認知手段としてはテレビの割合が最も多く、ほとん

どを占めていた。筆甫村、三瀬地区と同様に、Web サイトで地域のことを初めて知った人

はほとんどみられなかった。 

 

 

図２－６－７ 富山県南砺市利賀村に関する認知状況と認知手段 

 

 富山県南砺市利賀村については、富山県内ではテレビにより知った人が最も多かった。

それ以外は「家族から聞いて」が若干多い程度であり、「その他」「覚えていない」もみら

れた。一方で、県外では、都市部で 14.5%、農村部で 13.5%と認知率は高くなかった。県

外での認知手段としては、都市・農村ともにテレビが若干みられる程度であり、都市では

「その他」「覚えていない」も多かった。Web サイトで知った人はほとんどみられなかった。 

 

 

図２－６－８ 徳島県牟岐町出羽に関する認知状況と認知手段 
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 徳島県牟岐町出羽については、徳島県内ではテレビと新聞の割合が高くなっていた。そ

のほかは、「家族から聞いて」「友人・知人から聞いて」「その地域に知り合いがいる」が若

干高いほか、「その他」「覚えていない」も多かった。一方で、県外では、都市部で 4.5%、

農村部で 6%とほとんど認知されていなかった。認知手段にも特に目立った傾向は見られず、

都市で「覚えていない」が多い程度であった。 

 

６－４．Webアンケート調査のまとめ 

 

 以上の結果をまとめると、まず同一県内での認知手段としては、三瀬地区以外ではテレ

ビの割合が高く、新聞と答えた回答者もみられた。その他の手段としては、家族や知人・

友人から聞くほか、その地域自体に知り合いがいる場合も多かった。県外では、テレビが

活用されている地域では認知率が高くなっており、広域でのテレビ放映の有無が認知率を

分ける結果となっていた。前章でのインタビュー調査からも、新潟県十日町市池谷地区は、

中越地震被災後で被災して注目が集まったことや、その後なんとか地域をたて直し、「奇跡

の集落」として全国区で紹介されたりしていたことがわかる。三瀬地区も、テレビ取材件

数が増えている状況が確認されていた。 

一方で、ホームページやブログ、SNS などの Web サイトは、地域を最初に知る手段とし

てはほとんど活用されていないことがわかった。SNS で偶然に小規模な農村地域を知るの

はまれであると考えられる。 

 以上より、地域を最初に知るきっかけとなるメディアとしては、テレビや新聞など従来

のマスメディアが依然としてもっとも有効であることが窺えた。マスメディアによりまず

地域を知ることが地域のホームページやブログ、SNS などを知るきっかけにもつながると

考えられ、ホームページや SNS を設立したからといってすぐに地域が知られるようになる

ことはほとんど期待できないと考えられる。マスコミ等で一度知られてから Facebook ペー

ジを通じてリアルタイムの情報を得たり、交流を継続するといった形で活用される状況が

推察された。 
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Ⅲ．調査結果を踏まえた国土政策への示唆 

 

 

１．研究結果の総括 

  

 本研究の目的は、以下の 2 点について明らかにすることを通じて、ソーシャル・メディ

アを活用した農村地域コミュニティの活性化要因を解明することであった。 

 

① 農村地域における Facebook活用の現状について全国の農業集落・旧市区町村を対象と

して包括的に明らかにする 

② 特に活発に活用されている事例に着目して、Facebook 活用と地域活性化の関連性やメ

カニズムを明らかにする 

 

 本目的を達成するための方法として、まず、Facebook ページの活用事例について、全国

の農業集落・旧市区町村を対象として抽出を行った（①）。続いて、抽出された事例を対

象として分析を行い、特に活発に活用されていると考えられる事例を選定し、現地調査を

通じて Facebook 活用の現状や Facebook 活用の活性化と地域活性化との関連性について明

らかにした（②）。 

ここでは、国土政策への示唆に向けて、本研究の成果について総括を行いたい。 

 まず、本編第 3章では、日本全国の農村地域における Facebookページの活用事例につい

て、抽出作業を行った。抽出のための基準は、以下のように設定した。 

 

① 農業集落名、もしくは旧市区町村名がページのタイトルに含まれているものを対象と

する 

② 農村地域の中でも等に条件不利な中山間地域（法制上の定義による）による Facebook

ページを対象とする 

③ 地域住民もしくは地域コミュニティにより主体的に設立・運用がなされているページ

で、かつ、特定団体や特定イベントのように話題が一部の活動のみに偏っていないも

のを対象とする 

 

抽出方法として、Google による自動検索を実行するプログラムを開発し、農業集落名、

旧市区町村名それぞれを検索キーワードとして用いて、計約 150,000 回の検索を実行し、

結果として農業集落名による検索から 135、旧市区町村名による検索から 126の計 261のペ

ージを抽出した。全体で約 150,000 件から検索したことを踏まえると、農業集落や旧市区

町村といった小範囲の中山間地域による Facebook活用事例は、まだまだ少ないことが示唆

された。 
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続く第 4章では、抽出された Facebook活用事例についてその利用動向について分析を行

い、特に活発に活用していて効果をあげていると考えられる事例の選定を行った。集計の

結果、抽出結果のうちの約 70%はいいね数が 200未満であり、多くのページは効果的に活用

されているとはいえないことがわかった。また、都道府県別の集計や、GISによる表示を行

った結果、Facebook 活用事例は特に東北地方、新潟県をはじめとする中部地方から北陸地

方、京都府を中心とした近畿地方、そして中国・山陰・四国地方と、本州を中心に分布し

ていることがわかった。一方で、北海道、九州、関東地方では、活用事例がほとんどみら

れなかった。以上の分析に基づき、特に活用が活発な事例として、「山形県鶴岡市三瀬」、

「宮城県丸森町筆甫」、「新潟県十日町市池谷」、「富山県南砺市利賀村」、「徳島県牟

岐町出羽」の計 5 事例を選定した。このうち、筆甫と池谷は、それぞれ福島第一原発によ

る放射能被害、新潟中越地震による被害を受けた地域である。 

第 5章では、選定された 5事例について、各 Facebookページの管理者を対象として、イ

ンタビュー調査を実施した。出羽については管理者の都合により訪問ができず、電話によ

るインタビュー調査を実施した。インタビュー調査の結果を整理すると、まず、利賀村を

除くすべての地域で、Facebook の設立者は管理者自身が行っていた。利賀村のみ、東京か

らたまたま地域を訪問した若い男性が現管理者に Facebookのことを推薦し、設立も一緒に

行ってくれたという経緯であった。また、日常的なページの管理はいずれも管理者を中心

とした 2～3 名で行っており、ほとんどの投稿は管理者により行われていた。また、筆甫、

池谷、出羽の管理者はいずれも地域外からの移住者であった。筆甫、出羽の管理者は偶然

のきっかけで地域を訪問したこと、池谷の管理者は、中越地震被災地へのボランティアと

して地域を訪問したことが移住のきっかけであった。管理者は、各地域で情報発信におけ

るキーパーソンとして活躍しているのと同時に、地域の行事やコミュニティに関する仕事

にも幅広く従事しており、地域住民からも広報の担当者だということで広く認知されてい

た。これより、地域の情報を広く収集することが可能となり、独りよがりの投稿となる危

険性が避けられていた。また、地域外から業務上の知識や経験、都会的なセンスなどを地

域に持ち込んでおり、情報発信についても、Facebook に限らず、ホームページ、ブログ、

マスコミ（テレビや新聞、雑誌）など、様々なメディアを適材適所で活用していることが

わかった。一方で、地域内における交流促進については、住民の多くは Facebookを使って

おらず、効果は得られていないことも推察された。 

第 6章では、選定された 5事例に関する認知状況や認知手段を調査するために、Webによ

るアンケート調査を実施した。アンケート調査の結果、各地域ともに県外からはそれほど

よく知られているわけではないが、県外からの認知度にも若干差があることが窺えた。認

知の手段・きっかけとしては、Facebook をはじめとする SNS やホームページ、ブログなど

の Web サイトはほとんど活用されていないことがわかった。県内外ともに、最初に地域を

知るきっかけとして多かったのは、テレビや新聞などの従来型のマスコミであった。続い

て、家族や友人・知人等、周囲の人からの口コミも多かった。以上により、Facebook をは
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じめとする SNS やホームページ等は、それを設立したからといって地域がよく知られるよ

うになるわけではなく、まずマスコミ等によって知られた後に、地域の現状をリアルタイ

ムにフォローしたり、訪問のうえで地域との交流を継続したりする手段として SNS は位置

づけられると考えられる。 
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２．国土政策への示唆 

  

 

 本研究で得られた結果により、農村地域、なかでも特に条件不利な中山間地域における

SNSによる地域活性化のメカニズムは、下の図３－２－1のようであると考えられる。 

 

 

図３－２－1 本研究の結果による農村地域における SNSによる地域活性化のメカニズム 

  

 まず、地域に何らかの強い魅力があることや、震災等の大きな出来事がきっかけとなり、

地域がマスコミに大きく取り上げられ、それを通じて地域外の様々な人々が地域のことを

知り、地域の情報を入手する機会を持つことになる。それらのうちの一部の人々は、観光

もしくはボランティア等の形で実際に地域を訪れる機会を持ち、そこで地域に愛着が生ま

れた場合、移住につながることにもなる。また、特別にマスコミによる報道等が無くても、

偶然に地域に立ち寄ったり、自ら魅力的な地域の情報を探したりするなかで偶然に地域を

知り、地域を訪れる例もある。このように、地域を訪問し、移住にまで至った人々が、た

だ移住するのみならず、情報発信に関する様々な経験・知識・センス・意欲を持っていた

場合、情報発信のキーパーソンとして活躍するようになり、マスコミ等の従来のメディア

から、ソーシャル・メディアのような新しいメディアまでを適材適所で使い分け、地域に

交流をもたらし、それが地域に具体的な効果をもたらすことにつながる、というメカニズ

ムが存在することが推察される。 

特に、Facebook をはじめとする SNS を用いた情報発信や交流の促進といった分野では、

経験や知識を持ったキーパーソンがたった 1 人でも外部から入ってくるだけで地域に大き

な効果をもたらす可能性が示唆された点は、本研究の重要な成果であると考えられる。本

研究で抽出された Facebook 活用事例の数が多くなかったことも踏まえると、農村地域、特

に一般的に高齢化率が高い中山間地域では、SNS などの ICTを駆使した情報発信の役割を担

える人物が地域内にもともと存在する可能性はかなり低いと考えられる。つまり、他の地

域で今後 SNS 活用を地域活性化にまで結び付けていくためには、このような外部からのキ

ーパーソンを地域に呼び込めるか否かが最大の焦点となると考えられる。 

ただし、地域活性化の方向性としては、全ての事例で共通して地域外に向いており、従

来、地域 SNS が担っていたような地域内での交流促進や情報共有についてはみられなかっ

た。高齢化が進んでいる農業集落や旧市区町村では、もともと SNS の利用率自体が非常に

低く、地域内のコミュニケーションで活用するには、高齢者を中心とした住民に普及させ

る必要がある。これは、少数の管理者のみでは非常に難しい課題であり、地域をあげて取
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り組む必要があり、時間もかかると考えられる。 

本研究の事例をみると、いずれもキーパーソンの流入は偶然的な要素が強く、これらの

地域は幸運であったと考えることもできる。それでは、このような情報発信におけるキー

パーソンを中山間地域に政策的に誘導する方法を考えた際に、現在もっとも有望と考えら

れるのが、総務省の地域おこし協力隊や農林水産省の田舎で働き隊のような、外部から支

援員を呼び込む制度である。政府の地域創生の流れの中でこれらの制度にはますます注目

が集まっており、2014年 6月には、安倍首相は、地域おこし協力隊員数を 3年間で 3000人

に増やす意向を示している。このような制度を通じて今後、都市的なセンスや様々な経験、

情報発信のスキル等を持った若い人材が農村地域に入ってくる可能性がますます高まるこ

とが期待される。その際に、SNSをはじめとした情報発信により、たった 1人のキーパーソ

ンでも短期間で効果をあげられることが本研究からも示唆されており、地域おこし協力隊

や田舎で働き隊のような制度における業務の 1つとして最適であると考えられる。 

 以上を踏まえて、最後に国土政策への示唆として、地域おこし協力隊のような制度を活

用する形で以下を提言させていただきたい。 

 

① 地域おこし協力隊等就任の前に、地域に本当に魅力や支援の必要性を感じるか否かを

確認するための予備期間を設ける 

 

 本研究で選定された各地域のキーパーソンは、地域出身か否かに関わらず、地域に強い

愛着を持っており、同時に、地域の将来の持続性に対して強い危機感を抱いている。その

ため、外部から特別な指示等がなくとも主体的に Facebookページを設立・運営し、積極的

な投稿を長期間継続している。地域の情報発信者（広報役）は、自ら感じる地域の魅力を

真摯に発信するとともに、独りよがりにならずに地域内の多くの住民や組織から様々な情

報を収集して発信する必要がある。情報発信に限定せずとも、協力隊の就任者が地域に対

して本当に魅力や愛着を感じていることは、業務遂行のうえで非常に重要な要素であり、

事前に地域に試験的に入る機会を設け、地域を十分に知ったうえで正式に就任できるよう

な予備期間を設けることも重要であると考えられる。 

 

② SNS等を含む情報発信を、重要な業務として積極的に位置付ける 

 

 SNS等を含む情報発信は、１人のキーパーソンが短期間で大きな効果を挙げることが期待

され、地域おこし協力隊等の制度による主要業務の一つとして非常に適したものであると

考えられる。それにも関わらず、現状では、地域おこし協力隊の業務内容は実際に委嘱す

る地方自治体の裁量により決められており、地域の情報発信（広報）があくまでサブ的な

業務に留まっているケースや、業務内容に明記されていない場合も多い。また、地域活性

化に関する様々な業務で得られる成果には、発信して価値をもつものも多く、情報発信と
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も密接に関連している。以上より、情報発信を制度上の重要な業務として積極的かつ明確

に位置付けることが重要であると考えられる。 

 

③ SNSをはじめとする ICTのスキルのみならず、マスコミやその他の地域メディア等を適

材適所で活用した情報発信（ジャーナリズム）について学ぶ機会をつくり、受講を必

須とする。先進地への視察も積極的に業務に取り入れる 

 

 地域の情報発信では、SNSやホームページ、ブログ等の ICTを活用したものに限らず、マ

スコミの活用や地域内の広報紙、回覧板、ラジオなど、様々なメディアを適材適所で効果

的に使い分ける能力が求められる。地域おこし協力隊の着任者が必ずしもこのような複合

的なメディアを活用した情報発信に長けているとは限らず、着任後に、このような基礎的

なジャーナリズム手法を学ぶ機会を設けると効果的であると考えられる。また、本研究で

も取り上げたような情報発信や PRのうまい地域に実際に視察に行き、その方法について学

ぶことも重要である。 

 

④ 地域に溶け込み、信頼を得るために、地域行事等への参加を必須とする 

 

 情報発信を継続するためには、発信するためのネタを常に得る必要がある。また、継続

的に投稿ができたとしても、ただ自分の身の周りの情報を独りよがりに投稿するだけでは、

地域の魅力の発信としての広いアピールにはつながりにくい。地域の情報を広く発信する

ためには、広報役は地域の様々な行事やイベントに参加して幅広いネタを収集できること

が重要であり、そのためには、日常的に地域に溶け込む努力が必要とされる。地域内で広

く認知されることで、地域住民からも様々な情報が集まりやすくなり、１人であっても多

様性のある情報発信へとつながる。ただし、1人で広く取材等を行うのは非常に労力がかか

る作業であり、広報役は可能な限り業務に専任できることが望ましい。場合によっては、

若い人が ICT 企業等を地域内で設立し、情報発信や広報に業務として専任できるしくみが

できれば、担当者にとっても数少ない就業の機会となり、望ましいと考えられる（山中，

2013）。 

 

⑤ 任期終了後に地域を離れる場合に備えて、地域内に 1名情報発信専門の担当者を養成

する 

 

 地域おこし協力隊は、基本的な任期である 3年間の終了後にも地域に定住し、地域おこ

し活動を継続することが期待されているものの、地域とうまく折り合いがつかずに任期後、

もしくは任期中に地域を離れる人もみられる。また、協力隊としての別の仕事が忙しすぎ

て、情報発信やそのためのネタ集めに時間を割けない場合もあると考えられる。そのよう
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な場合には、可能であれば地域おこし協力隊が中心となり、地域内に最低 1名の情報発信

専門の担当者を設置することが望ましいと考えられる。 
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