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1.1. 調査の背景・目的 
まちづくり活動には、法制度、予算支援、税制、経営の知識、合意形成の図り方、多様なイベントの効

果的な実施とその手続きなど、さまざまな仕組みに関する知識や、多様な関係者どうしの協力が必要とな

る。官民の連携によるまちづくりをいっそう推進していくためには、行政、地域住民、まちづくり活動団体、

民間事業者等の関係者が、まちづくり活動に必要な情報を集め、積極的に情報を伝え、地域内あるいは

地域間で共有することが有効である。 

本事業は、まちづくり活動における情報収集・発信の現状や課題、今後のニーズ等を把握したうえで、

より効率的・効果的な情報収集・発信方策について検討することで、官民が連携した情報交流の促進に

よるまちづくりの取組の活性化を図ることを目的とした。 

 

 

1.2. 調査検討の進め方 

1.2.1. 全体像 

本事業における調査検討の進め方、ならびに本報告書の構成の全体像は以下のとおりである。 

 

図表 1-1. 調査検討の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書の構成調査検討の進め方

Ⅰ．まちづくり実態調査

「現状・ニーズと問題点」の整理

「効果的な情報収集・発信のための方策」の検討

アンケート調査

ヒアリング調査

Ⅱ．参考事例調査

【第５章】
まちづくり活動における
効果的な情報収集・発信

のための方策

【第２章】
まちづくり活動に関する情報と

その収集・発信方法の整理

０．文献調査

【第３章】
まちづくり活動における

情報収集の
現状・ニーズと問題点

【第４章】
まちづくり活動における

情報発信の
現状・ニーズと問題点
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1.2.2. 各調査の内容・方法 

各調査（まちづくり実態調査、参考事例調査）の概要はつぎのとおりである。 

（1） まちづくり実態調査 

まちづくり活動に必要な情報や伝えたい情報とその方法について、具体的な現状や課題、今後のニー

ズを調査するため、インターネットや各種報告書等の文献調査（取りまとめ結果については、資料1を参

照）を行ったうえで、まちづくり活動団体における動向把握を目的とした「①アンケート調査」、より具体的

で詳細な内容の把握を目的とした「②ヒアリング調査」を行った。 

 

① アンケート調査 

まちづくり活動団体を対象に、まちづくり活動に必要な情報とその情報を得るときの問題点、伝えたい

情報とその情報を伝えるときの問題点、情報収集・発信に役立っている方法と今後活用したい方法を調

査した（詳細な調査方法や調査結果等については、資料2を参照）。 

図表 1-2. まちづくり実態調査 アンケート調査方法等 

項 目 内 容 

調査対象 ・ 「全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議」第9回勉強会 

（開催地：滋賀県長浜市）への参加者 

調査方法 ・ 勉強会にて調査票を配布、回収（自記式）。 

調査実施日 ・ 平成23年10月13日 

有効回答数 ・ 30（69.8%） 

 

② ヒアリング調査 

「①アンケート調査」で把握した動向について、より具体的で詳細な内容を把握するため、特に情報収

集・発信に積極的に取り組んでいると想定された地域を対象に、ヒアリング調査を行った。各地域では、

特に中心市街地において中心的にまちづくり活動に取り組んでいる団体（まちづくり会社やNPO）や行政

担当部署等にヒアリングを実施した（詳細な調査方法や調査結果等については、資料3を参照）。具体的

な調査対象地域・団体はつぎの通り。 

図表 1-3. まちづくり実態調査 ヒアリング調査対象団体 

対象地域 対象団体 

1 長野県飯田市 ・ ㈱飯田まちづくりカンパニー 

・ 飯田市商業・市街地活性課 

2 愛知県豊田市 ・ 豊田まちづくり㈱ 

・ 豊田市産業部商業観光課 

3 滋賀県長浜市 ・ 長浜まちづくり㈱ 

・ NPO法人まちづくり役場 

・ 長浜市商工振興課 
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（2） 参考事例調査 

（1）で把握したまちづくり活動団体の現状や課題、ニーズ等を踏まえ、まちづくり活動における今後の

情報収集・発信のあり方を検討するため、まちづくり活動分野だけでなく幅広い分野を対象に、参考とな

る取組事例を調査した。 

参考事例調査では、まず、インターネットや各種報告書等による文献調査を行い、まちづくり活動団体

の情報収集・発信に参考となる取組事例を整理した（詳細な調査結果等については、資料4を参照）。 

 

1.2.3. 報告書の構成 

本報告書における各章の概要はつぎのとおりである。 

図表 1-4. 本報告書各章の概要 

章 概要 

第2章 

まちづくり活動に関する情報と 

その収集・発信方法の整理 

・ 文献調査をもとに、まちづくり活動に関する情報の分類・

整理（2.1節）や当該情報の収集・発信手段の整理（2.2節）

を行っている。 

第3章 

まちづくり活動における情報収集の 

現状・ニーズと問題点 

・ 3.1節では、アンケート調査結果をもとに、まちづくり活動

における情報収集の現状・ニーズの全体的な傾向を整理した

うえで（3.1.1）、ニーズの比較的高かった情報について、

主にヒアリング調査結果をもとに、必要とされている情報の

内容や収集手段をより詳細にまとめている（3.1.2）。 

・ 3.2.節では、まちづくり活動での情報収集における5つの問

題点とその主な原因を整理している。 

第4章 

まちづくり活動における情報発信の 

現状・ニーズと問題点 

・ 前章同様に、本章では情報の発信について、現状・ニーズ

の全体的な傾向（4.1.1）と、ニーズの比較的高かった情報

に関する発信の考え方・伝えたい内容や手段をより詳細にま

とめている（4.1.2）。 

・ 4.2.節では、まちづくり活動での情報収集における3つの問

題点とその主な原因を整理している。 

第5章 

まちづくり活動における効果的な 

情報収集・発信のための方策 

・ 5.1節では、まちづくり活動団体（まちづくり会社等）の視

点から、実際の情報収集・発信活動の全体像を整理している。

・ 5.2節では、前章までで整理した問題点のうち、国からまち

づくり活動団体への情報提供方法を見直すことで解決が見

込まれるものについて、現状と課題、今後の取組方策、その

ために参考となる事例を整理している。 

・ 5.3節では、前章までで整理した問題点に対するまちづくり

活動団体の取組方策について、解決方策の方向性とポイン

ト、それにより期待できる効果、具体的方策とその事例を紹

介している。 
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2.1. まちづくり活動に関する情報の分類・整理 
まちづくり活動において収集・発信される情報は多岐にわたるため、調査・分析に先立って文献調査を

行い、先行調査研究の結果やまちづくり活動関係のWebサイト等を参考に、まちづくり活動に関する情報

の分類・整理を行った。 

 

2.1.1. まちづくり活動において収集・発信される情報 

「まちづくり最新情報の収集・分析及び共有化の促進に関する調査研究」（経済産業省、平成18年度）

で行われたアンケート調査では、まちづくり活動において参照するコンテンツとして、以下のもの挙げられ

ている。 

－ 他の取組み事例 

－ 関係府省や法制度の動向 

－ 地域でのイベント情報 

－ 地域団体・企業の情報 

－ 各種調査結果 

－ その他 

「その他」の回答が数％と少ないことから、それ以外の5つの内容で、まちづくり活動において収集され

ている情報の大部分はカバーできていると考えられる。 

図表 2-1. まちづくり活動において参照するコンテンツ 

 

「まちづくり最新情報の収集・分析及び共有化の促進に関する調査研究」より抜粋。 

 

また、上記のような情報が参照されているということは、これらの情報がまちづくり活動に関係するいず

れかの主体から発信されているということであり、情報発信の内容について調査・検討する際にも、これら

の情報と同様の体系を利用することが適切と考えられる。なお、「他の取組み事例」が参照されていること

の裏返しとして、各まちづくり活動団体が自身（自社）についての情報も発信していると理解できる。 
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同調査研究では、「今後参照したいコンテンツ」（自由回答）の分析結果として、以下のとおり、上記の

大まかな分類よりも詳細な知見が示されている。ここからは、「参照とするコンテンツ」として挙げられた分

類の中でも、特に具体的な情報や自身に合った情報へのニーズが高いことがうかがわれる。 

図表 2-2. まちづくり活動において今後参照したいコンテンツ 

分 類 ニーズの高い情報 

他のまちづくり団体の取組情報 ・ 先行団体のハウトゥに係る情報（例：体制構築、コンセンサ

ス形成、予算確保） 

・ 担当者の苦労点や解決方法の情報 

・ 自治体の規模別や国の制度の利用有無別等により分類され

た情報 

各種支援策情報 ・ 目的別や組織の特徴別（例：TMO、第三セクター）のよう

に分類された情報 

・ タイムリーな情報 

人材情報 ・ テーマにあった専門的知見･能力を有する人材の情報 
「まちづくり最新情報の収集・分析及び共有化の促進に関する調査研究」を元に編集。 

 

コンテンツに関する調査結果のみでなく、情報収集時の課題に関する分析結果からも、まちづくり活動

において必要とされている情報の性質を理解することができる。情報収集の課題としては、「自身にあった

（目的・状況など）情報が集まらない」、「本音情報が集まらない」といった点が多く挙げられ、上述したニ

ーズの高い情報（具体的な情報や自身に合った情報）を入手することが困難となっている状況が考えられ

る。さらに、情報発信の課題に関する調査結果では、「情報発信後の反応が感じられない」という回答も一

定程度挙げられており（60/174団体、約34.5%）、まちづくり活動団体には、自身の活動に対する反応を得

たいというニーズがあることも想定される。 

図表 2-3. まちづくり活動における情報収集の課題 

 
「まちづくり最新情報の収集・分析及び共有化の促進に関する調査研究」より抜粋。 
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2.1.2. 情報の分類・整理 

本調査では、先行調査研究における情報の分類方法も踏まえながら、2.1.1のように先行調査研究に

おいて浮かび上がってきているより詳細な情報ニーズについても把握できるよう、まちづくり活動に関する

情報を具体的にブレークダウンした項目を検討・整理したうえで、下記の通り分類した。 

図表 2-4. まちづくり活動に関する情報の整理・分類 

分 類 項 目 

自身についての情報 ・ 自身（自社）の活動に対する意見や反応（※収集の場合） 

・ 自身（自社）の団体情報、活動経緯（※発信の場合） 

地域の活動や資源に関する情報 ・ 地域のイベント情報 

・ 地域のまちづくり団体の情報 

・ 連携・協力できる民間企業の情報 

・ まちづくりコンサルタント・専門家情報 

・ 地域の人材情報（協力者、参加者等） 

・ 活動場所の情報（空き店舗・イベントスペース等） 

法制度・支援情報 ・ 法制度情報 

・ 行政機関等の動向・各種支援情報 

・ 支援事業の具体的な活用方法 

ノウハウ・事例情報 ・ まちづくり活動のノウハウ 

・ 他地域のまちづくり活動情報 

・ 成功事例の取組プロセス・苦労話 

・ 支援事業によらない取組の事例 

各種調査結果 ・ 各種調査結果 
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2.2. まちづくり活動における情報収集・発信手段の整理 
まちづくり活動における情報収集・発信手段についても、調査・分析に先立って文献調査を行い、情報

収集・発信手段の整理を行った。2.1においても言及した「まちづくり最新情報の収集・分析及び共有化の

促進に関する調査研究」（経済産業省、平成18年度）では、情報収集・発信ツールとして、以下のメディア

を挙げている。 

図表 2-5. まちづくり活動における情報収集・発信メディア 

媒体種別 メディア 

紙媒体 ポスター、ビラ、チラシ、広報誌、タウン誌、地方紙 

電子媒体・インターネット デジタルサイネージ、テレビ、ラジオ、ホームページ、メールマガジン、

電子掲示板、メーリングリスト、ブログ、SNS 
「まちづくり最新情報の収集・分析及び共有化の促進に関する調査研究」を元に編集。 

 

本調査では、これらを踏まえたうえで、メディアを利用しない対面での情報収集・発信や、同調査研究

以降に著しく発展したソーシャルメディアの活用についても把握できるよう、以下のとおり情報収集・発信

方法を整理した。 

図表 2-6. まちづくり活動における情報収集・発信方法 

媒体種別 方法 

対面等 ・ 地域内での会議や勉強会等 

・ 地域内の関係者との交流（会議等以外） 

・ 地域外での会議や勉強会等、地域外の関係者との交流（会議等以外）

・ 電話・FAX 

電子媒体・インターネット ・ メールマガジン・メーリングリスト 

・ ホームページ 

・ ブログ 

・ SNS（mixiやFacebook等） 

・ Twitter 

・ 動画配信（Ustreamやライブカメラ等） 

紙媒体・マスメディア ・ フリーペーパー 

・ 地域の広報誌 

・ チラシ 

マスメディア ・ 新聞・雑誌 

・ テレビ・ラジオ 

 

なお、「電子媒体・インターネット」に挙げた方法については、比較的新しいツール・手法であるため、

次頁からの①～⑥にその概要を整理する。 
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①メールマガジン・メーリングリスト 

概要 ・ いずれも、電子メールを利用して、1対多数の情報のやりとりを可能と

する仕組みである。 

・ メールマガジンは、発行者が登録者に定期的にメールで情報を届ける一

方向性の仕組みである。 

・ メーリングリストは、参加メンバーが誰でも同じ立場で情報発信できる

仕組みである。 

情報収集・発信の流れ ・ メールマガジンは片方向、メーリングリストは双方向の流れである。た

だし、メーリングリストは主な情報発信者を定めて運用するとメールマ

ガジンに近い形で使うこともできる。 

経緯と普及状況 ・ インターネット普及期の1990年代後半から普及が始まり、代表的なメ

ーリングリストサービス「FreeML」の総登録会員数は2001年に500

万人を超えていた。また、代表的なメールマガジンサービス「まぐまぐ」

の登録誌は2007年には38,000誌にまで増え、のべ読者数は1,000万

人を超えていた。 

・ 他の情報発信ツールが出てきたため、普及の勢いは止まっているが、現

在でも一定程度の利用はされている（平成22年通信利用動向調査では

メールマガジンの受信率はインターネット利用者のうち約25％）。 

活用に必要なコスト 【費用面】 

・ メールマガジンは、通常の電子メールサービスを利用して送信先アドレ

スを伏せて一斉に同報するだけでも実現は可能（追加費用なし）。登録

者が大量の場合は商用サービスを利用することもできる。また、Web

上の登録フォームの利用や過去の記事の保管（アーカイブ）ができる無

料サービスもある。 

・ メーリングリストは、何らかのメーリングリストシステムを利用するこ

とが必要であるが、無料サービスもある。 

【作業面】 

・ 登録者のメールアドレス変更等の管理が必要（登録者がメールアドレス

を変更すると不着となり、確認作業等が発生する）。 

・ メールマガジンの場合は、通常定期的に発行されるので、その頻度に合

わせた記事の準備をする必要がある。 

・ メーリングリストの場合は、随時のやりとりであるため、目的に応じて

必要なタイミングで活用する。ただし、登録者からのレスポンス・投稿

に対しては適宜対応する必要がある。 

利点（○）と留意点（◇） ○登録者の能動的な操作がなくとも配信されるプッシュ型の情報発信が

可能。 

○メール配信という旧来から普及している技術であるため、多くの人にと

ってサービスになじみがある。 

◇メールアドレス変更等に対応するための情報管理に手間がかかる。 

 

発信者 

メールマガジン 

登録者に 

電子メール

を一斉同報 

メーリングリスト 

登録者同士が

お互いに 

一斉同報 

（情報受発信） 
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②ホームページ 

概要 ・ 一般的に、個人・団体等の運営するウェブサイトを指す（用語の定義は

確定していないが、本報告書ではこの意で使用）。 

・ ブログと比較して、サイト構成・デザインの自由度が高い点が特徴であ

る。 

情報収集・発信の流れ ・ 閲覧者がホームページを見に行くことで情報が伝わる（発信される）。

・ 基本的には片方向の情報の流れである。 

経緯と普及状況 ・ インターネット普及期の1990年代後半から普及が始まり、通信利用動

向調査によると平成13年末にはインターネットを利用している企業の

うち約70％がホームページを開設している等、着実に普及が進んでき

た。 

・ 現在でもインターネット利用の も基本的な形態となっている。 

活用に必要なコスト 【費用面】 

・ ホームページを作成・発信するためには、ウェブサーバーを自ら設置す

る方法と、外部の専門事業者の提供するサーバーを利用する方法の２種

類がある。 

・ 前者は、機器を整備するために初期投資が必要だが、運用コストはほと

んどかからない。後者は、外部委託の料金という形で運用費がかかるが、

初期投資も含めて無料または安価なサービスも多い。 

【作業面】 

・ ウェブサーバーを自ら設置する場合、サーバー管理の技術的知識が必要

である。 

・ 閲覧者が誘導されるためには、ある程度の頻度でホームページが更新さ

れていることが重要である。 

利点（○）と留意点（◇） ○情報を体系的に整理しやすく、管理できる情報量が多い。 

◇更新作業に手間がかかり、タイムリーな情報発信を行いにくい。 

◇利用者がサイトに訪れることで初めて情報発信できる（プル型）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発信者 

※閲覧者がホームページを

見に行く契機としては、 

検索エンジンによる誘導

や、他のホームページから

のリンクが多い。
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③ブログ 

概要 ・ 時系列に並べられた日記風の記事と、それについてのコメントが定期的

に更新されるウェブサイト。 

・ 標準的な枠組みが決まっているため、ホームページと比較して、情報更

新・追加が容易である。 

・ コメント欄、トラックバック欄（他者のブログ記事に、その記事を参考

にして書いた自身のブログ記事へのリンクを作成する）等、情報受発信

を拡げるツールが標準的に備えられており、それを活用する「ブログ文

化」もある程度普及しているため、ホームページに比べて情報受発信拡

張の面でも優位な点がある。 

情報収集・発信の流れ ・ 閲覧者がブログを見に行くことで情報が伝わる（発信される）。 

・ トラックバック等を介して、さらに情報が広がっていく。 

経緯と普及状況 ・ 1990年代後半に米国で普及し始め、2000年代前半に日本でも普及が

始まり、ホームページ開設より手軽な情報発信手段として広がった。平

成22年の通信利用動向調査によるとブログ開設率はインターネット利

用者の約5％となっている。ブログの閲覧についてはホームページに匹

敵するレベルと考えられる。 

・ 企業・団体における利用形態としては、手軽なホームページ開設の手法

として利用するケース、顧客等とのコミュニケーションを図るためにホ

ームページとは別に開設するケースの2通りが見られる。 

活用に必要なコスト 【費用面】 

・ ブログ開設のためには、自らブログ作成向きのコンピュータ言語を使っ

て設置する方法と、外部のブログサービス利用する方法があるが、簡易

に情報発信ができるというブログの特性から後者の方法が圧倒的に多

い。多くのブログサービスは無料、あるいは、プロバイダー料金に標準

で含まれている場合が多いため、運用コストはほとんどかからない。 

【作業面】 

・ 時系列での情報表示という特性を踏まえると、多くの閲覧者が誘導され

るためには、ホームページ以上に頻繁に更新されていることが重要。 

・ 閲覧者が多いブログになると、外部からのコメントやトラックバックも

多くなるため、それに対応する作業も発生する。 

利点（○）と留意点（◇） ○標準的な枠組みを使うと容易に情報発信ができる。 

○ブログサービスに附属しているツールを活用することで、情報発信の拡

張やデザイン面での充実や閲覧状況のモニタリングを容易に行うこと

ができる。 

○コメントやトラックバックにより、ホームページよりも容易に閲覧者と

の双方向コミュニケーションや情報発信先の拡張を図ることができる。

◇複雑な構造のWebサイトは作成しにくい。 

◇利用者がサイトに訪れることで初めて情報発信できる（プル型）。 

 

発信者 

別のブログ開設者 

(ブロガー) 

 リンク先のブログの 

閲覧者も、「発信者」の

ブログに誘導される。

 別のブログ開設者の記事にトラック

バックすることで、相手のブログにリ

ンクを作成する。 
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④SNS（ソーシャルネットワーキングサービス） 

概要 ・ ネットワーク上で、参加者同士が文字・写真・動画等の投稿によるコミ

ュニケーションを行うことのできるサービス。 

・ 開設者（情報発信者）を中心に人的なつながりの中で情報交換を随時行

うことができる。 

・ 「知り合い」の「知り合い」という連鎖で関心度の高い人に対して情報

発信を拡げることができる。 

情報収集・発信の流れ ・ 発信者がコンテンツを投稿し、発信者の知り合いには投稿が通知され

て、コンテンツを見に行くことで情報が伝わる（発信される）。 

・ 知り合いのコミュニティを介して、さらに情報が広がっていく。 

経緯と普及状況 ・ 2000年代半ばに普及が始まり、オープンとクローズの中間的なコミュ

ニティとして若年層を中心に広がった。その後は世代を超えて普及して

おり、代表的なサービスであるmixiは約1,500万人(平成23年12月)、

近年特に利用の増加してきているFacebookは国内で約1,100万人の

ユーザーがいる。 

・ 基本的には個人の情報発信手段として普及しているが、企業・団体が運

営するものも増え始めている。 

活用に必要なコスト 【費用面】 

・ コミュニティの連鎖で情報が伝達されていくことからユーザー数の多

いサービスを利用することが重要であるが、代表的なSNSは無料で利用

できる。 

【作業面】 

・ 日常的なコミュニケーションの中で閲覧されるのが基本であるため、高

い頻度で投稿されていることが重要である。 

・ 参加者が多いコミュニティになると、投稿に対するレスポンスも多くな

るため、それに対応する作業も発生する。 

利点（○）と留意点（◇） ○他サイトの紹介等、更新作業が比較的簡単であり、リアルタイム性の高

い情報発信が可能。 

○情報の受け手に登録してもらうことでプッシュ型の情報発信が可能。 

○つながりのあるユーザーを経由することによる情報の拡散効果が高い。

○双方向コミュニケーションが可能。 

◇基本的に時系列での情報整理となるため、体系化が難しい。 

◇紹介制のSNSサービスの場合は、外部からアクセスできないため、発信

範囲が限定的。 

 

 

 

 

発信者 

 知り合いの知り合いの 

コミュニティを通じて、さらに

情報が広がっていく。 

 基本的な投稿者は開設者

であるが、双方向の 

コミュニケーションが基本。 
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⑤Twitter  

概要 ・ 短いテキスト（140字以内）を投稿（ツイート）することで、その投稿

者を登録し「フォロー」しているユーザー（フォロワー）に閲覧させる

サービス。 

・ ユーザーは、「タイムライン」と呼ばれる自分のページに、自らの投稿

とフォローしているユーザーの投稿が刻一刻と表示される。 

・ 閲覧者は、相互にフォローしているユーザーに対してコメントを投稿し

たり、「リツイート」と呼ばれる他ユーザーの発言の引用投稿をするこ

とで、双方向のコミュニケーションを行う。 

・ 「#○○」（例：#machinaka）などの「ハッシュタグ」と呼ばれる記

号を 後に記入して投稿すると、同一のハッシュタグをつけた発言が検

索画面等で一覧できるようになり、同じイベントの参加者や、同じ経験、

同じ興味を持つ人のさまざまな意見が閲覧しやすくなる。 

情報収集・発信の流れ ・ TwitterはSNSの一種でもあり、情報伝達のしかたは基本的にSNSと同

様であり、発信者の知り合いのつながりを通じて、情報が広がっていく。

経緯と普及状況 ・ 2000年代半ばに米国でサービスが開始され、日本語版は2008年にサ

ービスが始まった。短文で情報発信手段として非常に手軽であり、普及

が進む携帯電話やスマートフォンとの相性もよいことから急速に普及

し、現在では国内で約1,500万人のユーザーがいると見られている。 

・ 企業・団体が自らの活動をツイートしたり、顧客やファン層に対してツ

イートを喚起して顧客コミュニケーションを図るなどの事例も増え始

めている。 

活用に必要なコスト 【費用面】 

・ サービスは無料で利用できる。 

【作業面】 

・ リアルタイム性の強いメディアであるため、特に頻繁に投稿されている

ことや、タイミングよく投稿されていることが重要である。 

・ フォロワーが多くなると投稿に対するレスポンスも多くなるため、それ

に対応する作業も発生する。 

利点（○）と留意点（◇） ○発信文字数も少なく、更新作業が特に簡単であり、リアルタイム性の高

い情報発信が可能。 

○情報の受け手に登録してもらうことでプッシュ型の情報発信が可能。 

○つながりのあるユーザーを経由した情報の拡散効果が高い。 

○双方向コミュニケーションが可能。 

◇一度に伝えられる情報量が少ない。 

◇基本的に時系列での情報整理となるため、体系化が難しい。 

 

 発信者から 

フォロワーへの

投稿（ツイート）

が基本。 

発信者 

 相互 に フォロー

することで、 

双方向コミュニケ

ーションが可能。 

 相互フォローやリツイートで 

フォロワーのさらにフォロワー

に情報が伝わる。 
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⑥動画配信（Ustreamやライブカメラ等）  

概要 ・ ビデオカメラ等で撮影した動画等を、インターネット上にアップロード

し、複数の人に公開する仕組み。 

・ 代表的なサービスであるUstreamでは、共有された動画に対して視聴

者がコメントすることができ、このコメントも動画とともに共有され

る。 

・ また、画質の限界はあるが、スマートフォン1台でも撮影・送信するこ

とができ、きわめて簡便に動画ライブ中継を実現することができる。 

情報収集・発信の流れ ・ 動画は片方向の配信であるが、閲覧者からは動画に関するコメント等の

投稿が可能である。 

・ リアルタイム性の高いTwitterと組み合わせて、双方向性を実現してい

る例も多い（Ustraemでは標準的な機能（ソーシャルストリーム））。 

経緯と普及状況 ・ Ustream は、2007年に米国でサービスが開始され、日本語版は2010

年にサービスが始まった。著名なミュージシャンのライブ中継や政党の

選挙の中継では、数十万の視聴者に配信されるなど注目が集まるように

なり、東日本大震災ではNHKをはじめとする各放送局がテレビ放送以

外の情報伝達手段として、番組再送信という形で活用し、被災地等の多

くの視聴者が利用した。 

活用に必要なコスト 【費用面】 

・ サービスは無料で利用できる。 

・ 映像や音声の質にこだわらなければ機材もそれほど高価なものは不要

である。 

【作業面】 

・ 撮影した動画のアップロードが必要。 

・ 情報発信の対象や目的等に応じ、長時間の動画や文字解説の必要な動画

等について、編集作業が必要となる場合もある。 

利点（○）と留意点（◇） ○文字情報や画像情報よりも、場の雰囲気等も含めて多くの情報量を伝え

ることができる。 

○配信動画に対しコメントを得ることが可能（双方向性がある）。 

◇コンテンツ作成や更新作業に手間がかかる。 

 

 投稿機能やTwitterの

併用で双方向性が実

現される。 

発信者 
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3. まちづくり活動における情報収集の現状・ニーズと問題点 

3. まちづくり活動における情報収集の 

             現状・ニーズと問題点 
 

 

 

 

 

 

 

3.1. 情報収集の現状・ニーズ 
 

3.2. 情報収集における問題点 
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3.1. 情報収集の現状・ニーズ 

3.1.1. 全体的な傾向 

アンケート調査結果から、まちづくり活動における情報収集の現状・ニーズの全体的な傾向を整理する。 

（1） まちづくり活動に必要とされている情報 

図表 3-1のとおり、「まちづくり活動のノウハウ」や「成功事例の取組プロセス・苦労話」のニーズが最も

高く、ついで「支援事業の具体的な活用方法」、「他地域のまちづくり活動情報」、「まちづくりコンサルタン

ト・専門家情報」へのニーズが高かった。2.1での分類別に見ると、『ノウハウ・事例情報』へのニーズが特

に高く、『自身についての情報』と『各種調査結果』のニーズは低い。 

図表 3-1. まちづくり活動に必要な情報の種類 

Q1①　必要な情報の種類　（対象団体数=30）

6.7%

6.7%

10.0%

10.0%

13.3%

3.3%

23.3%

16.7%

16.7%

30.0%

26.7%

3.3%

0.0%

13.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

1.自身（自社）の活動に対する意見や反応

2.地域のイベント情報

3.地域のまちづくり団体の情報

4.連携・協力できる民間企業の情報

5.まちづくりコンサルタント・専門家情報

6.地域の人材情報（協力者、参加者等）

7.活動場所の情報（空き店舗・ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ等）

8.法制度情報

9.行政機関等の動向・各種支援情報

10.支援事業の具体的な活用方法

11.まちづくり活動のノウハウ

12.他地域のまちづくり活動情報

13.成功事例の取組プロセス・苦労話

14.支援事業によらない取組の事例

15.各種調査結果

16.その他

1番目に必要 2番目に必要 3番目に必要

43.3%

43.3%

自身についての情報

各種調査結果

地域の活動や資源に
関する情報

法制度・支援情報

ノウハウ・事例情報

 
 

  
 

（2） 情報収集手段 

図表 3-2のとおり、いま役に立っている方法としては、「地域内での会議や勉強会等」、「地域内の関

係者との交流（会議等以外）」のような地域内での集まりが最も多く、ついで「地域外の団体との会議や勉

強会等」、「ホームページ」が多かった。それらが役に立っている理由は、自由回答で挙がった意見を整

理すると、以下のとおりであった。 

・ 地域内での会議等や交流によって、最新の状況や知らなかった情報を詳しく知ることができる 

・ 地域外の団体との会議等や交流によって、新たな情報を詳しく、まとめて得ることができる 

・ ICT ツール（主にホームページ）の利用によって、手軽に情報を得ることができる 

・ このように、「まちづくり活動のノウハウ」、「成功事例の取組プロセス・苦労話」、

「支援事業の具体的な活用方法」のような情報へのニーズが特に高いことから、自身

の活動に直接活用できる形で情報を収集できることが求められていると考えられる。



 

 

 

22

また、今後活用してみたい方法としては、「地域外の団体との交流（会議等以外）」が最も多く、ついで

「地域外の団体との会議や勉強会等」、「SNS」、「ホームページ」が多かった。それらを活用してみたい理

由は、自由回答で挙がった意見を整理すると、以下のとおりであった。 

・ 地域外の団体との交流によって、目的にあった情報や本音の情報を直接聞きたい 

・ ICT ツールの活用によって、安く、かつ日常的に広く情報を得たい 

・ ICT ツールの活用（特にSNS等）によって、意見交換・交流を行いたい 

図表 3-2. まちづくり活動に必要な情報を得るための方法 

Q2　情報を得るための方法　（対象団体数=30、複数回答）
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

1. 地域内での会議や勉強会等

2. 地域内の関係者との交流（会議等以
外）

3. 地域外の団体との会議や勉強会等

4. 地域外の団体との交流（会議等以外）

5. 電話・FAX

6. メールマガジン・メーリングリスト

7. ホームページ

8. ブログ

9. SNS（mixiやFacebook等）

10. Twitter

11. 動画配信（Ustreamやライブカメラ等）

12. フリーペーパー

13. 地域の広報誌

14. チラシ

15. 新聞・雑誌

16. テレビ・ラジオ

17. その他

①いま役に立っている ②今後活用したい
 

 

  

・ このように、現在は、地域内外での対面での情報収集を主としながら、あわせて各種

ホームページから手軽に幅広く情報を得ている団体も多いと考えられる。 

・ また、今後は、地域内だけでなく地域外の団体との交流をより重視する傾向がある一

方で、情報の集約されたホームページ等による低コストで幅広い情報収集や、SNS

等のもつコミュニケーション機能による交流等、ICTツールの活用を重視する傾向も

表れてきている。 
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3.1.2. 情報分類別の現状・ニーズ 

3.1.1において、まちづくり活動での収集ニーズの比較的高かった以下の3分類の情報について、主に

ヒアリング調査の結果をもとに、必要とされている情報の内容、情報収集手段の2つの視点から、現状やニ

ーズをより詳しく整理する。 

 

 

（1） 「地域の活動や資源に関する情報」について 

① 必要とされている情報の内容 

ヒアリング調査での主な意見から、情報の内容について、以下の現状・ニーズが把握できた。 

・ 地域内で共有されている主な情報は、地域のイベント情報や関係団体の活動情報等であり、こ

れらの情報をまちづくり活動関係者同士で相互に提供しあい、共有することが特に重視されて

いる。 

・ これから必要とされている情報のひとつとして、新しくまちづくりに関わりたい人を発掘するため

の情報がある。 

（アンケート調査でも、「まちづくりコンサルタント・専門家情報」や「地域の人材情報」のような人

的資源に関する情報へのニーズが比較的高かった。） 

・ まちづくり活動を開始してから長期間経過した地域では、若い世代や異動直後の行政担当者

向け等に、地域としてのまちづくりの取組経緯を共有しようとしている。 

ヒアリング調査での主な意見 

・ 各種イベントをまちの賑わいにつなげるためには、「まちのどこかで何かやっている」こ

とどうしを有機的に連携させることが重要。そのためには、イベント情報等を関係者で共

有し、協力して情報発信していく必要がある。（豊田まちづくり㈱） 

・ 活動に関わる意思のある団体・人の多くは既に参加している。そうした団体の情報は現時

点でも把握できているため、これから必要なのは、新しくまちづくり活動に関わりたい人

たちを発掘するための情報である。（㈱飯田まちづくりカンパニー） 

・ 地域での情報共有にあたり、行政としては、人事異動が課題である。紙やデータだけでは、

完成した状態はわかるが、それまでの経緯等はわからないため、その情報をどう補完でき

るかが難しい。（豊田市） 

・ これまでやってきた長浜のまちづくりを検証すべく、主に商店街や市役所の若手をターゲ

ットに受講を呼びかけ、「長浜まちづくり大学」を開催した。彼らは、長浜が賑わってい

る時代しか知らず、それが当たり前で、どのようにしてこの状態になったかを知らなかっ

た。（NPO法人まちづくり役場） 

 

＜まちづくり活動での収集ニーズが高い情報＞ 

（1）地域の活動や資源に関する情報 

（2）法制度・支援情報 

（3）ノウハウ・事例情報 
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② 情報収集手段 

ヒアリング調査での主な意見から、情報収集手段について、以下の現状・ニーズが把握できた。 

・ 地域内の情報については、中心的な関係者間（まちづくり会社、商工会議所、行政等）で、対

面や電話等で日常的に情報交換されている。近くにいるため、対面・電話が最も手軽で早く、

ICTツールはほとんど活用されていない。 

・ まちづくり会社の役員・スタッフが、関係する団体と重複してかかわっているために、情報が入

手しやすくなっている地域もある。 

・ より幅広い参加者（地域の企業やNPO等）を集めた情報共有の場を設けている地域もあり、参

加者を固定し議題も設定した公式な会議として行っている場合と、より自由度の高いカジュアル

な集まりとして行っている場合がある。このような集まりでも対面が基本ではあるが、出欠連絡等

の簡易な連絡はメールで行われている場合もある。 

・ 地域での情報集約・共有という点で、地域SNSの導入を検討している地域もある。導入による効

果（利用者の自発的な書き込みによる更新頻度の改善等）を期待する一方で、運営管理の難し

さ（コンセプトの維持や誹謗中傷の防止等）や、そのための人材・資金の確保が懸念されてい

る。 

ヒアリング調査での主な意見 

・ 行政とまちづくり会社の連携が非常に強いのが、飯田市の特徴であり、常に情報交換して

いる。（㈱飯田まちづくりカンパニー） 

・ 長浜市では、㈱黒壁等をはじめ中心市街地活性化に関わる企業・団体も多いが、現在はま

ちづくり会社に情報が一元化されている。会議の実施や相談対応を通して情報共有してお

り、「まちづくり会社に行けば全て情報がわかる」状態にしている。まちづくり会社の役

員が他の企業・団体にも出資しているため、より情報が入手しやすくなっている。（長浜

まちづくり㈱） 

・ まちづくり役場の理事やスタッフが、地域内の様々な組織（長浜青年会議所、長浜芸術版

楽市楽座（アートインナガハマ）運営委員会、長浜みらいまちづくり事業委員会、長浜ア

ーバングラスコンペティション実行委員会 等）のメンバーを兼ねることで、まちづくり

役場のなかに自然と集まってくる。（NPO法人まちづくり役場） 

・ 「りんご並木まちづくりネットワーク」には、中心市街地にある「りんご並木」で活動を

行いたい約30の市民団体が参加しており、中心市街地活性化協会が事務局となりながら、

団体同士の横の連絡を取り合うための場として機能している。毎月、歩行者天国イベント

を企画・実施しており、企画は提案した団体が責任を持って行うが、当日は、他の団体も

一緒になって実施する仕組みとなっている。イベントの合間には会議を行い、前回の反省

と次回の準備作業について情報共有されている。会議は、エコハウスで飲食しながらなど

カジュアルな雰囲気で行うこともある。会議以外で連絡を取り合う場合の主な手段はメー

ルである。（飯田市） 

・ 中心市街地における商業施設・商店街・集客施設・行政関係の事業スケジュールやイベン

ト情報等の共有のために、平成15年8月に任意会議体として「まちなか宣伝会議」を設立

し、月1回（基本的に第1金曜日に固定）、意見交換・情報交換や共同事業の企画・実行等

を行っている。メンバーとの連絡や出欠確認等は、開始当初はFAXを使用していたが、現

在はメールで連絡を取り合うことができるようになった（MLは利用していない）。（豊田

まちづくり㈱） 
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・ SNSは、利用者が自発的に書き込み、コミュニケーションをとる中で情報やつながりが

広がっていくものだと思い、注目している。地域の中心市街地活性化に関わる事業者・団

体・住民等が、ブログのように日々更新して発信するような仕組みがほしいと思っている

が、運営側の管理がしっかりしていないと、誹謗中傷等も出てきてしまうおそれがある。

運営管理の担当者が、関係者が「何を伝達したいか」という意図をしっかり汲んで、方向

性を管理・コントロールできるかが課題である。マネジメントする人材が必要となるが、

現状では、専従スタッフを置くことは難しいため、人件費の確保や人材確保の仕組みをど

う作るかも課題。（豊田まちづくり㈱） 

 

（2） 「法制度・支援情報」について 

① 必要とされている情報の内容 

ヒアリング調査での主な意見から、情報の内容について、以下の現状・ニーズが把握できた。 

・ 「自分たちの地域で活用できる支援制度・事業は何か」が重視されており、制度の具体的な使

い方についての情報へのニーズが特に高い。 

（アンケート調査でも、特に「支援事業の具体的な活用方法」へのニーズが高かった。） 

・ 制度や支援に関する基本的な情報については、Webサイトを確認すれば一通りのことはわかる

ため、情報量の充実に対するニーズは高くない。しかし、支援メニューの探し方・見方は難し

い。 

ヒアリング調査での主な意見 

・ 国の法制度や支援等の情報は、HPを見れば大体把握できるため、大きな問題はない。補

助制度等の仕組みは手厚く整備されているとは思うが、全ての仕組みについて、その使い

方まで含めて把握することまではできていない。これまでは、制度の具体的な活用方法や

他地域での活用事例を聞く機会は、たまにある程度であり、その際には、そのような使い

方があったのかという発見も多い。（豊田まちづくり㈱） 

・ まちなか居住や身の丈再開発等、新しく活用を検討している制度の情報がいま も必要だ

が、HPで形式的な情報は入手できるものの、詳細はわからないし、過去にどの団体がど

のように活用したのかという事例情報もわからない。具体的な活用方法は個別の団体から

聞いたほうがよいかもしれないが、そもそもどの団体が活用したかもWeb上ではわからな

い。（長浜まちづくり㈱） 

・ 国から提示される事業メニューの探し方や見方が難しい。特に、規模が大きいと、大量の

マニュアルを端から読んでいかなければならない。国からの情報提供は、理想としては、

各まちづくり団体の性格を把握したうえで活用できそうな補助事業等の案内をもらえる

のが もわかりやすいし親切だとは思うが、国の担当者の忙しさを考えると大変だと思う

し、そこまでは求められない。（㈱飯田まちづくりカンパニー） 

 

② 情報収集手段 

ヒアリング調査での主な意見から、情報収集手段について、以下の現状・ニーズが把握できた。 

・ 法制度改正等があると一通りの関連サイトを確認するケースもみられるが、基本的には、自分た

ちの状況・ニーズにあった特定のサイトに絞って情報が確認されている。 

（ヒアリング対象地域では、「街元気」サイトが多く挙げられた。） 

・ Webサイトよりも詳細な情報については、電話等による担当者への問合せで入手されている。 
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・ 国土交通省まちづくり推進課からのMLや「街元気」への会員登録によって届くML等を、情報収

集手段のひとつとして便利に感じている団体もいる。 

・ 注目度が高くなる、国の支援事業を受けたことがあるなど、国の担当者とネットワークができると、

直接事業の案内が来ることもある。 

・ 所管省庁によって情報入手方法は若干異なり、経済産業省関係の情報は、「街元気」等のWeb

サイトや、まちづくり会社に直接または商工会議所等を通じた入手ルートが確立されていること

から、比較的容易に収集されている。一方、国土交通省関係の情報は、主に行政向けに展開さ

れるため、行政の庁内連携（商工系とハード事業系）、まちづくり会社と行政との連携が必要と

なっている。なお、直接情報を得られる機会として「全国中心市街地活性化まちづくり連絡会

議」が役立っている。 

ヒアリング調査での主な意見 

・ 「全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議」で、国土交通省関係の施策や支援に関する

情報を収集し、また、「街元気（まちづくり情報サイト）」のHPや現地研修を活用して、

経済産業省関係の情報を収集している。街元気は、会員登録することで、ML等によって

情報が送られてくる仕組みがあり便利。（豊田まちづくり㈱） 

・ 経済産業省関係の情報については、中小企業庁、中小企業基盤整備機構、中心市街地活性

化支援センター、中小機構近畿支部の中心市街地活性化ネットワーク研究会、コンサルタ

ント等から、制度に関する情報や他地域の事例情報を得ている。また、商工会議所に事例

集や新しい制度の案内等の情報が提供されることや、旧TMOの頃も含め長年の付き合い

もあることで、経済産業省関係の情報は比較的容易に収集できている。（長浜まちづくり

㈱） 

・ 国土交通省関係の情報については、民間都市開発推進機構や都市再生機構の会議（全国中

心市街地活性化まちづくり連絡会議）で情報を得ているが、主に、市役所経由で得ること

が多い。（長浜まちづくり㈱） 

・ 関連省庁・機関のWebサイトは、特に新しい制度ができたときに中身を確認するため一通

り見ており、この制度・事業を活用したいと決まったときには、ピンポイントで深堀して

いる。詳しく知りたくなった情報については、直接国の担当者に電話で問い合わせており、

疑問はほぼその電話で解消できている。（長浜市） 

・ 特に国の補助事業等の情報収集では、国の府省（経産省、国交省、環境省、総務省等）や

外郭団体等の担当者とのつながりによって、市行政は確実な情報を早くキャッチできる場

合がある。こうして得た情報を、まちづくり活動団体とすばやく共有することができる。

（飯田市） 

・ 飯田市では、市役所が補助事業等の情報を入手し、活用できないかどうかまちづくり会社

に案内してくれることが多い。市役所からの情報スピードは速く、かつ多い。まちづくり

会社としては、情報収集の面で助かっている。（㈱飯田まちづくりカンパニー） 

・ 現状では、支援等を実際に活用するためには、多くの地域・団体・人とのネットワークが

ポイントとなっている。国や関係機関からは、なぜ制度を使ってくれなかったのかと言わ

れることも多い。（豊田まちづくり㈱） 
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（3） 「ノウハウ・事例情報」について 

① 必要とされている情報の内容 

ヒアリング調査での主な意見から、情報の内容について、以下の現状・ニーズが把握できた。 

・ 特にまちづくり活動の初期段階では、まちづくり会社の位置づけや収益事業の内容・仕組み、

行政との連携等、ノウハウに関わる情報が必要とされている。 

（アンケート調査でも、特に「まちづくり活動のノウハウ」のニーズが高かった。） 

・ 他地域の取組みのプロセスや課題・問題点や苦労等、具体的な情報こそ必要とされている。 

（アンケート調査でも、特に「成功事例の取組プロセス・苦労話」のニーズが高かった。） 

・ まちづくり活動は各地域の特徴を活かして取り組まれるものであり、地域の独自性が重要でもあ

る。そのような意識の高い地域や、独自に「やりたいこと」が明確な地域では、他地域の情報は

参考にはされるものの、必要度は比較的低い。 

ヒアリング調査での主な意見 

・ 成功事例を視察に行くことは多いが、失敗や課題はなかなか聞くことができない。報告書

に出てくるような他地域の事例等には、プロセスや課題・問題点、苦労、うまく進まない

ことなどは出てこない。しかし、そういった部分こそ知りたい。（豊田まちづくり㈱） 

・ うまく官民協働するためにどうしたらよいか、ということも他地域から聞かれることが多

い。（㈱飯田まちづくりカンパニー） 

・ 他地域のまちづくり会社からは、収益事業の内容や利益状況等を聞かれることが多い。し

かし、事業には各地域にあった独自性が必要であり、他地域を参考にするにしても、咀嚼

して自分たちのものとしてアレンジすることが必要と考えている。（㈱飯田まちづくりカ

ンパニー） 

・ 行政の視点からは、制度面の仕組みについて調査することが多く、良い制度であってもデ

メリット部分にも注目しながら、長浜市の状況に合う仕組みとなるようアレンジして活用

している。（長浜市） 

・ 長年独自でまちづくりを行ってきたため、困ったときにも、他地域のまちづくり関係者に

問合せ・相談をすることはなく、地域の中で解決している。（長浜まちづくり㈱） 

・ 他地域に関する情報収集を意識的に行うことはほとんどない。（NPO法人まちづくり役

場） 

 

② 情報収集手段 

ヒアリング調査での主な意見から、情報収集手段について、以下の現状・ニーズが把握できた。 

・ ノウハウ・事例情報は、概要等はWebサイトで収集することができるが、より具体的な情報を知る

ためには、他地域のまちづくり関係者との人脈・ネットワークが最重要となっている。 

（ヒアリング対象地域では、Webサイトとしては、「街元気」が多く挙げられた。） 

・ ネットワークづくりの場としては、国の行っている勉強会や現地研修、視察等が主であり、特に、

中小企業基盤整備機構の各ブロック支部で開催されている「中心市街地活性化協議会交流会

（ネットワーク会議、ネットワーク研究会）」は、まちづくり会社・商工会議所・行政が参加する有効

な情報交換・交流の場となっている。 
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・ 勉強会・研修等で関係者が集合する場や視察以外では、他地域とそれほど頻繁に情報交換は

行われない傾向があるが、知り合った関係者同士の間では、その後も付き合いの中で情報交

換が続けられることも多い。 

・ まちづくり会社の立ち上げ段階では、事業方針等も含めて手探りであるため、情報が集約・整

理されている国のHPや研修は、入り口として有効である。 

・ 「街元気」で提供されている、まちづくりに関する講義やインタビュー等の動画も活用されている

が、詳細情報を知るためには、動画だけではなく文章も必要と感じられている。 

・ まちづくり関係者同士の情報交換のためにICTツールの活用が試みられているが、MLは存在

するものの発信者が限られている。また、かつて立ち上げられたSNSもあまり活用されなかった。 

ヒアリング調査での主な意見 

・ 全まち連絡会議や、街元気のHP・現地研修等を活用して、全国のまちづくり会社等の取

組みの情報の収集、まちづくり会社どうしの情報交換を行っている。国土交通省のまちづ

くり推進課からMLで送信されているまちづくり情報（中活関連ニュース）からも、情報

を得ている。また、中部地区では、独立法人中小企業基盤整備機構中部支部の主催で、2

～3年前から、愛知・岐阜・三重県内の中心市街地活性化協議会が参加する「中部中心市

街地活性化ネットワーク会議」を行っている。この会議の場で、中心市街地活性化の課題

や解決方法の共有、先進的な取組み事例の現地研修、まちづくり関係者どうしの交流等を

行っている。（豊田まちづくり㈱） 

・ 先進事例は、「街元気」のWebサイト等を見て、その中でも特に参考になりそうなものは

直接現地に行って調査している。いろいろな場に出て行き、いろいろな人と知り合いにな

り、そうした付き合いの中から情報を得ることが多い。（長浜市） 

・ 国やまちづくり団体などの行っている調査結果・事業結果や各地の事例情報等は、年度明け

にならないと一般には公表されないことが多く、「いま」の情報が出てくるまでにタイムラ

グがある。タイムリーに、今動いている情報を得るために、多くのネットワークを作ること

を重要視している。ネットワークがあれば、必要な情報はその場のタイミングで交換できる。

ネットワークを作るためには、会議やセミナー等で知り合うことが重要であり、一度会って

いると、後からメールや電話等でも聞きやすい。（豊田まちづくり㈱） 

・ 他地域のまちづくり会社と情報交換する場としては、国土交通省や経済産業省の行う勉強

会等が主である。経済産業省関係では、街元気プロジェクトへの参加や、中小企業基盤整

備機構の行う勉強会への参加等がある。他地域のまちづくり活動については、現地研修や

勉強会等で現地に行って話を聞くか、現地からキーマンを呼んで講演してもらうなど、直

接見聞きすることが重要。（㈱飯田まちづくりカンパニー） 

・ 経済産業省関係の情報については、中小企業庁、中小企業基盤整備機構、中心市街地活性

化支援センター、中小機構近畿支部の中心市街地活性化ネットワーク研究会、コンサルタ

ント等から、制度に関する情報や他地域の事例情報を得ている。また、商工会議所に事例

集や新しい制度の案内等の情報が提供されることや、旧TMOの頃も含め長年の付き合い

もあることで、経済産業省関係の情報は比較的容易に収集できている。他地域のまちづく

り関係者とは、視察を通して関係ができることもある。（長浜まちづくり㈱） 

・ 様々な組織からの視察を年間100～150程度受け入れている。視察は、長浜の情報を発

信する場であると同時に、視察者の地元地域の実情や課題を知る場にもなっている。必ず

先方の課題も話してもらい、議論することとしている。（NPO法人まちづくり役場） 

・ 中心市街地活性化関係では、県とのかかわりはほとんどなく、近隣市町村と情報交換する

ような場もあまりない。他都市との情報交換では、先進的な地域に視察に行ったり、視察

を受け入れたりすることはある。ただし、視察に来た団体との事後のつながりはあまりな

い。（飯田市） 
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・ 街元気」のサイトで提供されているインタビュー等の動画は、よく活用している。取組み

の詳細を知るためには文書が必要となるが、目で見ることでわかることもある。（長浜市）

・ 中部のネットワーク会議をはじめ、各地方の中心市街地活性化協議会の研究会や交流会の

参加者間では、交流ツールとして今年からMLを導入したが、書き込む人が偏り、現時点

では日常的な活発な交流は難しい状況である。（豊田まちづくり㈱） 

 

（4） 情報分類別の現状・ニーズのまとめ 

(1)～(3)に挙げたヒアリング結果について、情報分類ごとに、収集における現状・ニーズを整理すると、

以下のとおりである。 

 

■ 地域の活動や資源に関する情報 

「地域の活動や資源に関する情報」では、現時点での活動に直結するイベント情報や地域のまちづくり

団体の情報だけでなく、今後活動の輪をより広げたり、活動をより発展させるために必要な「新たな人材」

に関する情報のニーズも高くなっている。また、まちづくりの取組経緯の共有を必要とする地域も、今後多

くなっていくと考えられる。 

これらの情報は、まちづくり活動のコアメンバーどうしの日常的なやりとりの中で、対面・電話によって共

有されており、それよりも幅広い関係者間では、日常的なつながりは持ちつつも、基本的には定期的な会

議・会合等によって共有されている。また、日常的なやりとりや会議も含め、地域内の関係者との間でうま

くネットワークを構築することで、中心となるまちづくり団体（まちづくり会社等）に自然と情報が集まってく

る仕組みとすることもできる。ICTツールは、現状ではこうした対面での情報共有を補完する形で簡易連

絡等に用いられるのみで、まちづくり活動のための情報集約・共有の場としては十分に活用されておらず、

今後の活用についても、運営管理のためのスキル・人材・資金等の課題をクリアする必要がある。 

 

■ 法制度・支援情報 

「法制度・支援情報」では、収集側にとって探しやすい状態に整理された基本情報と、自分たちの地域

にとっての具体的な制度・支援の使い方がわかる（考えられる）情報が求められている。 

これらの情報は、国や関連機関等のWebサイトで基本情報・概要を確認し、自分たちの地域で活用で

きそうなものや興味のあるものについて、詳細情報を担当者に電話等で問い合わせることで収集されてい

る。確認するWebサイトは、法制度改正時等を除き、自分たちの地域のまちづくり活動のタイプに合ったも

のに限定される傾向が強い。また、情報入手ルートとしては、国等の行う勉強会や説明会、MLでのお知

らせ、国の担当者からの直接連絡等があるほか、経済産業省関係は商工会議所、国土交通省関係は行

政担当部署を経由してまちづくり活動団体へと伝わるルートがあり、組織内・組織間の連携が重要となっ

ている（なお、情報をもっと早く入手したいという要望もある）。 
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■ ノウハウ・事例情報 

「ノウハウ・事例情報」は、自分たちの地域での取組みの方針・内容を構想していくために参考情報とし

て活用されるものである。自分たちの地域に応用できるよう、ノウハウのように知識として体系的に整理さ

れた状態での情報や、「結果」だけでなく「過程」の事例情報へのニーズが高くなっている。 

これらの情報について、事例の概要や整理されたノウハウを知るためには、国等のWebサイトが活用さ

れている。より詳細な情報や具体的な内容、取組経緯等を知るためには、直接その地域の関係者から話

を聞き出すことが重要となっており、国や関係機関等の行う勉強会や視察等の場を活用して、他地域の

まちづくり関係者と直接情報交換されている。ここで作られたまちづくり関係者同士のネットワークは、その

後の情報交換にも活用されるものである。このような情報交換は、ネットワークのある個人同士（特定の地

域同士）の間で行われており、よりオープンな情報交換が可能であるMLやSNS等はあまり活用されていな

い。 
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3.2. 情報収集における問題点 
3.1で整理した現状・ニーズを振り返りながら、下図のように、まちづくり活動での情報収集における問題

点と主な原因を整理した。 

 

図表 3-3. 情報収集における問題点と主な原因 

(3)問合せ・相談がしにくい

① 他地域とのネットワークづくりの機会を活用できていない

(5)地域内での情報共有が不十分

① 地域内の情報を集約できない・手間がかかる

② 一定のメンバー以上に情報が共有されにくい

問題点 主な原因

(1)国から情報を入手する機会が
不安定

① 情報が確実に届かない・タイムリーに届かない

② 情報を探し漏れてしまう

① 取組みのタイプや活動段階に合った情報を絞り込めない

② 参考とすべき地域を見つけられない

① 国への問合せ・相談のきっかけがない

(2)自分の地域に合った情報を
探しにくい

(4)他地域との情報交換が不十分
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（1） 国から情報を入手する機会が不安定 

① 情報が確実に届かない・タイムリーに届かない 

国土交通省からの情報は、多くの場合は市町村行政を通して民間のまちづくり活動団体に届くように

なっている。しかし、行政内の部署間や行政とまちづくり活動団体の間でうまく連携されないと、情報は最

後まで伝わらなかったり、伝わるまで時間がかかったりする可能性がある。 

また、大規模な支援事業の場合、土地の確保等も含めた各種事前準備に時間がかかるため、情報は

前もって早めに提供されている必要がある。しかし、現在は、事業の募集開始直前など、準備期間を確保

するには遅い場合もあり、まちづくり活動の現場では対応しきれないこともある。 

 

② 情報を探し漏れてしまう 

国が主催する一部の会議・勉強会等では、国土交通省と経済産業省を中心とする関連省庁・機関等

が集まり、合同で支援制度等の説明が行われ、まちづくり活動関係者から好評を得ている。しかし、各地

方では、地方整備局と経済産業局等が別々に説明会を開催するなど、十分に連携されていない場合も

あり、情報の受け手からすると二度手間・三度手間となっていたり、必要情報を入手できていなかったりす

る可能性がある。 

また、国や関連機関等のWebサイトは、各組織がそれぞれの守備範囲で管理・運営しており、どの組織

がどのような情報を提供しているかなどの全体像を把握することは難しい。実際には、ユーザーは自分た

ちの活動のタイプ・状況に合ったサイトに絞って内容をチェックしており、それ以外のサイトに情報が提供

されていても気づかない可能性が高くなっている。 

 

（2） 自分の地域に合った情報を探しにくい 

① 取組みのタイプや活動段階に合った情報を絞り込めない 

『法制度・支援情報』や『ノウハウ・事例情報』については、詳細な情報を国の担当者や各地域の関係

者に問い合わせる前段階として、まず、国や関係機関等のWebサイト等において、自分たちの地域にか

かわりのある支援制度や地域を探すための情報収集が行われている。そのため、Webサイトでは、ユーザ

ーが自分たちの地域における取組みのタイプ・活動段階等に合った情報を絞り込みやすいことが求めら

れる。しかし、現在は、組織別や事業別等、情報提供側である国や関係機関等の視点で情報が整理され

ていることも多く、情報収集側にとっては、自分たちの地域との適合性の判断が難しく、情報を選別しにく

くなっている。 
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② 参考とすべき地域を見つけられない 

まちづくり活動を行う際に参考とする他地域の取組みには、基本的に、事業方針や取組み内容の類似

する地域や、その中でも特に近隣地域が選ばれやすい。 

しかし、アンケート調査でも、「成功事例の取組プロセス・苦労話」、「まちづくり活動のノウハウ」、「他地

域のまちづくり活動情報」に共通して、情報源へのアクセスしにくさ（情報がどこにあるかわからない、情報

量が少ない）が問題点として多く挙げられており、現在は、参考とすべき地域を探しにくく、また先行する

取組みのプロセスやノウハウに関する詳しい情報も入手しにくい状況となっている。 

 

（3） 問合せ・相談がしにくい 

① 国への問合せ・相談のきっかけがない 

法制度・支援情報については、ヒアリングでも、「具体的に自分たちの地域での事業として落とし込もう

とすると具体的な活用方法がわからなくなる」、「使い方まで含めて把握することはできていない」といった

意見が挙がっていた。こうした問題に対しては、Webサイトや説明会等での情報提供だけでカバーできる

ものではなく、最終的には各地域の特徴を踏まえた個別対応が必要となる。しかし、国や関係機関等から

は、いつでも相談するよう伝えられてはいるものの、「誰に聞いたらよいのかわからない」、「どの時点で相

談したらよいのか判断も難しい」といった意見や、タイムリーに相談を持ちかけることができておらず、「な

ぜ支援制度を使ってくれなかったのかと言われることも多い」といった意見もあった。 

このように、現在は、興味のある支援制度等があっても、国や関係機関等への問合せ・相談のきっかけ

がなく、相談相手やタイミングを迷ううちに、支援事業をうまく活用できないことにつながる可能性がある。 

 

（4） 他地域との情報交換が不十分 

① 他地域とのネットワークづくりの機会を活用できていない 

他地域における現在進行形の取組みのタイムリーな情報や問題点も含めた実態情報、具体的な事業

実施のノウハウ等を入手するためには、現状、他地域のまちづくり関係者との人脈・ネットワークが最重要

となっている。現在は、そのようなネットワークづくりの場として、国や関係機関の開催する会議・研修等が

主に活用され、その後の継続的な情報交換のきっかけとなっている。 

一方、アンケート調査では、「成功事例の取組プロセス・苦労話」や「まちづくり活動のノウハウ」のような

詳細・具体の情報を収集する際の問題点のひとつとして、「情報を得るためのスキル・人材が不足」してい

ることも多く挙げられた。ネットワークの重要性を踏まえると、ここでの「スキル・人材」は、他地域とのネット

ワークを持った人材や、ネットワークをつくったり情報を引き出したりするスキルを指しており、他地域との

ネットワークづくりの機会を十分に活用できていない地域もあることが考えられる。 

 



 

 

 

34

（5） 地域内での情報共有が不十分 

① 地域内の情報を集約できない・手間がかかる 

ヒアリング対象地域では、コアメンバーの間では日常的な情報共有が行われ、もう少し広い範囲のメン

バーとは会議・集会の場で情報共有されながら、随時、相談等を通して、まちづくり活動団体や地域のま

ちづくり活動拠点等に情報が一元化される仕組みとなっていた。これらは、まちづくり活動団体の役員・ス

タッフ等の地域内での人脈・ネットワークによる部分が大きく、まちづくり活動の立ち上げ段階・初期段階

の地域では、このような仕組みは成立できていないと考えられる。 

また、まちづくり活動が一定程度進んでいても、行政庁内でまちづくりに関わる部署同士が縦割りにな

らず情報共有し、それらの情報全体がまちづくり活動団体とも共有される状態は、ヒアリング対象地域でも

十分な実現に向けて努力されているところであった。 

 

② 一定のメンバー以上に情報が共有されにくい 

まちづくり活動を継続・発展させていくためには、その活動情報を広く地域内で共有し、新たな活動参

加者を確保することも重要である。しかし、まちづくり活動に関する情報は、既に活動に参加している関係

者間で、人脈・ネットワークや会議・集会等により共有されており、その場で口頭でのみやりとりされている

情報も多い。また、事業の途中段階での情報や個人情報保護等、情報の公開範囲を限定する必要のあ

る情報もある。これらにより、新たに活動に加わりたいと思っている人には情報が共有されていない場合も

多いと考えられる。 
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4. まちづくり活動における情報発信の現状・ニーズと問題点 

4. まちづくり活動における情報発信の 

             現状・ニーズと問題点 
 

 

 

 

 

 

 

4.1. 情報発信の現状・ニーズ 
 

4.2. 情報発信における問題点 
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4.1. 情報発信の現状・ニーズ 

4.1.1. 全体的な傾向 

アンケート調査結果から、まちづくり活動における情報発信の現状・ニーズの全体的な傾向を整理する。 

（1） まちづくり活動で伝えたい情報 

図表 4-1のとおり、まちづくり活動において伝えたい情報としては、「地域のイベント情報」が最も多く、

ついで「自身（自社）の団体情報、活動経緯」、「地域のまちづくり団体の情報」、「活動場所の情報」、「連

携・協力できる民間企業の情報」が多かった。分類別にみると、全体的に、『地域の活動や資源に関する

情報』や、『自身（自社）についての情報』の発信ニーズが高い。一方、『法制度・支援情報』や『ノウハウ・

事例情報』は、全体としては発信ニーズが高くなく、一部の中間支援的な活動を行っているまちづくり活

動団体にのみニーズがあることが考えられる。 

図表 4-1. まちづくり活動で伝えたい情報の種類 

Q3①　伝えたい情報の種類　（対象団体数=30）
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6.7%
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13.3%

23.3%
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0.0%

33.3%
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1.自身（自社）の団体情報、活動経緯

2.地域のイベント情報

3.地域のまちづくり団体の情報

4.連携・協力できる民間企業の情報

5.まちづくりコンサルタント・専門家情報

6.地域の人材情報（協力者、参加者等）

7.活動場所の情報（空き店舗・ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ等）

8.法制度情報

9.行政機関等の動向・各種支援情報

10.支援事業の具体的な活用方法

11.まちづくり活動のノウハウ

12.他地域のまちづくり活動情報

13.成功事例の取組プロセス・苦労話

14.支援事業によらない取組の事例

15.各種調査結果

16.その他

1番目に必要 2番目に必要 3番目に必要

46.7%

自身についての情報

各種調査結果

地域の活動や資源に
関する情報

法制度・支援情報

ノウハウ・事例情報

 
 

  
 

（2） 情報発信手段 

図表 4-2のとおり、いま役に立っている方法としては、「ホームページ」が最も多く、ついで「地域内での

会議や勉強会等」、「地域内の関係者との交流（会議等以外）」のような地域内での集まりが多かった。自

由回答で挙がった意見を整理すると、ホームページが多く活用されている理由として、「金銭的・作業的

に低コスト」であることが挙げられた。 

・ このように、「自身（自社）の団体情報、活動経緯」の発信にもまして、「地域のイベ

ント情報」の発信ニーズが高いことから、地域住民や来訪者に向けて、地域内のさま

ざまなまちづくり活動の情報を伝えていくことが、地域における自らの重要な役割で

あるとの意識が高いと考えられる。 
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また、今後活用してみたい方法としては、「SNS」が最も多く、ついで「Twitter」、「ホームページ」のような

ICTツールや、「地域外の団体との会議や勉強会」、「地域外の団体との交流（会議以外）」のような地域

外の団体との対面での情報交換が、比較的多くなっていた。自由回答で挙がった意見を整理すると、

SNSやTwitterのようなソーシャルメディアを活用してみたい理由として、タイムリーに伝えたいことを伝えや

すくすることが挙げられ、地域外の団体との情報交換を活用してみたい理由として、本音で情報交換でき

ることが挙げられた。 

図表 4-2. まちづくり活動で情報を伝えるための方法 

Q4　情報を伝えるための方法　（対象団体数=30、複数回答）

23.3%

23.3%

13.3%

3.3%

3.3%

10.0%

43.3%

13.3%

0.0%

0.0%

3.3%

13.3%

13.3%

6.7%

10.0%

3.3%

0.0%

3.3%

3.3%

16.7%

16.7%

0.0%

13.3%

16.7%

0.0%

30.0%

20.0%

13.3%

10.0%

6.7%

0.0%

6.7%

6.7%

0.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

1. 地域内での会議や勉強会等

2. 地域内の関係者との交流（会議等以
外）

3. 地域外の団体との会議や勉強会等

4. 地域外の団体との交流（会議等以外）

5. 電話・FAX

6. メールマガジン・メーリングリスト

7. ホームページ

8. ブログ

9. SNS（mixiやFacebook等）

10. Twitter

11. 動画配信（Ustreamやライブカメラ等）

12. フリーペーパー

13. 地域の広報誌

14. チラシ

15. 新聞・雑誌

16. テレビ・ラジオ

17. その他

①いま役に立っている ②今後活用したい
 

 

  

・ このように、ICTツールの中でも特にコミュニケーション機能を活用したソーシャル

メディアは、今後への期待が高い一方でいま役に立っている方法として挙げた回答者

はおらず、興味はあるものの現時点では活用できていないことが考えられる。 

・ なお、フリーペーパーや地域の広報誌等の紙媒体の情報源、および新聞・雑誌やテレ

ビ・ラジオ等のマスメディアは、いま役に立っている方法・今後活用してみたい方法

とも、一定のニーズはあるものの、他の方法と比較してニーズは高くなかった。 
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4.1.2. 情報分類別の現状・ニーズ 

4.1.1において、まちづくり活動での発信ニーズの比較的高かった以下の2分類の情報について、主に

ヒアリング調査の結果をもとに、情報発信における考え方や伝えたい内容、情報発信手段の2つの視点か

ら、現状やニーズを整理する。 

 

 

（1） 「自身についての情報」について 

① 情報発信における考え方や伝えたい内容 

ヒアリング調査での主な意見から、考え方や内容について、以下の現状・ニーズが把握できた。 

・ 基本的に、自分たちがどのような団体でどのような取組みを行っているかを伝えている。 

・ ホームページやパンフレット等のような媒体を用いた情報発信では、主に、団体の基本情報や

事業概要等が発信されている。一方、視察に対しては、考え方や取組過程、ノウハウ等も含め

たより詳細・具体的な情報が提供されており、相手地域の状況・課題を聞きだすことで、相手の

ニーズにあった情報提供が行われている。 

・ ホームページ等での情報発信は、公開する情報の範囲の判断が難しいと感じる地域もある。 

・ 地域内のまちづくり関係者向けに、自身（自社）で受託した調査等の調査結果やデータの提供

を行っている地域もある。 

ヒアリング調査での主な意見 

・ 基本的には、情報発信は、自分たちがやっていることを伝えられたらよいと思っている。

（㈱飯田まちづくりカンパニー） 

・ まちづくり会社の事業内容（設立経緯・事業経過、会社概要、まちづくり会社・中心市街

地活性化協議会・市の取組み、統計情報資料等）を整理したパンフレット「中心市街地活

性化の歩み」を毎年作成している。（豊田まちづくり㈱） 

・ HPで事業等の概要を一通り掲載している。視察に訪れた方には、HPのような概要だけで

なく、資料も用いながら事業の詳細を伝えている。HPへの掲載情報については、事業等

の概要は一通り掲載することはしているが、事業内容や仕組み等の詳細を、どこまで文章

として公開していいのか判断が難しい。（長浜まちづくり㈱） 

・ （視察では）必ず先方の課題も話してもらい、議論することとしている。（NPO法人まち

づくり役場） 

・ まちづくり会社が市から受託している調査の結果については、公共性の高いものや中心市

街地にかかわるようなもの（通行量調査結果や市民ニーズ等）は、できるだけ発信できる

よう市と調整しており、一部をまちづくり会社のWebサイトでも公表している。なお、通

行量調査結果は、毎月、まちなか宣伝会議でメンバーに共有している。（豊田まちづくり

㈱） 

 

＜まちづくり活動での発信ニーズが高い情報＞ 

（1）自身についての情報 

（2）地域の活動や資源に関する情報 
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② 情報発信手段 

ヒアリング調査での主な意見から、情報発信手段について、以下の現状・ニーズが把握できた。 

・ 自身（自社）についての情報発信手段としては、冊子・パンフレット、ホームページ、ブログ等が

主となっており、その他には視察の場等が活用されている。また、一部の地域では、コミュニティ

ラジオやCATV、出版物等の活用もみられる。 

・ Facebookページを開設・運用している団体もあるが、元は学生インターンによる提案（若い世代

の意見）で開始しており、運用の継続が課題となっている。 

・ 自身（自社）による情報発信以外にも、マスメディアや国の調査研究、研究者のフィールド等とし

て取り上げられることなども、情報発信となっている。 

ヒアリング調査での主な意見 

・ パンフレット「中心市街地活性化の歩み」を毎年作成している。（豊田まちづくり㈱） 

・ まちづくり会社で行っている情報発信の手段は主にHP。視察に訪れた方には、事業の詳

細を伝えている。（長浜まちづくり㈱） 

・ HP、まちづくり書籍（長浜物語）の発行、地元密着型ラジオ番組（KBS滋賀ラジオで毎

週日曜日生放送）の製作支援などを通じて、情報発信している。まちづくり役場が、長浜

の中心市街地の一等地であるこの場所に存在すること自体が、情報発信の場であり機会で

もある。（NPO法人まちづくり役場） 

・ ブログは、事務局長が書いている「まちやくブログ」と、他のスタッフ1名が書いている

ブログの2種類がある。まちづくり役場前の長浜大手門通り商店街の様子をライブカメラ

で映し、HPで公開（5～10秒おきに更新）しているが、目立った効果は認識していない。

（NPO法人まちづくり役場） 

・ 今年、インターンシップで来た学生がまちづくり役場のfacebookを作成したので、理事

やスタッフもアカウントをとり、試行している。しかし、新鮮な情報がいかに集まるよう

にするかや、HPとどのように関連づけるかなど、運用面での課題は多い。（NPO法人ま

ちづくり役場） 

 

（2） 「地域の活動や資源に関する情報」について 

① 情報発信における考え方や伝えたい内容 

ヒアリング調査での主な意見から、考え方や内容について、以下の現状・ニーズが把握できた。 

・ 地域の活動や資源に関する情報の発信対象や内容には、大きく以下の3つがある。 

－地域住民や来訪者に向けた、中心市街地の店舗・見所やイベント等の情報発信 

－地域外のまちづくり関係者や潜在的来訪者に向けた、まちづくり活動についての情報発信 

－地域内のまちづくり関係者に向けた、これまでの活動経緯や問題意識等の情報発信（※） 

  ※情報共有の話題として既出。 

・ 特に重視されているのは、地域住民や来訪者向けの情報発信であり、中心市街地の店舗・見

所やイベント等の情報を地域の関係者で提供しあい、これを集約して発信するなど、地域全体

で協力した情報発信が行われている。一方、各団体がそれぞれの観点から情報発信することで、

地域全体としての情報の厚み・面白さを増しているタイプの地域もある。 
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・ 特定の層がターゲットになっているイベントでは、対象となるグループ（Webコミュニティ等）に情

報を伝えると反応がある。 

ヒアリング調査での主な意見 

・ 各種イベントをまちの賑わいにつなげるためには、「まちのどこかで何かやっている」こ

とどうしを有機的に連携させることが重要。そのためには、イベント情報等を関係者で共

有し、協力して情報発信していく必要がある。まちなか全体でコラボレーションする仕掛

けをまちなか宣伝会議でもっと作っていきたい。（豊田まちづくり㈱） 

・ 飯田市では、「Maika」や「まちなか情報」を初めさまざまな情報発信サイトがあるが、

各団体が各自の経費で運営している。それぞれが、それぞれの観点で情報を発信している

ため、統合の必要性も感じていない。（㈱飯田まちづくりカンパニー） 

・ 「まいかみ」は、手書き・手作り感や身近さを価値として重視しており、他のフリーペーパ

ーと比較しても異質。それによって手にとって見てもらいやすくすることがねらいである

し、そもそものコンセプトも全く異なる。もしも地域でひとつの総合フリーペーパーだった

ら、コンセプトが打ち出せず価値が下がるし、読者にとっても楽しみが減ってしまうと思う。

フリーペーパーは、コンテンツのよさ・豊富さが何よりも重要であり、各誌が独自のコンセ

プトを持ち、手にとってもらう努力を続けることが必要。（㈱飯田まちづくりカンパニー）

・ フィギュアマーケットは市外の人向けという位置づけで始めており、Webサイトに掲載す

るほか、フィギュアのグループ向けに広報を行ったところ、一定の反応があり、作品の応

募もあった。（飯田市） 

・ これまでやってきた長浜のまちづくりを検証すべく、主に商店街や市役所の若手をターゲ

ットに受講を呼びかけ、「長浜まちづくり大学」を開催した。彼らは、長浜が賑わってい

る時代しか知らず、それが当たり前で、どのようにしてこの状態になったかを知らなかっ

た。（NPO法人まちづくり役場） 

 

② 情報発信手段 

ヒアリング調査での主な意見から、情報発信手段について、以下の現状・ニーズが把握できた。 

・ 中心市街地の定常的な情報は、専用のホームページ（PC用サイト／携帯専用サイト）、マップ、

ガイドブック、フリーペーパーの作成や、情報発信拠点の設置等によって発信されている。 

・ イベント情報は、イベント情報発信用のホームページ（定常利用のサイト／特設サイト）、チラシ、

ポスター、市の広報等により発信されている。 

・ 地域住民や来訪者に向けた情報発信では、現状はWeb媒体よりも紙媒体が主となっている。逆

に、地域外に向けた情報発信手段としては、ホームページが主と認識されており、またそれ以

上の手段を使って情報発信することの必要性もあまり感じられていない。 

・ Webサイトの活用では、更新頻度が重要なポイントとして認識されてはいるが、実際には徐々に

頻度が低下していくケースも多くなっている。 

・ 「(1) 自身（自社）の情報」と同様に、マスメディアや国の調査研究、研究者のフィールド等として

取り上げられることなども、情報発信となっている。 

・ 地域のまちづくり活動に関する情報発信への行政のサポートとしては、資金面で支援する（補

助事業化）、自ら発信主体となる、情報発信に関するワークショップを開いて人材育成を行う、

情報発信の場を設ける（記者クラブ）などの例がある。 
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ヒアリング調査での主な意見 

・ 中心市街地の店舗情報等を発信する「Maika」は、若い世代の女性へのヒアリングから生

まれたサイト。イベントの際には、特定の時期だけではあるが、広報やスタッフ募集等の

ためにWebサイトの開設が必要となる時がある。その場合は、年間で維持することは難し

いため、Maikaのサイト内に特設ページを作って対応している例もある。「Maika」の紙

面版として、3年ほど前から、フリーペーパーの「まいかみ」も発行している。発行頻度

は、ボランティア活動であるため、年3～4回、できるときに発行している。（㈱飯田まち

づくりカンパニー） 

・ 中心市街地まちづくり活動センター「パブリカ」で、まちなかのトピックスや店舗情報等

を収集し、ブログ（週2～3回更新）や「かわら版」（紙面、A4表裏1枚）で発信してい

る。中心市街地内の情報発信については、まちなか宣伝会議で以下の取組みを行っている。

（豊田まちづくり㈱） 

 －「まちなかWeb」（商品やイベント等の情報発信）・「まちなか宣伝ナビ」（携帯版） 

 －イベント「とよたまちパワーフェスタ」の際のチラシ（年2回） 

 －まちなか情報誌「とよたまちなかガイドブック」（まちパワーフェスタに併せて発行）

 －まちなか掲示板「まちなかボード」（まちなか宣伝会議メンバーの情報を掲示） 

・ 主に観光客向けに「長浜まち歩きマップ」を作成し、駅や中心市街地の様々な場所で無償

配布している。（NPO法人まちづくり役場） 

・ 対外的な情報発信手段は、主にHP。テレビ広告等は高額すぎるため使っておらず、資金

はイベント等そのものの充実に費やしており、それによってこそ集客力も高まると考えて

いる。効果的と思われる情報発信は、できることはほぼやりきっている。（㈱飯田まちづ

くりカンパニー） 

・ 地域外に向けては、中心市街地活性化協議会のHPや「まちなかWeb」によって情報を発

信している。他地域のことを知りたいときは、自分たちもまずはWebで検索する。（豊田

まちづくり㈱） 

・ 長浜市は取組み初期の頃から全国的に注目度が高く、情報発信については、マスコミ、国、

コンサルタント等、いろいろなところが無料で紹介してくれている。（長浜まちづくり㈱）

・ 大学等の研究者や学生が長浜をフィールドに研究してもらうことが、結果的に長浜のまち

づくりの情報発信の大きな柱になっている。（NPO法人まちづくり役場） 

・ まちづくりにおける情報発信では、基本的にWebよりも紙媒体のほうが、活用機会が多い。

（NPO法人まちづくり役場） 

・ 各団体でHP等を開設しても、情報の更新がなかなかできず、続かないことも多い。（豊田

まちづくり㈱） 

・ 中心市街地活性化協会の「まちなか情報」は、市の担当職員2名で更新している。開始当

初は、毎日更新しており、それに対してアクセス数も増えるため、また更新する、という

よい循環があった。 近はそこまでの頻度では更新していないが、1日300～500アクセ

ス程度まで達している。（飯田市） 

・ 広報は、中心市街地活性化協会の予算（200万円程度）を用いて協会が行っており、市の

広報、折込チラシ、ポスター、まちなか情報等のWebサイトで行っている。（飯田市） 

・ Maikaでは、まちなか情報のサイトから一部コンテンツを連携している（日々の情報）。

次は、まちなかのマップを作成したいと思っている。行政が作るものでは、特定の店を推

すことが難しく、本来、来街者が必要としている情報提供ができないため、まいかみ編集

部が中心となり、行政が事務局としてワークショップを行っている。（飯田市） 

・ 市の情報発信手段としては、広報誌（月2回）、HP（随時更新）、CATVの行政チャンネル（1

時間番組）がある。市の広報の人物紹介のコーナーでまちづくり活動を行っている方を紹介

することもある。長浜市はマスコミ等にとりあげられることも多いため、市が行っている情

報発信のサポートとしては、市の記者クラブでの発表の場を設ける程度である。（長浜市） 

・ 行政としての支援は、事業への補助金等が主となっている。（豊田市） 
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（3） 情報分類別の現状・ニーズのまとめ 

(1)～(3)に挙げたヒアリング結果について、情報分類ごとに、発信における現状・ニーズを整理すると、

以下のとおりである。 

 

■ 自身についての情報 

「自身についての情報」は、団体情報や活動内容について、発信手段にあわせた範囲・レベルで発信

されている。また、地域内における調査結果・データ共有のための情報発信を行っている地域もある。 

これらの情報は、自身（自社）による電子媒体・インターネットや紙媒体を活用した発信や、マスメディア

や国、研究者等の第三者を活用した発信が行われている。 

 

■ 地域の活動や資源に関する情報 

「地域の活動や資源に関する情報」は、特に重視されている地域住民や来訪者向けの情報発信を中

心に、地域外に向けた情報発信や地域内での共有も行われている。内容としては、中心市街地の店舗・

見所やイベント等の情報が中心であり、地域で協力して発信されている場合もある。また、対象者やコン

セプトがより具体的・明確に意識され、特定ターゲットへの情報発信が行われている地域もある。 

これらの情報について、地域住民や来訪者向けには、その場で手に取りやすい紙媒体を中心とした手

段で情報が発信されており、地域外に向けには、距離の問題を解決できるWeb媒体で情報が発信されて

いる。また、マスメディアや国、研究者等の第三者を活用した情報発信が行われている。加えて、行政に

よる資金面・作業面・機会面での支援や人材育成支援等が行われている地域もある。 
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4.2.  情報発信における問題点 
4.1で整理した現状・ニーズをもとに、下図のように、3つの観点から、まちづくり活動での情報発信にお

ける問題点と主な原因を整理した。 

 

図表 4-3. 情報発信における問題点と主な原因 

(3)情報発信するための組織の
リソースが足りない

① 資金・人材が不足している

② スキルをもった人材やスキルアップの機会が不足している

問題点 主な原因

(1)情報発信に対する反応が
期待通り得られない

① 情報発信の目的・対象設定が不十分

② 情報発信手段の選択肢が限定的

① 地域としての協力体制が不十分
(2)地域全体としての情報・魅力を

発信できていない
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（1） 情報発信に対する反応が期待通り得られない 

① 情報発信の目的・対象設定が不十分 

『自身（自社）についての情報』も『地域の活動や資源に関する情報』も、誰にどのような目的で発信す

るかによって、伝えるべき内容やとるべき方法は異なる。相手に合わせて情報をうまく伝えることができて

いないと、その情報発信が一方通行に終わってしまう可能性も高い。アンケート調査で、「自社（自身）の

団体情報、活動経緯」を伝える際の問題として、「情報を伝えたあとの反応が感じられない」ことが最も多く

挙げられたことの一因も、この点にあると考えられる。情報発信に対する反応が感じられないと、モチベー

ションに悪影響となり、情報発信をさらに妨げる要因となることも考えられる。 

しかし、まちづくり活動における情報発信では、対象者は「地域住民や来訪者一般」等と大まかに捉え

られ、対象のセグメント化・ターゲット化が十分でない場合も多い。その結果、情報発信においてアピール

する価値やコンセプトもあいまいになり、効果的に伝わらないものとなってしまうことが考えられる。アンケ

ート調査結果でも、各種情報発信の際の問題点としては、組織のリソース不足、情報の整理・更新不足、

情報の量・内容の不足が多く挙げられ、情報の「伝え方」の問題を挙げた回答者は一定程度いるものの

比較的少なかった。 

このことから、多くの団体にとっては、ひとまず情報を発信することで精一杯であり、対象者に応じて情

報発信することを考える段階には至っていないことが考えられる。 

 

② 情報発信手段の選択肢が限定的 

情報発信の対象や内容によって、選択すべき情報発信手段も異なってくる。ヒアリング対象地域では、

地域外への情報発信手段としてはホームページやブログ等のICTツールが選択され、地域住民や来訪

者等への情報発信手段としては、フリーペーパーやチラシ、ポスター等の紙媒体が選択されるなど、対

象・内容に合わせた効果的な方法がとられていた。 

しかし、まちづくり活動そのものを行うなかで、情報発信に費やすことのできる資源は限られており、上

記のように工夫を施す余裕のある地域ばかりではない。ヒアリング対象地域でも、やれることはやっている

という意見や、人材や人件費の確保が難しいという意見が挙がったが、組織のリソース不足という問題を

背景に、新しい情報発信手段を試行することや、効果の期待できる方法を導入することが難しくなってい

る。 

 

（2） 地域全体としての情報・魅力を発信できていない 

① 地域としての協力体制が不十分 

まちづくり活動は、多様な主体が協力しながら進められており、関係する各団体がそれぞれ情報を保

持している。この情報は、各団体が独自に発信するほか、まちづくり活動団体等が中心となって各団体か

ら収集し、まとめて発信するなど、地域で協力した情報発信が行われている地域もある。 
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しかし、アンケート調査結果では、情報発信における問題として、自身（自社）も含めた地域の活動団

体情報やイベント情報等、関係者が持ち寄ってこそ活動に役立つ情報を、関係者間でうまく共有できて

いない傾向があった。また、ヒアリングでは、各団体の行う情報発信と地域でとりまとめた情報発信との位

置づけが整理されず、後者の情報発信の価値が曖昧になっているという問題意識を持つ地域もあった。 

このように、地域で情報発信の場を集約することの意義を共有できていなかったり、前提として必要な

各団体の情報の集約・共有ができていなかったりする地域では、まちづくり活動の情報発信の対象者とし

て最も重視されている、住民や来訪者のような「客」としての層に対して地域の魅力を十分に伝えられてい

ないことが考えられる。 

 

（3） 組織のリソースが足りない 

① 資金・人材が不足している 

アンケート調査結果では、情報発信における問題点として、全体的に、資金や作業人員・時間、情報

発信に必要なスキル・人材等、組織のリソース不足によって情報の整理や更新が滞り、伝えたい情報を十

分に発信できていない傾向があった。ヒアリングでも、地域SNSの導入を検討している地域では、その効

果には期待を寄せつつも、管理運営のための人材がいないことや、そのような人材がいたとしてもその人

件費の確保が難しいことが問題として挙げられた。また、ソーシャルメディアのように社会的に注目度が高

く、使ってみたい情報発信ツールがあっても、まちづくり活動における具体的な活用方法がわからないた

め、実際の活用まで至っていない団体や、実現しても運営の継続に課題を感じている団体もあった。 

このように、現状では、新たに効果の高い情報発信を試みようとしても、そのための人材や人件費（資

金）の確保の見込みのないことがネックとなっていることも多いと考えられる。 

 

② スキルをもった人材やスキルアップの機会が不足している 

アンケート調査結果では、資金・人材不足に加え、そもそも情報を得るためのスキルも不足している傾

向があり、情報発信における組織リソースの不足は、単純な資金面・作業面での支援や低コスト化では対

応しきることができない。ヒアリングでは、まちづくり活動団体のスタッフに、デザイン用のソフトウェアを使

える人材がいるような例や、内部スタッフにそのような人材がいなくても、デザイン等のスキルを持つ地域

住民がボランティアとして協力している例があった。このように、まちづくり活動の関係者内だけではまかな

うことが難しくても、地域の中には、情報発信に必要なスキルを持った団体や人材が存在している場合も

ある。しかし、アンケート調査結果でスキル不足の問題が多く挙げられたことから、そのような団体や人材

の発掘・連携が十分行われていない地域も多いと考えられる。 

また、まちづくり活動は各地域で行われているため、他地域のまちづくり活動でどのような情報発信が

行われているのか目にする機会は少なく、優れた情報発信を行っている地域があっても、全国各地のま

ちづくり活動における情報発信スキルの底上げにはつながっていない。 
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5. まちづくり活動における効果的な情報収集・発信のための方策 

5. まちづくり活動における 

 効果的な情報収集・発信のための方策 
 

 

 

 

 

 

 

5.1. 情報収集・発信の全体像 
 

5.2. 国の取組方策 
 

5.3. まちづくり活動団体等の取組方策 
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5.1. 情報収集・発信の全体像 
まちづくり活動団体（まちづくり会社等）では、まちづくりに必要な様々な情報を下図のような流れで収

集・発信・共有している。本章では、こうした情報の流れの全体像を踏まえ、現状の問題点に対して、国が

取り組むべき方策（5.2節）と、まちづくり活動団体が取り組むことができる方策（5.3節）について検討した

結果を整理する。 

図表 5-1. 情報収集・発信の全体像 

国

地域

まちづくり
活動団体

ＮＰＯ

行政

商工
会議所

他地域

他地域Ａ

他地域Ｂ

◎保有している主な情報
「法制度・支援情報」
「ノウハウ・事例情報」の概要
「各種調査結果」 等

◎保持している主な情報
「自身についての情報」
「地域の活動や資源に関する情報」
「各種調査結果」 等

○保持している主な情報
「ノウハウ・事例情報」の
具体的・詳細な内容

国土交通省

ホーム
ページ

担当者

他組織

他組織

地域内外への
情報発信

地域内での
情報共有

他地域との
情報交換

国からの
情報提供

地域住民等

来訪者等

⇒ 国の取組方策 「5.2.1」 「5.2.2」

⇒ まちづくり活動団体の
取組方策 「5.3.1」

⇒ まちづくり活動団体の
取組方策 「5.3.2」

⇒ まちづくり活動団体の
取組方策 「5.3.3」 「5.3.4」
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5.2. 国の取組方策 
3.2と4.2で整理したまちづくり活動における情報収集・発信の問題点のうち、情報収集における問題点

の一部については、国からまちづくり活動団体等への情報提供のあり方を見直すことで解決が見込まれ

る。特に、ここでは、中心市街地活性化に関する情報提供の中でも、国土交通省の提供するホームペー

ジ「中心市街地活性化のまちづくり」の改善や、当該ホームページ等の持つ情報が広く認識され有効活

用されるためのプッシュ型情報提供に焦点を絞って、取組方策の具体的内容を整理する。解決されるべ

き問題点と国の取組方策との関係は、以下のとおりである。 

なお、各取組方策において紹介する事例の詳細内容については、資料4を参照のこと。 

図表 5-2. 問題点とそれに対する国の取組方策 

・ 情報が確実に届かない・タイムリー
に届かない

・ 情報を探し漏れてしまう

国から情報を入手する機会が
不安定

5.2.2. 

情報を幅広く確実に届けるための

プッシュ型情報提供の実施

問題点

・ 取組みのタイプや活動段階に合った
情報を絞り込めない

自分の地域に合った情報を
探しにくい

・ 国への問合せ・相談のきっかけが
ない

問合せ・相談がしにくい

取組方策

5.2.1. 

ホームページ（国土交通省「中心市
街地活性化のまちづくり」）の改善

 

 

国土交通省

提供情報の充実と
目的の情報への

辿り着きやすさ改善
（⇒5.2.1）

ホームページ
「中心市街地活性化のまちづくり」

トップ
ページ

まちづくり活動
関係者等

目的の
情報

情報

情報

提供情報の存在や
有効性のアピールと
情報の見落とし防止

（⇒5.2.2）
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5.2.1.  ホームページ（国土交通省「中心市街地活性化のまちづくり」）の改善 

（1） 国による取組みの現状と課題 

① ホームページの目的の明確化と内容の充実 

国によるまちづくり活動に関する情報提供については、関連する府省がそれぞれホームページを設置

しており、各府省の立場や役割に応じて以下のような特徴を持っている。 

図表 5-3. 主な関連府省のまちづくり活動関連ホームページ 

府省名 ホームページ 特徴 

国土交通省 「中心市街地活性化のまちづくり－コ

ンパクトなまちづくりを目指して－」

http://www.mlit.go.jp/crd/index/i

ndex.html 

・ 中心市街地活性化に関する法律等や基本

計画データベース、国土交通省の支援事業

やその一部についての活用事例等、法制度

の基本情報や支援情報（国土交通省関連）

を提供。【法制度・支援情報中心】 

内閣官房 

地域活性化

統合事務局 

「中心市街地活性化本部」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/

chukatu/index.html 

・ 中心市街地活性化基本計画の認定等を中

心となって行う立場から、基本計画の作成

や認定申請等に必要な情報（法律等や作成

マニュアル、計画に基づく取組事例等）を

提供。【法制度・支援情報中心】 

経済産業省 「街元気－まちづくり情報サイト－」

https://www.machigenki.jp/ 

・ 中心市街地活性化のための「人材育成」を

目的としたサイトであり、まちづくり活動

の学習教材や各地の取組事例情報、まちづ

くり現場での研修情報等を中心に提供。 

【事例・ノウハウ情報中心】 

 

また、これらのほかにも、各関係機関がそれぞれの提供する支援情報や事例情報、研修情報等を各ホ

ームページに掲載している。各組織が各々のコンテンツを充実させることも重要ではあるが、多くの組織

が関わる分野であるため、全体から見れば重複投資となる可能性もある。国や関係機関等は、全体として

最適な情報提供を行うべきであり、各組織が情報収集側のニーズを踏まえて自身の情報提供の目的を

明確化し、リンクの活用等で連携しあいながら、強みを活かし弱みを補い合うことが重要である。 

今回の調査では、まちづくり活動団体が国等のWebサイトを利用する際のニーズとしては、大きく分け

て以下の3点がポイントであった。 

・ 自分たちの地域が使える支援制度を探しやすい 

・ 自分たちの地域の状況や取組みと似た事例を探しやすい 

・ 活動初期の段階にある地域や初心者がノウハウを体系的に学習できる 

これらを踏まえながら、国土交通省として提供可能な情報や他組織から提供されている情報等も考慮

し、ホームページの目的を明確化したうえで、コンテンツの充実や他組織のコンテンツ利用等を検討する

ことが課題である。 
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② ユーザビリティの向上 

目的の情報に辿り着くことが難しかったり、見にくい・読みにくい画面となっていたりすると、内容が優れ

ていても、情報収集側にとっては活用しにくいホームページとなってしまう。 

国土交通省の提供するホームページ「中心市街地活性化のまちづくり」では、現状として、以下のよう

な問題点が見受けられる。 

図表 5-4. ホームページ「中心市街地活性化のまちづくり」の問題点 

問題点 概要 

サイト内にどのような情報があるのか、

トップページ等で概観できない 

・ 各メインメニュー（ヘッダー部分）にどのような情報

が含まれるか示されておらず、全体像を概観できない。

・ サイトマップへのリンクがページ下部にあり見つけに

くい。また、サイトマップで表示される階層の深さが

統一されていない。 

メインメニューの数が多く、 

進むべきページがわかりにくい 

・ メインメニューが11と細かく分けられ、選びにくい。

※通常、選択肢の限界は7程度といわれる。 

サイト構成がユーザーの思考・用途の 

流れにあっていない 

・ メインメニューの分類・順序が、情報提供側の視点で

整理されている。 

・ 「支援策」のページを進むと、詳細はトップページに

戻って「資料集・事例集」のページに進むよう指示さ

れるなど、利用の流れに沿った構成となっていない。 

ページデザインが統一されていない ・ 後から追加されたコンテンツ「暮らし・にぎわい再生

事業事例集」が、別のホームページとして構成されて

いる。 

※トップページに戻ることもできない。 

ページ内の情報がわかりやすく整理され

ていない 

・ １ページあたりの情報量（文字数、ファイル数）が多

すぎる（トップページ「トピックス」、資料集・事例集

「中心市街地の再生に向けて～認定基本計画の取り組

み～」、中心市街地活性化基本計画データベース等）。 

・ 情報が見やすく表示されない（中心市街地活性化基本

計画データベース等）。 

・ 関連ページへのリンクがあるものの、文脈からはリン

ク先の情報内容が判断できない（各所に登場する「よ

くわかる中心市街地のまちづくり」へのリンク等）。 

PDFファイルが安易に多用されている ・ 印刷利用が見込まれるコンテンツはPDFファイルで提

供すべきではあるが、Webサイトは、HTMLファイル

が基本。 

・ ファイルサイズが明記されていない。 

利用者のニーズを把握する仕組みを 

備えていない 

・ アクセスカウンタ等が整備されていない。 

 

そのため、今後は、これらの問題点を解決し、情報収集側の利用目的に合った構成や、見やすく・わか

りやすい、統一的な思想に基づいたウェブデザインとすることが課題である。 
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（2） 取組に向けた方針 

① 内容・機能面での方針 

(1)を踏まえると、国土交通省では、国土交通省による支援情報の提供と、所管する関係機関も含めた

関連情報の整理・提供を主要な目的とすることが考えられる。また、まちづくり活動団体として主要な支援

対象であるまちづくり会社等をターゲットとした情報提供も、重要性は高いと考えられる。これらの方針に

基づくと、今後充実させるべき事項は、以下のとおりである。 

図表 5-5. 充実させるべき事項とその理由 

No. 充実させるべき事項 理由 

1 国土交通省の支援事業の活用方法・事例等情報 ・ 支援事業に関する情報のわかりやすさ

を向上できる 

2 支援事業・事例等の絞り込み・検索機能 ・ 自身に合う情報を見つけやすくなる 

3 過去の問合せや相談等を集約したQ&A ・ 疑問やそれに対する回答を公開するこ

とで、知識・ノウハウを共有化できる 

4 国土交通省・関係機関の持つ中心市街地活性化に

関連する情報についてのポータルサイト化（※）

・ ワンストップ化によって、利便性を向上

し、情報の見落としも防止できる 

5 まちづくり会社等を主要対象としたページ ・ ターゲットの明確化によって、相手のニ

ーズに合わせた情報を提供できる 
（※）将来的には、府省横断的に、まちづくり活動に関連する各組織のWebサイトへの案内（入り口）となるポ

ータルサイトを設置し、各組織での新着情報、研修情報、事例等のように、集約・整理して提供すること

に意義のある仕組みを持たせることも期待される。 

 

また、適切なリンク設定等により、他組織の情報資源を有効活用すべき事項は、以下のとおりである。 

・ 中心市街地活性化基本計画認定までに必要な情報（情報元：内閣府） 

・ 基本的なまちづくりのノウハウに関する情報や取組事例に関する情報（支援事業によらない一

般的な情報）（情報元：経済産業省） 

・ 他組織の支援事業や研修情報の詳細な内容（情報元：各まちづくり関連組織） 

 

② 構成面での方針 

(1)を踏まえると、情報収集のためにホームページに訪れた利用者が、目的の情報を見つけ出しやすく、

辿り着きやすくすることが重要である。そのため、構成面で改善すべき事項は、以下のとおりである。 

・ ウェブアクセシビリティやユニバーサルデザイン等を踏まえたホームページづくり 

・ 階層化の規則、各種画像の配置等のルール化によるメンテナンス性や拡張性の向上 

・ 利用者が迷子にならないサイト構成 

 －サイトの主要メニューとその内容を概観できるトップページ 

 －次に進むべきページの選択肢の適正化（適切なラベル付け・グループ分け） 

 －コンテンツの追加を見越した設計と定期的な見直し 

・ 主要コンテンツについて、PDFファイルのHTML化 

・ アクセス解析による利用者のニーズ把握と継続的な改善 
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（3） 具体的な取組方策 

(2)に基づき、ホームページ「中心市街地活性化のまちづくり」の改善に向けた具体案を示すため、以

下に、現状のトップページの構成（図表 5-6）を示したうえで、改善案における構成イメージ（図表 5-7）

やその内容と改善のポイント（図表 5-8）、具体的な構成や機能等の内容（図表 5-9、図表 5-10）を提

示する。 

図表 5-6. 現状のトップページ 

④

：

⑤

②① ③
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図表 5-7. トップページ構成案 イメージ図と取組に向けた方針との対応 

お知らせ

②① ③新着情報

＜過去分はこちら＞

2012.mm.dd.
＊＊＊を掲載しました。

2012.mm.dd.
＊＊＊の変更がありました。

国土交通省からのお知らせ

＜過去の開催報告はこちら＞

2012.mm.dd.
＊＊＊を開催します。
（○○県△△市 2012.mm.dd）

2012.mm.dd.
＊＊＊を開催します。
（○○県△△市 2012.mm.dd）

会議・研修会等のお知らせ

：

：

主なメニュー 各種ご案内

・ サイトマップ

・ サイト内検索

メールマガジン登録

全国のまちづくりニュースや
新着情報をお届けします。

＜バックナンバーもこちらから＞

まちづくりに関する相談窓口

まちづくり活動に携わる方々の
ご質問・ご相談をお受けします。

リンク集

政府や関係機関・団体、
各地域へのリンク集です。

ホーム 中心市街地活性化とは基本計画認定支援事業 まちづくり会社等資料集・事例集

・ 事前相談・認定の流れ
・ 中心市街地活性化ハンドブック【ＰＤＦ】
・ 基本計画データベース

・ まちづくりQ&A
・ 事例検索
・ 調査研究資料

へ

へ・ 国土交通省の支援事業メニュー
・ 他機関の支援事業
・ 民間の支援事業（参考）
・ 目的別支援事業紹介

・ 主な支援事業
・ まちづくり会社設立・活動のノウハウ
・ 会議・研修会等のご紹介
・ まちづくり会社等の取組み

④

⑤

基本計画認定を
目指す方へ

まちづくりに役立つ
資料・事例を
探したい方へ

中心市街地活性化の
まちづくりとは

お知らせ
（過去のお知らせはこちら）

支援事業を
活用したい方へ

まちづくり会社等の方・
設立を目指す方へ

＜このホームページの特徴を説明する文章＞
「中心市街地活性化のまちづくりに取り組む皆様へ

国土交通省の支援事業を中心に、役立つ情報をご提供しています。」等

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
：

：

・ よくわかる中心市街地活性化のまちづくり
・ 法律等

・ 国土交通省からのお知らせ
・ 会議・研修会等のお知らせ・開催結果（資料等）

【内容・機能面での方針 1】

国土交通省の支援事業の
活用方法・事例等情報の充実

【内容・機能面での方針 2】

支援事業・事例等の
絞り込み・検索機能の充実

【内容・機能面での方針 3】

過去の問合せや相談等を
集約したQ&A

【内容・機能面での方針 4】

国土交通省・関係機関の持つ中心市街地活性化
に関連する情報についてのポータルサイト化

【内容・機能面での方針 5】

まちづくり会社等を
主要対象としたページ

【構成面での方針】

利用者が迷子にならないサイト構成

 
 

※ 配置・配色・使用フォント等はイメージであり、実際の構築時に詳細の決定・調整が必要。 

※ 丸数字（①～⑤）は図表 5-6に対応。 
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図表 5-8. トップページ構成案 概要と改善のポイント（丸数字は図表 5-6、図表 5-7に対応） 

該当部分 表示項目の概要 改善のポイント 

① 

左サイド

バー 

・新着情報 

－国土交通省からのお知らせ 

 （法制度・支援事業等の新設・ 

 変更・受付開始等のお知らせ、 

 調査研究資料の公表発表等） 

－会議・研修会等のお知らせ 

 （会議・研修会等の開催情報） 

◎新着情報を種類別に確認できるよう、カテゴリ

を分けて表示。 

○会議・研修会等は、国土交通省の関係機関・団

体等の実施分も掲載（可能なもの）。 

② 

センター 

・メインメニュー 

－(a)支援事業を活用したい方へ 

－(b)まちづくりに役立つ資料・ 

  事例を探したい方へ 

－(c)まちづくり会社等の方・設立

  を目指す方へ 

－(d)基本計画認定を目指す方へ 

－(e)中心市街地活性化の 

  まちづくりとは 

－(f)お知らせ（過去分はこちら）

◎ユーザーの用途別にメニューを整理し、わかり

やすい名称で表示。 

◎ユーザーのニーズが高いと想定されるメニュー

から順番に表示。 

◎各メニューの内容が概観でき、かつ直接目的の

ページに辿り着きたいユーザーにも対応できる

よう、サブメニューを表示。 

 

⇒各メインメニュー（(a)～(f)）とサブメニューの

内容は、図表 5-9を参照。 

③ 

右サイド

バー 

・サイト内情報についての案内 

－サイトマップ 

－サイト内検索 

－リンク集 

・国土交通省からの情報提供に関す

る案内 

－メールマガジン登録 

－まちづくりに関する相談窓口 

◎利便性向上のための機能や、国土交通省からの

情報提供として恒常的に重要性の高いものの案

内を掲載。 

○サイト内の全ページに右サイドバーとして固定

表示。 

 

⇒各機能・案内の内容は、図表 5-10を参照。 

④ 

ヘッダー 

・タイトル、ロゴ等（現状通り） 

・文字サイズ変更機能（現状通り） 

・メインメニュー 

※②センターのメインメニューに 

 対応（名称簡略化） 

・ホームページの特徴を示す文章 

◎メインメニューをユーザーの用途に合わせて分

類し、迷わないようメニュー数も精査。 

○サイト内の全ページにヘッダーとして固定表示

（軽量化のためイメージ画像部分を除く）。 

○トップページ画面表示時により多くの情報が表

示されるよう、イメージ図の縦幅を縮小。 

⑤ 

フッター 

・現状どおり ・特になし（現状どおり）。 
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図表 5-9. メインメニューの構成と内容・機能面の改善案 

構成の改善案 内容・機能面の改善案 

(a) 支援事業を活用したい方へ（「支援事業」） 

 ∟国土交通省の支援事業メニュー ・ 支援事業ごとに、HTMLページを提供 

（「ハンドブック」の内容を活用） 

・ 支援事業ごとに、概要、対象・条件、支援事業の活用事

例（別ページ）等を掲載（他部署分はリンクも活用） 

∟他機関の支援事業 ・ 概要と各組織の該当ページへのリンク掲載 

∟民間の支援事業（参考） ・ 概要と各組織の該当ページへのリンク掲載 

※ 民間の支援事業については、「民間助成金ガイド」

（http://www.jfc.or.jp/search/guide.html）等参照

∟目的別支援事業紹介 

⇒参考事例③を参照 

・ 目的や状況別に支援事業を整理して提供 

（例）「中心市街地活性化協議会を設立したい」、「まち

づくり会社を設立したい」、「まちなかに住みやすい住

宅をつくりたい」、「空き店舗や空き施設を利用した

い」、等 

(b) まちづくりに役立つ資料・事例を探したい方へ（「資料集・事例集」） 

 ∟まちづくりQ&A 

⇒参考事例④を参照 

・ よくある問合せや過去の相談（公開可能なもの）を掲載

 ∟事例検索 

⇒参考事例③を参照 

・ 事業横断的な事例検索のためのページ 

・ 地域別、人口規模別、タイプ別、活用支援事業別等によ

る絞込みや検索 

 ∟調査研究資料【PDF】 ・ 各種資料のPDF版の提供ページ（現状どおり） 

・ ファイルサイズの明記 

(c) まちづくり会社等の方・設立を目指す方へ（「まちづくり会社等」） 

 ∟主な支援事業 ・ まちづくり会社等を対象とする支援事業の紹介 

∟まちづくり会社設立・活動の 

ノウハウ 

・ まちづくり会社の設立・活動の手引き【PDF】 

・ まちづくり会社等による収益事業の実践ヒント集

【PDF】 

※ 可能ならば、概要をHTML版で提供 

∟会議・研修会等のご紹介 ・ 国等の行う定例的な会議・研修会等の紹介 

（国土交通省実施の研究会、全国中心市街地活性化まち

づくり連絡会議等） 

∟まちづくり会社等の取組み 

⇒参考事例③を参照 

・ 各まちづくり会社等の紹介 

（取組概要、代表の声、各まちづくり会社等のホームペ

ージへのリンク等） 

(d) 基本計画認定を目指す方へ（「基本計画認定」） 

 ∟事前相談・認定の流れ ・ 認定の流れを示すページへの誘導・リンク 

（「6.改正中心市街地活性化法のポイント」へ） 

・ 中心市街地活性化本部へのリンク（現状どおり） 

・ 各地方整備局等の相談対応に関するページへのリンク、

直通電話番号表示等 

・ 「まちづくりQ&A」（上記）へのリンク 

 ∟中心市街地活性化ハンドブック 

【PDF】 

・ 現状どおり 

 ∟基本計画データベース 

⇒参考事例③を参照 

・ 見やすく情報を整理 

（事例の縦位置をそろえる、PDFファイルのアイコン

を個別に表示しない（ページの 初にまとめて説明を掲

載）など） 

・ 地域特性や取組内容別での分類の追加 

・ 絞込みにより事例を特定できる仕組みでの提供 
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構成の改善案 内容・機能面の改善案 

(e) 中心市街地活性化のまちづくりとは（「中心市街地活性化とは」） 

 ∟よくわかる中心市街地活性化の 

まちづくり 

・ 現状どおり（PDFファイルでの提供を含む） 

∟法律等 ・ 現「概要」、「法律等」にある情報を整理して掲載 

(f) お知らせ（過去分はこちら）（「お知らせ」） 

 ∟国土交通省からのお知らせ ・ 過去分も含めて時系列でストック 

∟会議・研修会等のお知らせ・ 

開催結果（資料等） 

⇒参考事例⑤を参照 

・ 国土交通省等の実施分は、配布資料や当日の様子（動画

等）を掲載（参加できなかった対象者のフォロー） 

※メインメニューの分類は、図表 5-7の記号（(a)～(f)）と同一（カッコ内は、④ヘッダー部分で用いる略称）。 

※メインメニュー下のサブメニュー構成までを提示。 

 

 図表 5-10. 右サイドバーの機能・案内の概要・改善案 

機能・案内 概要・改善案 

サイトマップ ・ サイトの案内ページとして見やすく・わかりやすく表示 

（表示する階層の深さの統一、レイアウトの調整等） 

サイト内検索 ・ サイト内検索が可能なツールバーを導入 

リンク集 ・ 利用者がリンク先を探す際の目的に合うように整理 

（認定地域のリンクを地方別で並べるなど） 

メールマガジン登録 ・ まちづくり推進課から送付するメールマガジンの登録案内 

（送付される内容や頻度等の概要も説明） 

・ バックナンバーも保存して掲載 

（保存期間設定、リンク切れの可能性について注意文掲載）

※5.2.2「情報を必要とする相手への幅広く確実な情報提供」

も参照 

まちづくりに関する相談窓口 ・ 国土交通省、地方整備局、関係機関の持つ相談窓口に関する

情報を一覧化 

（各窓口の案内、対応内容の説明、リンク掲載等） 
※「機能・案内」は、図表 5-8の「③ 右サイドバー」の表示項目と同一。 

 

【参考情報】 

・ トップページの中段（①～③）については、スタイルシートの定義変更によって、左サイドバーの

削除またはエリアの拡大（センターエリアの縮小）などにより、以下のような構成も考えられる。

新着情報

＜過去分はこちら＞

2012.mm.dd. ＊＊＊を掲載しました。

2012.mm.dd. ＊＊＊の変更がありました。

国土交通省からのお知らせ

：

各種ご案内

・ サイトマップ

・ サイト内検索

メールマガジン登録

全国のまちづくりニュースや
新着情報をお届けします。

＜バックナンバーもこちらから＞

まちづくりに関する相談窓口

まちづくり活動に携わる方々の
ご質問・ご相談をお受けします。

リンク集

政府や関係機関・団体、
各地域へのリンク集です。

＜過去の開催報告はこちら＞

2012.mm.dd. ＊＊＊を開催します。
（○○県△△市 2012.mm.dd）

2012.mm.dd. ＊＊＊を開催します。

（○○県△△市 2012.mm.dd）

会議・研修会等のお知らせ

：

主なメニュー

基本計画認定を目指す方へ

・ 事前相談・認定の流れ
・ 中心市街地活性化ハンドブック【ＰＤＦ】
・ 基本計画データベース

・ まちづくりQ&A
・ 事例検索
・ 調査研究資料

まちづくりに役立つ資料・事例を探したい方へへ

中心市街地活性化のまちづくりとは お知らせ （過去のお知らせはこちら）

支援事業を活用したい方へ

・ 国土交通省の支援事業メニュー
・ 他機関の支援事業
・ 民間の支援事業（参考）
・ 目的別支援事業紹介

まちづくり会社等の方・設立を目指す方へ

・ 主な支援事業
・ まちづくり会社設立・活動のノウハウ
・ 会議・研修会等のご紹介
・ まちづくり会社等の取組み
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（4） 参考事例 

「ホームページ（国土交通省「中心市街地活性化のまちづくり」）の改善」のために、サイト構成やコンテ

ンツを検討するうえで参考となる事例は、以下の①～⑤のとおり。 

① ユーザーの用途に合わせた構成 

具体的な事例 

● ユーザーをあらかじめ想定し、各タイプのユーザーのニーズや用途に合わせて専用のメニュー構成

を用意し、サイトの入り口で誘導する。 

【名称・運営主体】国土交通省住宅局住環境整備室・一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター

連合会「住み替え・二地域居住支援サイト」 

【URL】http://www.sumikae-nichiikikyoju.net/about.html 

【概要】 

・ フロントページで各ユーザーカテゴリ向けのメニューへ誘導。 

・ それぞれのニーズや用途にあわせて情報や検索方法を整理・提供。 

 

  
住み替え・二地域居住希望者向けフロントページ（左）と支援実施主体向けフロントページ（右） 

● ユーザーが各情報を必要としている場面を想定し、利用場面に合わせてサイト内の情報をカテゴリ

分けし、トップページでわかりやすく整理する。 

【名称・運営主体】経済産業省 商務流通グループ 中心市街地活性化室（事務局：株式会社三菱総合

研究所）「街元気 まちづくり情報サイト」 

【URL】https://www.machigenki.jp/ 

【概要】 

・ トップページで情報をカテゴリ分けし、見つけたい情報へのたどり着きやすさを向上。 

 

  
「街元気」トップページ 
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② 他組織・支部組織等の持つ情報との連携 

具体的な事例 

● 事例情報や人材情報に関する省庁横断的なデータベースを提供し、ユーザーが目的に沿って情報を

絞り込むことのできる検索機能を備える。 

【名称・運営主体】財団法人地域活性化センター「地域づくり百科」 

【URL】http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/ 

【概要】 

・ 関係組織の保有する情報・データベースを横断的に検索可能な仕組みの提供。 

・ 関心分野や地域、検索ワードによる絞込み等、利用者の目的にあった検索が可能。 
 

  
地域力創造の事例集データベース（左）および人材データベース（右）の検索画面 

● 国の運営するホームページで、地域ブロックごとの活動情報を総合的に掲載し、全国的なニュース

とともに各地域ブロックの 新ニュース等も掲載する。 

【名称・運営主体】株式会社ソシオエンジン・アソシエイツ（経済産業省の委託） 

「ソーシャルビジネスネット」 

【URL】http://socialbusiness.jp/ 

【概要】 

・ 中央省庁等が主催するイベント等のような全国的なニュースだけでなく、地域ブロックごとに

設置された各地域協議会の 新ニュース（セミナーや研究会の案内）も掲載（現在はWebサイ

トの更新は終了）。 

 

   
「地域CB／SB推進協議会」のページ（左）、各地域協議会の紹介・リンクページ（右） 

● 他組織から集約して発信している情報について、リンクを活用し、問合せ先（情報元）のホームペ

ージや担当者等に案内・誘導する。 

【名称・運営主体】国土交通省住宅局住環境整備室・一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター

連合会「住み替え・二地域居住支援サイト」 

【URL】http://www.sumikae-nichiikikyoju.net/about.html 

【概要】 

・ 掲載情報以上の詳細に関心のあるユーザーが直接コンタクト可能なURL・連絡先を掲載。 

・ 移住支援のための制度や事業概要及び所管組織・連絡先のみを組織横断的に提示し、詳細は各

制度・事業のページや問合せ窓口に誘導。 



 

 

 

61

③ 事例情報の整理や検索方法における工夫 

具体的な事例 

● ユーザーの検討段階に応じて、ゆるやかに分類されたカテゴリからの絞込みから、条件指定による

ダイレクトな検索まで、使い方に合った情報検索方法を提供する。 

【名称・運営主体】国土交通省住宅局住環境整備室・一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター

連合会「住み替え・二地域居住支援サイト」 

【URL】http://www.sumikae-nichiikikyoju.net/about.html 

【概要】 

・ 移住を漠然と検討し始めた段階のユーザーは、典型的なライフスタイルや移住実践者の属性か

ら、自分に合う情報を絞り込んでいくことができる一方で、明確な移住意識を持ち、移住先候

補もあるようなユーザーは、条件を指定することでダイレクトな検索が可能。 

 

  
マッチングサイトの画面例 

● 統一フォーマットに従って、各取組みのポイントを数項目程度に整理して簡潔に紹介する。 

【名称・運営主体】株式会社ソシオエンジン・アソシエイツ（経済産業省の委託） 

「ソーシャルビジネスネット」 

【URL】http://socialbusiness.jp/ 

【概要】 

・ 5項目程度（グッズ／サービス、ココが自慢！、クローズアップ、ソーシャルインパクト、提案

とそのポイント）に分かれた統一フォーマットに従い、各取組みのポイントを簡潔に紹介・PR。

 

 
ソーシャルビジネス・オンライン・メッセの紹介画面 
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④ 活動に具体的に役立つ情報（ノウハウ情報等）の提供における工夫 

具体的な事例 

● 活動の中で実際に活用できるチェックリストや書類フォーマット、情報発信媒体の様式サンプル等

をホームページで提供する。 

【名称・運営主体】NPO法人市民セクターよこはま「NPOを元気にする課題解決ノウハウバンク」 

【URL】http://www.shimin-sector.jp/knowhow/ 

【概要】 

・ 活動を行う際のチェックリストや書類フォーマット、チラシやイベント時に使用する様式等の

サンプル、活動団体が実際に作成・使用したサンプルを掲載。 

 

 
NPO立ち上げ期のチェックリスト（左）とフォーマットや規定類のサンプルファイル提供（右） 

● Q&A 形式で、ひとつの質問に対して複数の有識者の回答を掲載することで、多様な視点から

「How-to」情報を紹介する。 

【名称・運営主体】株式会社ソシオエンジン・アソシエイツ（経済産業省の委託） 

「ソーシャルビジネスネット」 

【URL】http://socialbusiness.jp/ 

【概要】 

・ Q&A形式で、ソーシャルビジネスを始める際に役立つ情報について、一つの質問に対し、複数

の有識者が回答。 

 

 
「ソーシャルビジネスのHow-to」の画面 
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⑤ 研修情報等の提供における工夫 

具体的な事例 

● 主催団体を限定せず、官民問わずに様々な団体のイベント情報を一元的に紹介する。 

【名称・運営主体】独立行政法人中小企業基盤整備機構「農商工連携パーク」 

【URL】http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/ 

【概要】 

・ 農商工連携関係の様々な団体が主催する全国各地のイベント情報を地域別に掲載。 

 

 
イベント・行事情報 

● 研修・セミナーの実施結果・内容を詳細に紹介し、参加者の声も掲載することで、参加できなかっ

た方へのフォローや今後の開催に向けた PR とする。 

【名称・運営主体】経済産業省 商務流通グループ 中心市街地活性化室（事務局：株式会社三菱総合

研究所）「街元気 まちづくり情報サイト」 

【URL】https://www.machigenki.jp/ 

【概要】 

・ 開催・募集情報だけでなく、事後に研修レポートも掲載。 

・ 研修・セミナーは日程・人数等に限りがあるが、これにより、参加できなかった方をフォロー。

・ 研修に参加したことのない方に対するPRとしても効果。 

 

 



 

 

 

64

5.2.2. 情報を幅広く確実に届けるためのプッシュ型情報提供の実施 

（1） 国による取組みの現状と課題 

① 提供している情報へのアクセスの確実化 

まちづくり活動団体等が国等の提供している情報を得ようとする際には、多くの場合、まずは概要情報

をホームページで確認し、より詳細で具体的な情報が必要なときに、国の担当者等に問合せている。 

国土交通省においても、ホームページ「中心市街地活性化のまちづくり」で支援制度等の概要を掲載

しており、制度の新設・変更、会議・研修会等がある場合には、ホームページの内容も更新し情報提供し

ている。しかし、ホームページに情報がストックされていくだけでは、定期的に確認していない限り、まちづ

くり活動団体等はその情報の存在に気づくことはできない。 

現在は、制度の新設・変更や会議・研修会等は、各市町村行政への情報提供ルートを主として周知し

ており、国土交通省から情報を受け取る窓口となっている部署に対しては、ホームページへのアクセスや

担当者への問合せのきっかけを一定程度つくることができていると考えられる。しかし、市町村行政内部

のまちづくり関連部署間（都市整備系、商工系、市民活動系等）での情報共有や、行政と民間のまちづく

り活動団体との情報共有は、地域によって程度が異なり、行政担当部署以外にはアクセスのきっかけが

十分提供されていないケースも考えられる。 

そのため、提供している情報がまちづくり活動団体等にも確実に届くよう、情報提供側である国土交通

省から、行政担当部署に限らず情報を必要としている相手に対し、プッシュ型（※）で周知し、アクセスの

きっかけを作り出すことが課題である。 

 

（※）能動的に情報にアクセスし引き出す必要のあるプル型（ホームページ閲覧等）とは対照的に、受信側が、

受動的に通知を受け取ることのできる仕組み。 

 

② 情報を必要とする人・団体が自由に情報を得られる仕組み 

現在、国土交通省から行われているプッシュ型での情報提供は、①に述べた制度の新設・変更や会

議・研修会等の周知連絡と、中心市街地活性化に関するニュースのメール配信（「中活関連ニュース」）が

挙げられる。しかし、その相手は、市町村行政の担当部署や、過去の調査によって連絡可能となっている

まちづくり活動団体等、国土交通省が把握している相手に限定されている。そのため、新たに設置される

などこれまで把握できていないまちづくり会社等や、まちづくりに携わるNPO法人、まちづくりコンサルタン

ト等、現在提供している相手以外に情報を必要としうる人・団体にとっては、情報の存在や変更に気づく

きっかけが少なく、結果として見過ごしてしまう可能性も高い状態と考えられる。 

そのため、①に述べたように国土交通省から行うプッシュ型で情報提供する際には、情報を必要とする

人・団体が自由に参加して情報を得られる仕組みとすることが課題である。 
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（2） 取組に向けた方針 

(1)を踏まえると、これまで国土交通省とかかわりの少なかった団体や新しい団体等も含めて、希望する

人・団体が国土交通省の行うプッシュ型の連絡体制に参加できる「自由参加・登録型」の仕組みとするこ

とで、官民連携のまちづくりに寄与することが考えられる。 

情報を必要とする人・団体が自由に参加・登録でき、かつ情報発信側の管理負担もできるだけ少ない

方法としては、ICTツールの活用が効果的であり、活用可能な各ツールの特徴は以下のとおりである。 

図表 5-11. プッシュ型情報提供のためのツールの特徴（メリット・デメリット） 

 メリット デメリット 

メールマガジン 

 ・ 受信側で新たなツールの導入・設定等が不要

（メールアドレス保有時）。 

・ 一度に発信可能な情報量が多く、編集の自由

度も高い。 

・ ホームページの更新作業とは別に、編集作業

が必要。 

・ メールアドレス変更への対応等、情報管理作

業が必要。 

RSS（※） 

 ・ ホームページの新着情報の自動配信が可能

（登録者のみ）。 

・ ホームページに移動することなく概要確認

が可能（タイトル・本文）。 

・ 受信者の情報管理が不要。 

・ 新着情報と過去の記事一覧のみ発信可能。 

・ 発信側でRSSの導入・設定が必要。 

・ 受信側でRSSリーダーの導入と受信設定が

必要。 

・ 現時点での利用者層は限定される。 

Twitter 

 ・ ホームページの新着情報の自動投稿により、

登録者への配信が可能。 

・ 新着情報以外にも自由に発信可能。 

・ 情報拡散力が高い（リツイート機能による）。

・ 受信者の情報管理が不要。 

・ 一度に発信可能な情報量が少なく（140字以

内）、タイトルとURL程度の発信にとどまる。

・ 発信側・受信側ともに、Twitterのアカウン

ト登録が必要。 

・ 現時点での利用者層は限定される。 

Facebook 

 ・ ホームページの新着情報の自動投稿により、

登録者のページへの情報表示が可能。 

・ 新着情報以外にも自由に発信可能。 

・ 情報拡散力が高い（シェア機能による）。 

・ 受信側の反応の把握が可能（「いいね！」機

能による）。 

・ 受信者の情報管理が不要。 

・ 発信側・受信側ともに、Facebookのアカウ

ント登録が必要。 

・ 現時点での利用者層は限定される。 

・ 導入済みの省庁では、双方向性（コメントに

よる意見交換等）が十分活かされていない傾

向が指摘されている。 

（※）ウェブサイトの更新情報を簡単にまとめ、配信するための文書フォーマットの総称。受信者は、RSSリー

ダーを利用し目的のウェブサイトを登録しておくことで、更新情報の一覧を自動的に取得できる。なお、

リーダーは、マイクロソフトのインターネットエクスプローラー（ver.7以降）等にも装備されている。 

 

メーリングリスト・メールマガジンによる情報発信は、受信側が新たにツールを導入したり覚えたりする必

要がなく、また国土交通省から配信している既存のメールマガジンもあるため、現時点では、これを主とし

て取組方策を検討することが妥当と考えられる。ただし、プッシュ型の情報発信において重要なのは、情

報を受け取る側が日常的に最もよく使うサービスや、利便性の高いサービスにおいて情報を受信可能と

することである。近年のソーシャルメディア等の普及状況や今後の拡大傾向、及びその利便性を考えると、

国が率先してそのようなツール活用のための仕組みを導入し、情報提供の手段として備えておくことの重

要性も高い。これらを踏まえると、今後の具体的方策としては、(3)のような案が考えられる。 
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（3） 具体的な取組方策 

① 現行のメールマガジンの改善 

現行の「中活関連ニュース」の内容に加え、ホームページ更新情報も掲載するメールマガジンを発行

する。また、ホームページ上で登録者を募集し、希望者が登録可能な仕組みとする。主な改善のポイント

は、以下のとおりである。 

・ 情報収集側が、ホームページを定期確認する手間や、更新情報を見落とす可能性が低減。 

・ 現行の登録者に加え、希望者が自由に登録し、情報を確実に得ることが可能。 

・ 現行の仕組みを活用するため、取組実施後も情報発信側で必要な作業量はほぼ変わらない。 

・ メールマガジンについては、可能であれば、以下のような工夫も考えられる。 

－共通配信メールのほか、受信側に配信希望情報を選択させ、希望情報として登録している

相手にのみ配信するテーマ別メール（現行のように各曜日でテーマを設定）を配信する。 

－ホームページに掲載しておくだけでは閲覧者が限定されがちな事例情報（過去の調査研

究等で把握しているもの）を、各回1事例ずつ簡単に紹介するコーナーを設ける。 

－よくある問合せや相談とその回答についてまちづくり関係者間で共有するため、各回一問

一答形式で簡単に紹介するコーナーを設ける（5.2.1で提案の「まちづくりQ&A」を活用）。 

 

仕組みの概要（情報発信側・受信側の作業等と情報の流れ）は、以下の図のとおりである。 

図表 5-12. 「現行のメールマガジンの改善」の仕組みのイメージとポイント 

ホームページ
「中心市街地活性化のまちづくり」

＜トップページ＞

担当者 まちづくり活動
関係者

メールマガジン登録フォーム

メールマガジン

③メール
編集

④配信（手動）

①登録

⑤メール
確認

②受信者情報
取得・管理

現行の仕組みを
活用

ホームページ上で登録者を
募集し、希望者が登録可能

な仕組みに改善

現行の内容に加え、
ホームページ更新

情報も掲載

登録時に配信希望カテゴリ
を選択させ、希望情報のみ

配信（可能な場合）
メールマガジン登録

全国のまちづくりニュースや
新着情報をお届けします。

＜バックナンバーもこちらから＞

 
※丸数字（①～⑤）は、作業等や情報の流れの順序を示す。 

※実線は発信側・受信側における作業等、点線は情報の流れを示す。 
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② ソーシャルメディアやRSS等の活用 

「① 現行のメールマガジンの改善」に加え、RSSや、TwitterやFacebook等のソーシャルメディアによる

情報提供についても、近年の社会状況を踏まえると、今後より重要性を増していく可能性がある。これら

のツールを活用した情報提供方法として考えられる仕組みとしては、以下が考えられる。 

・ RSSの仕組みを活用し、RSSリーダーでの購読登録者に対し、ホームページ更新情報を自動配

信する。 【図表 5-13 参照】 

・ ソーシャルメディア（Twitter、Facebook）を活用し、登録者に対し、ホームページ更新情報を自

動投稿する（ただし、RSSの仕組みも必要）。 【図表 5-14 参照】 

・ ホームページ上の掲載記事に、「ツイート」ボタンや「シェア」ボタン、「いいね！」ボタン等のよう

なソーシャルメディアとの連動機能を導入し、拡散効果によって情報の受け手を拡大する。  

【図表 5-15 参照】 

 

なお、現状では、情報セキュリティ上の規定等により、国土交通省においては活用が難しい方法も含ま

れるため、仕組みや作業の外部化（関係機関・団体による実施等）も含めて、今後の活用に向けて検討を

進めることが重要である。また、プッシュ型の情報発信は、国土交通省の提供するホームページへのアク

セスや担当者への問合せのきっかけをつくるための道具であり、アクセス先であるホームページの更新を

適時行っておくことや、問合せ対応可能な体制を整備しておくことは前提として必要である。 

 

図表 5-13. RSSを活用した仕組みのイメージとポイント 

ホームページ
「中心市街地活性化のまちづくり」

＜トップページ＞

更新情報

＜過去分はこちら＞

2012.mm.dd.
＊＊＊を掲載しました。

2012.mm.dd.
＊＊＊の変更がありました。

国土交通省からのお知らせ

：

新着情報

担当者 まちづくり活動
関係者

②HP
更新

RSS

①RSS購読
設定

④RSSリーダー確認

③自動取得

配信のための
追加作業は

不要

新着情報欄にRSS
の購読案内表示

RSS利用者にとっては、
他の登録サイトも含めた
日常の情報確認の一環
であり、利便性が高い

 
※丸数字（①～④）は、作業等や情報の流れの順序を示す。 

※実線は発信側・受信側における作業等、点線は情報の流れを示す。 
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図表 5-14. ソーシャルメディア（Twitter、Facebook）を活用した仕組みのイメージとポイント 

ホームページ
「中心市街地活性化のまちづくり」

＜トップページ＞

更新情報

＜過去分はこちら＞

2012.mm.dd.
＊＊＊を掲載しました。

2012.mm.dd.
＊＊＊の変更がありました。

国土交通省からのお知らせ

：

新着情報

担当者

②HP
更新

RSS

まちづくり活動
関係者

Facebook

Twitter

①受信登録
（フォロー、
フィード購読）

⑤アカウントへの
サインイン・
情報確認

③RSSを利用した自動投稿
（フリーツール活用）

ソーシャルメディアのもつ
双方向性を活かすことができれば、

現場の活動情報を得ることや、
直接意見交換することも

期待できる。

④自動
取得

投稿のための
追加作業は

不要

必要に応じて、更新情報
以外の手動投稿も可能

 
※丸数字（①～⑤）は、作業等や情報の流れの順序を示す。 

※実線は発信側・受信側における作業等、点線は情報の流れを示す。 

※Twitterについては、初期は、既にまちづくり活動関係者に発信されている「街元気」アカウント 

（フォロワー数約560名）からの宣伝により、フォロワー数を確保する方法も考えられる。 

 

図表 5-15. ソーシャルメディアとの連携機能を活用した仕組みのイメージとポイント 

ホームページ
「中心市街地活性化のまちづくり」

＜記事掲載ページ＞

担当者 まちづくり活動
関係者

①HP
更新

掲載記事

Facebook

Twitter

他のまちづくり
活動関係者

②掲載記事ページ
にあるボタンの押下

④記事のリツイート
やシェア

⑥記事情報の
共有

ソーシャルメディア
との連動機能を

持つボタンを導入

ホームページ閲覧者
を基点とした、

情報の拡散効果を
期待できる

③記事情報の
取得

⑤記事情報の
投稿

（コメント
追加可能）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。

この記事
を共有

：
：

 
※丸数字（①～⑥）は、作業等や情報の流れの順序を示す。 

※実線は発信側・受信側における作業等、点線は情報の流れを示す。 
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（4） 参考事例 

「情報を幅広く確実に届けるためのプッシュ型情報提供の実施」のために、ICTツール等を活用したプ

ッシュ型の情報提供方法を検討するうえで参考となる事例は、以下のとおり。 

 

具体的な事例 

● メールマガジン、RSS、Twitter 等複数の方法によるプッシュ型情報発信と、ソーシャルメディア

の情報拡散機能を活用した情報発信範囲の拡大 

【名称・運営主体】経済産業省 商務流通グループ 中心市街地活性化室（事務局：株式会社三菱総合

研究所）「街元気 まちづくり情報サイト」 

【URL】https://www.machigenki.jp/ 

【概要】 

・ 「街元気会員」（登録制、無料）となることで、メールマガジン購読が可能。 

・ そのほか、 新情報は、RSSやTwitterで自動的に受信可能。 

・ TwitterやFacebookアカウントを持つユーザーからより広範囲に情報を届けることが可能。 
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5.3. まちづくり活動団体の取組方策 
 

3.2と4.2で整理したまちづくり活動における情報収集・発信の問題点に対し、解決を期待できる取組方

策について、参考となる具体的な事例を交えて以下に紹介する。 

地域におけるまちづくり活動は、地域の実情に応じて、まちづくり活動団体、NPO団体、行政、商工会

議所、民間事業者等、さまざまな主体が関わって取り組まれている。以下に紹介する取組方策について

も、まちづくり会社等のまちづくり活動団体のみに限定するものではなく、各地域の問題意識や取組状況

に合わせて適切な主体が取り組むことを推奨する。 

なお、各取組方策において紹介する事例の詳細内容については、資料4を参照のこと。 

図表 5-16. 問題点とそれに対するまちづくり活動団体の取組方策 

・ 地域内の情報を集約できない・
手間がかかる

・ 一定のメンバー以上に情報が共有
されにくい

地域内での情報共有が不十分

・ 情報発信の目的・対象設定が不十分
・ 情報発信手段の選択肢が限定的

情報発信に対する反応が
期待通り得られない

・ 地域としての協力体制が不十分

地域全体としての情報・魅力を
発信できていない

・ 資金・人材が不足している
・ スキルをもった人材やスキルアップの

機会が不足している

情報発信するための組織の
リソースが足りない

・ 参考とすべき地域を見つけられない

自分の地域に合った情報を
探しにくい

問題点 取組方策

5.3.2. 

地域内での効果的な情報共有

5.3.1. 

他地域との活発な交流

5.3.3. 

情報集約・発信の効率化と

効果の向上

5.3.4. 

情報発信のための

人材・体制の強化

・ 他地域とのネットワークづくりの機会を
活用できていない

他地域との情報交換が不十分
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5.3.1. 他地域との活発な交流 

（1） 解決方策の方向性 

他地域のまちづくり活動関係者と活発に交流するためには、まずは人脈やネットワークをつくるための

きっかけが必要である。特に、近隣地域同士では対面での交流も比較的容易であり、連携して活動する

ことも可能であるため、相互に知り合う機会を設けることは重要な役割を果たすと考えられる。そのため、

他地域との活発な交流に向けては、以下の方向性で取り組むことが効果的である。 

 

方向性
 

・ まちづくり活動関係者が集まる場への積極的な参加と人脈・ネットワークづくり 

・ 近隣地域のまちづくり関係者が集まる場の設置 

 

ポイント
 

・ まちづくり活動関係者の集まる会議や研修会等の情報を、国等のWebサイトで積極的

に収集すること 

・ 集まりの場は「きっかけ」であることを踏まえ、特に情報交換したい地域とは、その

後も自ら継続的につながりを保つこと 

・ 近隣地域のまちづくり関係者で集まる場を定期的に開催し、活動上の小さな悩みも相

談できる助け合いの場とすること 

 

期待できる効果
 

＜よくある困りごと＞ 

・ 他地域でどのような取組みが行われているのかわからない… 

・ 状況等の似た地域を参考としたいが、うまく見つけられない… 

・ 他地域のまちづくり活動関係者と知り合う機会がない… 

・ 事例集等を見れば取組概要はわかるが、詳細や 新の活動状況・動向がわからない… 

 

 
 

 

◎ 自分たちの地域にとって参考となる地域の発見 

◎ 参考となる地域の関係者とつながるきっかけ 

◎ 継続的な交流による現在進行形の情報やノウハウ情報の入手・交換 
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（2） 解決のための具体的方策と事例 

① 国等の開催する会議・研修会等への参加 

国等の開催する会議・研修会等は、さまざまな地域のまちづくり活動関係者が集まり、かつ対面での交

流が可能であることで、他地域の関係者とつながるきっかけとして特に有効に機能する。ここでつくった人

脈・ネットワークを活用し、他地域のまちづくり活動関係者と継続的に交流することで、他地域の取組みの

現在進行形の状況について情報を得ることや、まちづくり活動の悩みやノウハウ等の情報を交換すること

が、比較的容易となる。 

取組方策としては、国等の開催する以下の会議・研修会等への参加が挙げられる。 

・ 全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議 

全国規模で、まちづくり活動団体を中心に参加者を集め、事例紹介や国等の支援策の紹介、

交流会等を行う勉強会を開催。 

・ 中心市街地活性化協議会交流会 

各地方ブロックで、まちづくり活動団体、自治体担当者、商工会議所等の関係者を集め、交流

面も重視したプログラムで会議を開催。 

・ 街元気 人材育成プロジェクト（現地研修） 

少人数制で、取組みの進んでいる地域の視察と関係者とのディスカッション、参加者同士の交

流等を行う現地研修を開催。 

 

具体的な事例 

● 全国規模での勉強会や交流会の場 

【名称・運営主体】まちづくり松山㈱（事務局）、独立行政法人都市再生機構（事務局補助） 

「全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議」 

【URL】http://www.machikaigi.jp/ 

【ポイント】 

・ 中心市街地活性化基本計画の認定を受けた又は受けようとしている市町村のまちづくり会社及

び中心市街地整備推進機構を会員としており、総会や勉強会には、全国から会員が参加する。 

・ 参加者は会員に限定されず、市町村職員や入会を検討している団体も参加可能。 

・ 勉強会では、まちづくり活動の具体的な取組事例の共有や国等の支援策を紹介するほか、交流

会も実施しており、他地域とのつながりをつくりやすい場となっている。 

・ 勉強会等の実施後には、実施報告がホームページに掲載され、参加できなかった場合でも、当

日のプログラムや内容等を確認することができる。 

 
勉強会の様子（左）と交流会の様子（右）（全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議ホームページより） 
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具体的な事例 

● 交流を保ちやすい近隣地域との交流や、少人数での議論による深い情報共有の場 

【名称・運営主体】中小企業基盤整備機構各ブロック支部、中心市街地活性化協議会支援センター等

「中心市街地活性化協議会交流会（ネットワーク研究会、ネットワーク会議）」 

【URL】http://machi.smrj.go.jp/active/past.html 

【ポイント】 

・ ブロック別の集まりであるため、全国規模で開催される会議よりも、比較的近隣の地域のまち

づくり関係者とネットワークが作りやすい。 

・ 互いに行き来もしやすいことから、会議等以外の場でも交流を続けやすいことが期待できる。 

・ グループワークとして、少人数のチームに分かれて議論が行われている交流会もみられ、一般

的に行われている勉強会等と比較して、まちづくり関係者同士がより深く相互の課題等を共有

することが可能。 

 

   
交流会の様子（中心市街地活性化協議会支援センターホームページより） 

● 少人数制の現地研修による先進地域の関係者とのディスカッションや参加者同士の交流 

【名称・運営主体】経済産業省 商務流通グループ 中心市街地活性化室（事務局：株式会社三菱総合

研究所）「街元気 人材育成プロジェクト（現地研修）」 

【URL】https://www.machigenki.jp/content/view/748/326/ 

【ポイント】 

・ 全国各地の先進的なまちづくりの現場を会場として、当該地域の事業の中心人物によるセミナ

ーや現地見学、ディスカッションを行っている。 

・ 少人数制（10名程度）による研修のため、関係者とのディスカッション、参加者同士の情報交

換・ネットワークづくりにも活用されている。 

 

  
講義の様子（左）と現地視察の様子（右）（街元気 まちづくり情報サイトより） 
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② 近隣地域のまちづくり関係者が集まる場の開催 

近隣地域のまちづくり関係者が集まる場を設けることで、互いに取組内容やその過程について情報共

有したり、地域どうしで連携した取組みにつなげることが可能となる。また、距離が近いことにより、集まるこ

と自体や、集まり以外の場面でも会って話をすることが比較的容易であるため、関係を継続しやすい。さ

らに、全国規模の集まりと比較して身近な集まりであるため、相談や助け合いの場としても機能しやすいこ

とが考えられる。 

近隣地域のまちづくり関係者が集まる場の開催方法としては、以下のような取組方策が挙げられる。 

・ 近隣地域の有志の集まりによるゆるやかな連携を保ち、互いに相談し助け合う場を定期的に設

定し集まったり、共同イベントの開催等を行う（事例：諏訪アライアンスプロジェクト「さいか」）。 

・ 行政・大学・経済団体等による会議体をベースに、オフィシャル色の強い連携を行い、共同で

地域資源に関するデータベースを作ったり、互いの地域を越えて情報発信を行う（事例：「三遠

南信地域連携ビジョン」）。 

・ 当日会場に来られないメンバーはインターネット会議の仕組み（Skype等のテレビ会議）を活用

して参加する（事例：「KOKOKUスカイプ会議」、「SVSミーティング」等）。 

 

具体的な事例 

● まちづくり関係者が、地域を越えて互いに相談し助け合う場の設置 

【名称・運営主体】諏訪アライアンスプロジェクト「さいか」 

【URL】http://www.saika-suwa.com/ 

【ポイント】 

・ 諏訪湖を中心に周辺6市町村のまちづくりの団体や個人の有志が集まり、「緩やかにつながった

アライアンス型」のプロジェクト（参加団体は約30団体）。 

・ それまで互いに興味はあっても互いを知るすべがほとんど無かった団体・個人が毎月集まり、

各団体・個人の持つ情報の交換や人的交流、相談を行っている。 

・ 広域連携型イベントを定期的に同時開催し、全地域が共同で多様な広報手段（マスメディア、

専用Webサイトの開設、専用Twitterの活用、オフィシャルガイドの配布等）を共有・活用しな

がら、各地域のまちづくり団体同士のつながりを広げている。 

 

 

 

さいか会議の様子（けあじ日記ブログより）       「スワいち」のトップページ 
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具体的な事例 

● 地域資源情報の広域的な共有、広域的に協力した情報発信 

【名称・運営主体】三遠南信地域連携ビジョン推進会議 

【URL】http://www.sena-vision.jp/ 

【ポイント】 

・ Webサイト上に「地域資源データベース」を設置しており、三遠南信地域内の自然・文化・産

業・交通等の資源に関する情報が集約・共有されている。 

・ キーワード・カテゴリ・地域で条件を指定した検索が可能。 

・ 地域住民が県境を越えて生活情報を共有できるよう、新聞・テレビ等のマスコミによる県境を

越えたメディア連携が進められている（地元紙の「三遠南信版」発行、CATVの広域受信等）。

 

 
地域資源データベース（検索結果画面） 

● 遠隔地のメンバーがいても、Skype を活用し定期的に会議を開催 

【名称・運営主体】KOKOKU「KOKOKUスカイプ会議」 

【URL】http://www.facebook.com/KOKOKU.shiga 

【ポイント】 

・ KOKOKUの継続的運営を図るため、選出したメンバーにより、Skypeを用いたインターネッ

ト会議を定期的に開催している（２週間毎）。 

・ 湖北地域のほか、東京、名古屋、福岡や海外からの参加者もいる。 

● Skype を活用し、ミーティングの参加しやすさを向上 

【名称・運営主体】NPO法人ソーシャルベンチャーズ四国「SVSミーティング」 

【URL】http://www.sv-shikoku.com/ 

【ポイント】 

・ メンバーは、企業経営者、行政職員、マスコミ職員、大学教員、公認会計士、コンサルタント、

会社員、大学院生などと幅広く、メンバーによる会議（SVSミーティング）では、利用料無料

でインターネット会議ができるSkypeを用いた参加も可能（海外からの参加者も有）。 
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5.3.2. 地域内での効果的な情報共有 

（1） 解決方策の方向性 

地域内での情報共有は、目的によって共有すべき・してよい情報内容の範囲や参加すべきメンバーが

異なるため、目的に応じた範囲・内容で会議・会合を開催する必要がある。また、まちづくり活動の継続性

を考えると、活動の裾野を広げるために、関心のある人が情報を得やすい環境も求められる。そのため、

地域内での効果的な情報共有に向けては、以下の方向性で取り組むことが効果的である。 

 

方向性
 

・ 目的に応じた内容や参加範囲での会議・会合の開催 

・ まちづくり活動に関心のある人が、簡易・気軽に情報にアクセスできる仕組み・きっ

かけづくり 

 

ポイント
 

・ 地域内で行う会議・会合の目的を明確化したうえで、共有する情報の内容や参加者の

範囲を決定すること 

・ 既存の取組みを進めるための情報共有は、参加メンバーを固定した会議を設定して行

うこと（出席率向上のために、日常的に交流しておくこと） 

・ まちづくりの取組みを広めるための情報共有は、参加自由な開かれた場で行うこと 

・ 特に非公開とすべき理由のない情報は、できるだけ地域住民とも共有すること 

・ 事務連絡や会議・会合の運営作業は、ICTツールを活用して効率化すること 

 

期待できる効果
 

＜よくある困りごと＞ 

・ 関係者が多く、誰がどの情報を知っているのかわからない、共有しきれていない… 

・ 共有している情報をまちづくり活動に活用できていない… 

・ まちづくり活動を行うメンバーが固定化し、地域住民との間に距離がある… 

・ 会議・会合を定期的に開催できるほど、スタッフに余裕がない… 

 

 
 

 

◎ 地域のまちづくり活動関係者間での効率的で確実な情報共有 

◎ 共有情報を活用した取組みの連携・一元的な情報発信 

◎ まちづくり活動への参加の敷居の低減・参加者の拡大 

◎ まちづくり活動に関する意見・アイディアの固定化防止 

◎ 事務作業面の効率化 
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（2） 解決のための具体的方策と事例 

① 関係者内での効率的な情報共有の場の開催 

既にまちづくり活動に参加している関係者が集まり、定期的に情報共有する場を持つことで、各自がそ

れぞれ連絡をとりあうよりも効率的に、確実に情報共有することができる。なお、その開催に関連して発生

する連絡や運営上の作業においては、スケジューラやファイル共有、メーリングリスト等の無料サービス

（google、yahoo!等）を特定メンバー内に限定して活用することで、事務負担を軽減することができる。 

関係者内での効率的な情報共有の場の開催方法としては、以下のような取組方策が挙げられる。 

・ 情報共有はもちろん、共有情報に基づく関係者同士の活動連携や、来訪者にとってわかりや

すい一元的な情報発信を目指し、月1回定例的に開催（事例：「まちなか宣伝会議」）。 

 

具体的な事例 

● 幅広い関係者による情報共有に基づく、共同事業実施や情報発信の一元化 

【名称・運営主体】豊田市中心市街地活性化協議会（事務局：㈱豊田まちづくり）「まちなか宣伝会議」

【URL】http://www.tm-toyota.co.jp/business-8-1.html 

【ポイント】 

・ まちづくり活動に直接的に関わるまちづくり会社、商工会議所、行政等だけでなく、地元の鉄

道会社や自動車会社、百貨店、ホテル、商店街、各種集客施設等、中心市街地の幅広い関係者

が、まちなかを盛り上げるための情報共有や共同事業の企画・実行を行っている。 

・ 日常的に連絡を取り合うことで、会議の出席率も高く保たれている。 

・ 中心市街地の関係者が相互の情報を共有するだけでなく、そうして集約した情報を一元的に発

信したり、集約・共有された情報をもとにコラボレーション企画を検討・実施している。 

 

 
まちなか宣伝会議の様子（豊田まちづくり㈱ホームページより） 

 

   
とよたまちなかWebの画面イメージ 
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② 自由参加で広くまちづくりへの意見・アイディアを収集する場の開催 

まちづくり活動に興味のある住民が自由に参加して意見・アイディアを出し、既に活動している関係者

と共有する場を持つことで、取組みの継続や草の根的な輪の広がりを生み出すことができる。なお、参加

の呼びかけや活動日程・参加方法等の説明について、ホームページへの掲載や、TwitterやFacebook等

のソーシャルメディアを活用することで、開催効果を高めることも期待できる。 

自由参加で広くまちづくりへの意見・アイディアを収集する場の開催方法としては、以下のような取組方

策が挙げられる。 

・ 興味のある住民が気軽に参加できるよう、イベントの企画提案という比較的参加しやすい話題

の検討を入り口として、土曜の朝に、会議室等ではなくカフェでミーティングを行う（事例：「Doま

んなかモール」）。 

 

具体的な事例 

● 関係者に限定しない開かれた情報共有・意見交換と、一元的な情報発信 

【名称・運営主体】Doまんなかモール委員会（5つの大型店と7つの商店街が参画）「朝ミーティング」

【URL】http://domannaka.jp/ 

【ポイント】 

・ まちなかでイベントをやりたいという意欲を持つ幅広い市民や学生の参加機会をつくるため、

一般市民によるイベントの企画提案を受け入れ検討する「朝ミーティング」を開催（毎週土曜）。

・ 誰でも参加できる公開の場として開催され、取組みの継続や草の根的な輪の広がりを生んでい

るほか、参加意欲のある市民の相談窓口としても機能している。 

・ また、イベントの開催情報等をエリア内の関係者で共有し、集約した情報をWebサイト（PC用

ホームページ、携帯電話向けサイト）、情報マップ等で一元的に発信している。 

 

 
「朝ミーティング」の風景（「街元気」より）     「Doまんなか」エリアでのイベント情報 

                           （Doまんなかモールホームページより） 
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5.3.3. 情報集約・発信の効率化と効果の向上 

（1） 解決方策の方向性 

情報集約・発信の効率化と効果の向上のためには、以下の方向性で取り組むことが効果的である。 

 

方向性
 

・ ICTツールの活用による作業負担の軽減 

・ 目的・内容や対象に合わせた情報発信ツールの選択 

 

ポイント
 

・ ICTツールの活用における負担面（導入・運用経費、スキル習得）だけでなく、効果面

（作業負担軽減、情報発信力向上）にも注目すること 

・ 導入時だけでなく、メンテナンス時も作業負担の少ないツールを選ぶこと 

・ 具体的な活用例を参考にして、効果の高い使い方を実践してみること 

・ 紙媒体や口コミが有効な場面など、ICTツールに捉われず 適な方法を選ぶこと 

 

期待できる効果
 

＜よくある困りごと＞ 

・ 地域内の活動情報やイベント情報を集める方法がない… 

・ 情報の集約にも、集約した情報の整理・発信にも手間がかかる… 

・ 集約した情報をうまく整理できず、発信内容が情報の羅列になっている… 

・ 情報発信の頻度が限られ、タイミングよくお知らせができていない… 

・ 情報発信しても反応がなく手ごたえがない… 

・ 情報を必要としている相手を見つけて伝える手段がない… 

 

 
 

 

◎ 地域内の情報集約・発信作業にかかる負担軽減 

◎ 地域での一元的な集約・発信による情報の価値向上 

◎ 受け手にとって見やすくわかりやすい情報の整理 

◎ 情報のリアルタイム性の向上 

◎ 情報を必要としている相手に対する情報発信効果の向上 
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（2） 解決のための具体的方策と事例 

① 情報の集約・発信作業を効率化できる仕組みの活用 

まちづくり活動団体の発信する情報は、イベント情報・活動情報等が主となっている。現在は、そういっ

た情報は、地域内の人脈・ネットワークや会議等を活用して、手動で収集し発信されることが多いが、ICT

ツールを使ってその一部を自動化・効率化することで、手間や作業負担の軽減が期待できる。 

情報の集約・発信作業を効率化する仕組みとしては、以下のような取組方策が挙げられる。 

・ 地域についての情報発信を行っている人や団体を特定し、その人・団体のWebサイトの情報へ

のリンクをひとつのサイトに集約して掲載し、発信する（事例A：「ハコダテ150+」、「第108回有田

陶器市」）。 

・ 地域内で情報登録サイト（地域SNSや地域ブログ等を含む）を開設し、当該サイトに情報を登録

してもらうことで、効率的に情報を一元化し発信する（事例B：「マイタウンクラブ」、「京むすび」、

「船橋市民活動情報ネット」）。 

・ 地域についてTwitter上で発信されている情報を、ハッシュタグの活用等によって、ひとつのサ

イトに自動集約・発信する（事例C：「クニッター」、「大名なう」）。 

 

具体的な事例 ＜A＞ 

● 地域で発信されている情報を集約した情報サイト 

【名称・運営主体】ハコダテ150プラス運営委員会「ハコダテ150＋」 

【URL】http://www.hakodate150plus.com/index.shtml 

【ポイント】 

・ 自身で更新する記事のほか、一部のトピックは、地域内でその情報を発信している団体の 新

記事を収集・タイトル表示し、記事本体は、各団体のWebサイトへと誘導している。 

・ 自らの団体のみで取材し発信コンテンツを作成するのではなく、地域にある素材を集めること

で、まち全体の幅広い情報を発信可能となり、コンテンツの質・量を向上させている。 

・ もともとホームページやブログで情報発信していた団体の記事と連動していることや、スタッ

フのほぼ全員がブログを書いていることもあり、サイト全体として更新頻度が高く保たれてい

る。 

 

ハコダテ150＋ トップページ 
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具体的な事例 ＜A＞ 

● Facebook を活用した各種サイトからの情報集約・発信 

【名称・運営主体】社団法人有田観光協会「第108回有田陶器市」 

【URL】http://ja-jp.facebook.com/aritatoukiichi 

【ポイント】 

・ イベント関係団体や地元住民等のブログやTwitter、Facebookページで発信された情報の紹介

により、コンテンツを連動させることが容易であるため、これらの情報をFacebookページの

メインコンテンツとしていた。 

・ 幅広い情報発信ができることで質が向上できると同時に、コンテンツ作成にかかるコストを削

減することができる。 

 

 
有田陶器市Facebookページ 

 

具体的な事例 ＜B＞ 

● 官民連携のポータルサイトにおける地域情報の集約・発信 

【名称・運営主体】神奈川県厚木市「マイタウンクラブ」 

【URL】https://www.mytownclub.com/navi-mtc/ 

【ポイント】 

・ 官民連携のポータルサイトとして、行政関係の情報（図書検索・予約、施設予約、公募情報等）

と、民間・地域の情報（地域の店舗・サービス、サークル情報等）が集約され提供されている。

・ 公共施設予約サービスや図書予約サービス、イベント情報の提供とその予約サービス、市民活

動団体の団体情報の公開等を利用可能としたことで、ユーザー数は約127,000人（平成22年

12月時点：厚木市の人口約22万人の半数以上）にのぼり、地域に浸透している。 

・ 講座・イベント情報は、行政主催も民間事業者主催も一括で提供され、まとめて検索すること

ができる。 

 

  
マイタウンクラブ トップページ 
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具体的な事例 ＜B＞ 

● 府内の市民活動団体情報の集約・整理と、Twitter によるイベント情報の一元的な発信 

【名称・運営主体】NPO法人場とつながりラボ home’s vi「京むすび」 

【URL】http://www.kyo-musu.bi/ 

【ポイント】 

・ 市民活動団体がメンバー登録を行うことによって、Webサイト上でその団体の基本情報やイベ

ント情報の登録が可能となる。 

・ サイトに登録されたイベント情報は、Twitterに共通アカウント「@kyomusubi」で投稿するこ

とで、フォロワーにプッシュ型で情報発信している。 

 

   
「京むすび」のTwitterでのツイート 

 

● 市内の市民活動団体情報の集約・整理と、ブログへのイベント情報集約・発信 

【名称・運営主体】千葉県船橋市市民活動サポートセンター「船橋市民活動情報ネット」 

【URL】http://funabashi-civil.net/ 

【ポイント】 

・ 市民活動団体が、「情報発信会員」としてサイトに登録することで、団体のマイページが付与さ

れ、基本情報、イベント情報、活動紹介等を掲載することができる。 

・ 各団体のページのほか、「ふなばし市民活動情報掲示板」（ブログ形式）で、各団体のイベント

情報を集約し、記事として掲載している。 

・ 掲載内容は、チラシ・パンフレットの画像等であり、集約・発信する側（市）が新しく記事を

作成する手間・時間等がかからないよう工夫されている。 

 

  
ふなばし市民活動情報掲示板 
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具体的な事例 ＜C＞ 

● Twitter を活用した、地域から発信される情報の集約・発信 

【名称・運営主体】有限会社オープンアップインターナショナル「クニッター」 

【URL】http://kunitter.com/ 

【ポイント】 

・ 東京都国立市内の社会的企業が構築し、適宜ボランティアも募集・活用しながら運営している。

・ 定期的にTwitterユーザーの中から国立市に関連するアカウントを検索し、手動で市民・事業

者・団体・行政関係者の4つのリスト分けを行うことで、国立市にどのような企業や商店があり、

どのような人が住んでいて、どのような活動が行われているか等が可視化される。 

 

 
「クニッター」トップページ（各リストのツイート） 

 

※国立市以外の地域でも、「あまつぶ」（天草地域http://amatubu.com/）、「しゃちったー」（愛知県名古

屋市http://shachitter.jp/）等、多くの地域Twitterが存在している。また、運営は、市民ボランティアによる

場合も多い。 

● Twitter を活用した商店街情報の集約・発信 

【名称・運営主体】天神・大名WiFi化協議会（NPO法人AIP内）「大名なう」 

【URL】http://daimyonow.jp/ 

【ポイント】 

・ 大名とその周辺地域の関係者（お客様、店主、メディア、IT関連者等）が、それぞれの強みを

活かし、ツイッターなどのツールを利用して地域の情報を発信していくプロジェクト「大名な

う」を実施。 

・ 商店街の方々がTwitterでつぶやくことで自ら情報発信し、ハッシュタグを利用してつぶやきを

集約し、Webサイトに掲載している。 
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② ツールの特徴を活かした効果的な情報発信 

情報発信のための各種ツールの特徴を活かし、目的や対象等に合わせて最適なツールを選択するこ

とで、情報発信の効果を高めることができる。特に、ソーシャルメディアでは、その情報を欲しいと思ってい

る相手にダイレクトに届けることが可能であり（Twitterのフォロー、Facebookのフィード購読等）、発信効果

も高くなると考えられる。以下（a～e）に、アンケート調査結果でも今後活用したいという回答の多かったツ

ールを中心に、地域での活用のポイントや、具体的な取組方策とその事例を整理する。 

 

a. ホームページ（ポータルサイトを含む） 

● 地域での活用のポイント 

・ 体系的な整理、情報量の多さ、サイトデザインの自由度の高さなどの特徴を活かし、受け手にと

ってわかりやすく情報を整理・発信する。 

・ ソーシャルメディアと連動して、アクセス数を確保・向上させる。 

・ 団体の基本情報や活動経緯等、情報の「ストック場所」として利用する。 

・ 組織の信頼性向上のため、最新情報の掲載や事業報告書等の公開を積極的に行う。 

● 具体的な取組方策と事例 

・ 地図上での表示やカレンダー表示等、視覚的にわかりやすい形で情報を提供する（事例：「京

むすび」）。 

・ ポータルサイトにTwitterやFacebook等のボタンを導入し、記事を気に入った人や同意した人か

ら、ソーシャルメディア上でさらに情報を拡散してもらう（事例：「ハコダテ150+」）。 

 

具体的な事例 

● 地図表示やカレンダー表示を活用したわかりやすい情報の整理 

【名称・運営主体】NPO法人場とつながりラボ home’s vi「京むすび」 

【URL】http://www.kyo-musu.bi/ 

【ポイント】 

・ イベント・団体情報は、トップページで、①地図上に表示、②カレンダーに表示、③カテゴリ

別に表示され、これらにキーワード検索を加えた4種類の方法で検索が可能。 

 

 
京むすびトップページ（地図から探す（左）、日時から探す（右）） 
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具体的な事例 

● ソーシャルメディアとの連動による情報共有範囲の拡大 

【名称・運営主体】ハコダテ150プラス運営委員会「ハコダテ150＋」 

【URL】http://www.hakodate150plus.com/index.shtml 

【ポイント】 

・ 更新記事のお知らせをtwitterで自動配信している。 

・ 各記事の個別ページ下部にtwitterやfacebook、mixiチェックボタンが導入されており、記事を

気に入った人や同意した人から、ソーシャルメディア上でさらに情報を拡散できる仕組みとな

っている。 

 

  
ソーシャルメディアの活用 

 

b. SNS（主にFacebookについて） 

● 地域での活用のポイント 

・ リアルタイム性、情報拡散効果の高さ、双方向性を活かし、イベント用の情報発信ページとして

活用する。 

・ 他サイトの紹介・引用の容易さを活かし、地域の最新情報をまとめたページとして活用する。 

・ 更新の容易さと時系列での情報表示という特性を活かして、イベントの準備段階から実施後ま

での過程を発信し、イベントに対する関心・参加意識を高めるために活用する。 

・ SNS上でまちづくり活動のための公開グループを開設し、ここに関係者が各自の活動情報を投

稿することで、地域で行われているまちづくり活動情報を集約・一覧可能とする（閲覧者を特定

メンバーに限定したい場合は非公開設定も可能）。 

・ 上記のようなグループ（公開）を、参加自由の意見・情報交換の場として活用する。 

● 具体的な取組方策と事例 

・ イベント用にFacebookページを開設し、Facebookの双方向性を活用して受け手の反応を踏ま

えたニーズの把握、発信内容等の改善に取り組む（事例：「第108回有田陶器市」）。 

 

具体的な事例 

● Facebook の双方向性を活かした参加者のニーズ把握と対応 

【名称・運営主体】社団法人有田観光協会「第108回有田陶器市」 

【URL】http://ja-jp.facebook.com/aritatoukiichi 

【ポイント】 

・ Facebookで発信した各情報に対する受け手の反応が、「いいね！」や「コメント」、「シェア」

の数などによって可視化されるため、どのような情報が求められているのか判断することが可

能。 

・ 反応の大きい情報を踏まえた、受け手のニーズに合わせた情報発信を行うことにつながった。 



 

 

 

86

c. Twitter 

● 地域での活用のポイント 

・ まちづくり活動関係者で共通のアカウントを利用したり、地域で共通のハッシュタグを指定したり

することで、地域のまちづくり活動情報の発信を一元化する。 

・ 双方向性を活かし、まちづくり活動関係者側だけでなく、来訪者側からの情報発信も地域情報

としてまとめて発信する。 

・ イベント時に、リアルタイムで実況中継するような情報発信や、各プログラムの開始時間に合わ

せた呼び込みなど、集客のために活用する。 

・ フォロワー数を拡大し、情報発信効果を高めるため、初期はフォロワー数の多いアカウントからリ

ツイートによって発信情報を転送・紹介してもらう。 

・ ホームページの更新情報のお知らせを自動的にツイート（発信）するよう設定する。 

● 具体的な取組方策と事例 

・ 集約したイベント情報を、統一のTwitterアカウントで発信することで、フォロワー数を多く確保し

広く発信する（事例:「京むすび」）。 

・ Twitterの双方向性を活用し、口コミ等も含めた来訪者参加型で情報を発信する（事例：「大名

なう」）。 

 

具体的な事例 

● 地域全体として Twitter で情報発信することによる影響範囲・影響力の拡大 

【名称・運営主体】NPO法人場とつながりラボ home’s vi「京むすび」 

【URL】http://www.kyo-musu.bi/ 

【ポイント】 

・ 府内の市民活動団体全体としてつぶやいていることで、フォロワー数は約1400にのぼり、各

団体が個別にTwitterを活用するよりもその効果は非常に大きいと考えられる。 

● Twitter の双方向性を活用した来訪者参加型の情報発信 

【名称・運営主体】天神・大名WiFi化協議会、NPO法人AIP 「大名なう」 

【URL】http://daimyonow.jp/ 

【ポイント】 

・ 商店街の方々がTwitterでつぶやくことで自ら情報発信し、ハッシュタグを利用してつぶやきを

集約し、Webサイトに掲載している。 

・ 商店街への来訪者も同じハッシュタグでつぶやくことで、おすすめの店舗の口コミとなるなど、

商店主だけでなく来訪者側も参加した情報発信とすることが可能。 
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d. メーリングリスト・メールマガジン 

● 地域での活用のポイント 

・ メンバーを特定しておくべき場面（関係者間での連絡やボランティア登録者との連絡等）で、連

絡用ツールとしてメーリングリストを活用し、連絡事務の負担を軽減する。 

・ まちづくり活動に関心のある層に、必要な情報を確実に届けるためのツールとして活用する（ホ

ームページへの案内掲載やイベントでの周知等により、対象者の特定・確保が必要）。 

・ 地域住民向けの情報発信として、作業負担を極力増やさずに発信範囲を拡大するため、既存

の広報誌等の記事をそのままテキスト化して、メールマガジンとして送付する。 

・ 連絡等の発信者を特定したい場合（発信者と受信者を区別したい場合）は「メールマガジン」を、

参加メンバー全員が発信可能としたい場合には「メーリングリスト」を活用する。 

● 具体的な取組方策と事例 

・ メール配信登録時に受信を希望するカテゴリを選択することで、受け手の必要とする情報のみ

を発信（事例：「船橋市民活動情報ネット」）。 

 

具体的な事例 

● 個々人のニーズに対応したメールマガジンによる情報発信 

【名称・運営主体】千葉県船橋市市民活動サポートセンター「船橋市民活動情報ネット」 

【URL】http://funabashi-civil.net/ 

【ポイント】 

・ 各団体のイベント等の 新ニュースや市のお知らせを、登録者にメール配信している。 

・ 登録者は、受信する情報をカテゴリ別に選択可能であり、受け手のニーズにあった情報のみ発

信することができる。 

 

 
新着メール配信登録画面 
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e. 動画配信（主にUstreamについて） 

● 地域での活用のポイント 

・ イベント時に、リアルタイムで実況中継するような情報発信を行い、集客のために活用する。 

・ 会議やシンポジウム等のライブ配信を行い、ソーシャルストリーム（Twitterと連動させた機能）を

活用することで、当日参加できない人もリアルタイムで内容を知り、議論に参加可能とする。 

・ 街なかの様子やインタビュー等、文字情報や写真情報よりも映像でこそ多くが伝わる情報を動

画配信し、地域の魅力をわかりやすく発信する。 

● 具体的な取組方策と事例 

・ シンポジウム等の様子をインターネットで動画配信（Ustream等）し、Twitterも活用して会場外と

会場との意見交換等も行う（事例：「高槻まちづくりサミット2011」）。 

 

具体的な事例 

● Ustream と Twitter を活用したオープンなまちづくり会議の開催 

【名称・運営主体】大阪府高槻市「高槻まちづくりサミット」 

【URL】http://www.city.takatsuki.osaka.jp/db/syoko/chuukatu2011.html 

【ポイント】 

・ プログラムは講演とトークショーの2部構成となっており、Ustreamを用いてその様子をイン

ターネットで動画配信している（開催後も視聴可能）。 

・ Twitterも活用することで、来場していない人であっても登壇者と意見交換等が可能。 

 

 
当日の会場の様子（株式会社みらいもりやま21ブログより） 

 

【参考情報】ソーシャルメディア活用時の留意点 

・ ソーシャルメディアの活用にあたっては、不特定多数の外部に情報発信することとなり、その情報

の広がり方は、従来型の情報発信に比べて広く速い。また、双方向性により受け手側からの反応も

広がりやすい。そのため、以下のような点に留意し、トラブルの発生を未然に防ぐ姿勢が必要。 

 －公の場での発言であることに自覚と責任を持つこと（不快・不敬な言い方をしない） 

 －法令等を遵守すること、また、公序良俗に反しないこと 

 －基本的人権や著作権等、他者の権利を侵害しないように十分に留意すること 

 －個人情報の取り扱いに十分に留意すること 

 －正確かつ誤解のない情報を伝えること（正否が確認できない噂などを発信しない） 

 －受け手側から誹謗中傷等があった場合に、不適切なコメントの削除等、迅速に対応すること 

※なお、国・自治体や企業では、上記のようなルールを整理したソーシャルメディア・ポリシー、

 ガイドライン等を策定するケースも多くなってきている。 
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5.3.4. 情報発信のための人材・体制の強化 

（1） 解決方策の方向性 

まちづくり活動団体内部のスタッフのみで情報発信のための人材・体制を強化することは、現状、スタッ

フ数や資金面、スキル面で限界がある。しかし、団体の外に目を向けると、地域の中には、情報発信やそ

のサポートを得意とする団体・人が存在している場合もある。そのため、情報発信のための人材・体制の

強化に向けては、以下の方向性で取り組むことが効果的である。 

 

方向性
 

・ 地域の中にある力（団体・人）との連携・活用 

 

ポイント
 

・ 情報発信の目的やコンセプトなど、「誰に何を伝えたいか」を明確化しておくこと 

・ そのうえで、自身の情報発信に不足している要素（コンテンツの質・量、スキル等）

を把握しておくこと 

・ 上記に応じて、適切な連携相手や活用方法を考えること 

 

期待できる効果
 

＜よくある困りごと＞ 

・ もっと積極的に情報発信したいが、人手が足りず現状で精一杯… 

・ 情報発信のためのツールの使い方がわからない、うまく使いこなせない… 

・ 情報発信に必要な環境（機器、ソフトウェア等）が整っていない… 

 

 
 

 

◎ マンパワーの補強 

◎ 情報発信のための企画・アイディアの充実 

◎ 外部人材のスキル・ノウハウ活用 

◎ 人材育成支援の活用による内部スタッフのスキルアップ 

◎ 他団体の持つ情報発信用環境の活用 
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（2） 解決のための具体的方策と事例 

① 情報発信活動を行う団体・サポートする団体との連携 

情報発信やそのサポートを主な活動内容とする企業・団体等と連携することで、発信するコンテンツの

レベルアップや、より効果的な方法での情報発信が可能となる。 

連携・活用可能な団体やその方法としては、以下のような取組方策が挙げられる。 

・ ICTを活用した情報発信を代行する団体と連携し、Ustream等でイベント情報を発信する（事

例：NPO法人まちづくり川口）。 

・ 実績のあるタウン誌発行企業と協力し、情報発信媒体のひとつとしてタウン誌を活用する（事

例：「富山まちなか研究室」）。 

・ 情報発信のサポートを行う団体が提供しているブログツールや、ソーシャルメディア活用方法等

に関するセミナーを活用する（事例：「CANPANブログ」、「CANPAN講座／セミナー3.0」）。 

・ 県による情報発信スキルアップ支援事業（市民活動団体等に委託）を活用する（事例：「さわや

か情報縁チーム」）。 

 

具体的な事例 

● NPO による、情報発信という側面からのまちづくり活動支援 

【名称・運営主体】NPO法人まちづくり川口 

【URL】http://map.khwt.net/ 

【ポイント】 

・ 「まちづくりWeb班」を結成し、WEBラジオやポータルサイト等のコンテンツ制作、ブログや

Twitterにより、川口の情報発信を行っている。 

・ イベント時には、リアルタイムで会場の状況を伝えるため、UstreamやTwitCastingでの生中

継配信、twitterの活用等を行っている。 

・ こうしたスキルを活かし、NPO・ボランティア応援プロジェクトとして、イベントのUstream

配信、NPO法人やボランティア団体のWEB作成等を行っている（有料、NPO法人・ボランテ

ィア団体向けの割引サービスあり）。 

 

 
Ustream配信をされている動画（左）、動画配信ブース（右）（NPO法人まちづくり川口ホームページより） 
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具体的な事例 

● タウン誌発行企業と連携した情報発信 

【名称・運営主体】㈱まちづくりとやま「富山まちなか研究室」 

【URL】http://www.tmo-toyama.com/magnet/index.html 

【ポイント】 

・ まちなかの情報（映画情報、新商品情報、イベント情報等）を伝える「学生まちなかモニター」

が作成したショップ等のレポートについて、まちづくりとやまのホームページ・ブログ、

MAG.net（富山まちなか研究室）メーリングリスト等に加え、実績のあるタウン誌発行企業と

協力し、タウン情報誌内でも情報発信している（編集は編集部が実施）。 

● ブログツールの提供やソーシャルメディア活用方法等に関するセミナー実施による支援 

【名称・運営主体】CANPAN（日本財団）「CANPANブログ」、「CANPAN講座／セミナー3.0」 

【URL】https://blog.canpan.info/Top.blog（CANPANブログ） 

 http://blog.canpan.info/c-koza/（CANPAN講座／セミナー3.0） 

【ポイント】 

・ ブログツールの無料提供のほか、利用促進につながるように、初心者にもわかりやすく、ブロ

グの基本的な知識や利用方法・機能を説明し、ヘルプやよくある質問（FAQ）も掲載している。

● 県による、情報発信のための人材育成支援プロジェクト 

【名称・運営主体】平成23年度「滋賀県新しい公共支援事業 情報発信スキルアップ事業」 

「さわやか情報縁チーム」（滋賀県の委託） 

【URL1】http://sawayaka.shiga-saku.net/e709340.html（ブログ） 

【URL2】http://www.facebook.com/biwataku（Facebook） 

【ポイント】 

・ 滋賀県からの委託事業として、滋賀県内のNPO団体・市民活動団体・まちづくり協議会など公

益的な活動団体に対し、情報発信のための講習会や講師派遣を行っている。 

・ Facebook上に「びわ卓コミュニティ」を設置し、支援対象団体やICTサポーター（ボランティ

ア）が交流することで、互いに学びあい、支えあい、モチベーションを高めるしくみとなって

いる。 

・ オンラインのつながりだけでなく、年１回のオフ会や月１回のワークショップ形式の連続講座

等、対面でのつながりももたれている。 

 

 
情報発信スキルアップ事業の仕組み（「さわやか情報縁チームブログ」より） 
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② 住民ボランティアの募集・活用 

地域住民からボランティアを募って活用することで、マンパワーを補強するとともに、より地域に密着し

た内容や地域住民のニーズ・感覚に合った情報発信を行うことができる。また、取材、記事デザイン、ICT

等のスキルを持った人材を発掘することができる場合もある。 

住民ボランティアを活用した情報発信としては、以下のような取組方策が挙げられる。 

・ 地域の若い世代の女性を中心としたプロジェクトチームをつくり、Webサイトのコンテンツ作成や

フリーペーパー作成を行う（事例：「Maika（まいか）」「まいかみ」）。 

・ 熱心な地域SNS利用者の協力を得て、コンテンツ制作のサポートやサイト内パトロールを行う

（事例：「マイタウンクラブ」）。 

 

具体的な事例 

● ボランティアを活用した地域情報サイトの運営とフリーペーパー発行 

【名称・運営主体】㈱飯田まちづくりカンパニー「Maika(まいか)」、「まいかみ」 

【URL】http://maika.in/ 

【ポイント】 

・ 「Maika」は、若い世代の女性の視点でまちなかの情報を受発信できる場として生まれたサイ

トであり、まちづくり会社のスタッフ（女性）を中心に、市内在住の女性によるプロジェクト

チームがボランティアで担当している。 

・ Maikaの紙面版として、フリーペーパーの「まいかみ」も発行（年3～4回、できるときに発行）。

・ 市内在住の若い女性が発信していることや、手書きイラストを描ける人材がいたことなどから、

手作り感や身近さを価値として、手にとってもらいやすいフリーペーパーとなっている。 

 

  
「Maika」（左）と「まいかみ」（右）（「Maika」より） 

● ボランティアによる運営サポート 

【名称・運営主体】神奈川県厚木市「マイタウンクラブ」 

【URL】https://www.mytownclub.com/navi-mtc/ 

【ポイント】 

・ 「サポーターズクラブ」と呼ばれるボランティアを募集し、「まちかどレポート」の掲載や企業

のコンテンツ制作のサポート等、盛り上げ役となっている。 

・ サポーターズクラブは、地域SNSも含めサイト全体のパトロールを行っており、誹謗中傷や違

法な書き込み等がある場合には、サイト内の「通報機能」によって事務局に報告する仕組みと

なっている。 
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③ 学生の受け入れや大学との共同研究 

学生を受け入れることで、若い世代の感覚にあった情報発信内容とすることや、ICTツール等を効果的

に活用した情報発信を行うことができる。また、大学との共同研究によって、専門的な意見・技術も得なが

ら情報発信を改善することができる。 

学生を受け入れて行う情報発信としては、以下のような取組方策が挙げられる。 

・ 学生モニターを募集し、まちなかの情報（映画情報、新商品情報、イベント情報等）を伝えるレ

ポートを作成、各種媒体で発信（事例：「富山まちなか研究室」）。 

・ 学生のインターンシップを受け入れ、学生による発案で、Facebookページの開設や英語版マッ

プの作成を実施（事例：「まちづくり役場」）。 

 

具体的な事例 

● 学生モニターを活用した情報発信 

【名称・運営主体】㈱まちづくりとやま「富山まちなか研究室」 

【URL】http://www.tmo-toyama.com/magnet/index.html 

【ポイント】 

・ まちなかの情報（映画情報、新商品情報、イベント情報等）を伝える「学生まちなかモニター」

を募集し、モニタリングを希望するショップ等のレポートを作成する仕組み。 

・ 文書、写真、動画（インタビュー等）、マップ情報等によって学生がまとめた結果を、まちづく

りとやまのホームページ・ブログ、MAG.net（富山まちなか研究室）メーリングリスト、街頭

大型ビジョン、タウン情報誌（編集は編集部が実施）といったさまざまな媒体で発信している。

・ 学生の募集は、ホームページやブログでの告知のほか、MAG.net登録者（約300名）への一斉

メールも活用して行っている。 

 

 
マチを知り尽くせ！！マチ部vol.1（「MAG.net」より） 
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具体的な事例 

● 学生のインターンシップを活用した情報発信 

【名称・運営主体】NPO法人まちづくり役場 

【URL】http://www.biwa.ne.jp/~machiyak/ 

 http://ja-jp.facebook.com/machiyaku（Facebook） 

【ポイント】 

・ インターンシップの学生を活用し、長浜まち歩きマップの英語版作成（文書などは全てインタ

ーンシップの学生が作成し、まちづくり役場はその支援を実施）。 

・ 近では、インターンシップで来た学生がまちづくり役場のFacebookを作成し、理事やスタ

ッフもアカウントをとり、試行している。 

 

 
英語版の「長浜まち歩きマップ」 

 

 
まちづくり役場のFaceboookページ 
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④ 一般民間企業の行う企業市民活動等の活用 

一部の一般民間企業が企業市民活動の一環として行っている、NPOやソーシャルビジネス等に対する

人的支援・人材育成支援を活用することで、プロフェッショナルのスキル・ノウハウに基づく情報発信媒体

の作成・改善や、スタッフのスキルアップが可能となる。特にIT系企業は、Webサイト構築等を支援する場

合も多い。 

情報発信のために活用可能な企業市民活動等としては、以下のような取組方策が挙げられる。 

・ 単独企業が、自社のスキル・ノウハウ・製品等を活かして、人材育成支援やツール紹介等を行う

（事例：「地域活性化協働プログラム」）。 

・ 中間支援組織が媒介となって企業の枠を超えたチームを編成し、情報発信ツール（団体ホーム

ページやパンフレット等）の作成・改善を行う（事例：「サービスグラント」）。 

 

具体的な事例 

● 企業市民活動としての、自社スキルを活かした人材育成支援 

【名称・運営主体】日本マイクロソフト「地域活性化協働プログラム」 

※自治体との協働プログラム。ここでは、山形県との協働事例を紹介。 

【URL】http://www.microsoft.com/ja-jp/citizenship/revitalization/default.aspx 

【ポイント】 

・ IT企業としての特徴を活かし、IT を活用しながら効果的に情報発信、さらに効率的に活動を推

進できるようセミナーを実施。 

・ 広報活動の重要性や実践ノウハウ等の学習とあわせて、チラシやアンケートの作成時に使用可

能なテンプレート等が配付され、人材育成支援とともに具体的なツール支援も行われた。 

・ また、このプログラムでは、県内に分散して存在するNPO同士が継続的に交流する手段として、

ビデオ会議システム（「Microsoft Round Table」）が紹介されるなど、NPO活動における課

題（相互の情報交流が少ないこと）に対して、自社製品によるソリューションが提案された。 

 

「地域活性化協働プログラム」の概要（日本マイクロソフトホームページより） 
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具体的な事例 

● プロによって編成されたプロジェクトチームによる、品質の高い情報発信媒体の作成支援 

【名称・運営主体】NPO法人サービスグラント「サービスグラント」 

【URL】http://servicegrant.or.jp/ 

【ポイント】 

・ NPOに対して「お金」を支援する助成金（グラント）と異なり、「スキル」や「ノウハウ」によ

る具体的な成果物を提供することによってNPOを支援する「プロジェクト型助成」。 

・ プロジェクトマネジメント、調査、マーケティング、デザイン、ウェブ制作等のスキルを持っ

た多数の社会人が「プロボノワーカー」として登録されており、支援先のNPOを厳正に審査・

採択した上で、プロボノワーカー4〜6名からなるプロジェクトチームを編成する。 

・ プロジェクトチームは、各自がプロフェッショナルとして仕事上で得たスキル・ノウハウを活

かしてNPO等を支援するため、品質の高い成果物が期待できる。 

・ Webサイトの構築や情報発信媒体の作成を行う場合が多いが、情報発信で重要となる目的やコ

ンセプト等の検討からプロジェクトが始められる。 

・ プロボノ支援の受け入れ団体側もプロジェクトに積極的に関わることで、各分野でのプロフェ

ッショナルの集まりであるプロジェクトチームから、スキル・ノウハウを一定程度習得するこ

とも期待できる。 

 

 
プロボノプロジェクトの進み方（NPO法人サービスグラントホームページより） 

 

 


