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7. コミュニティ 

 

(1) カキコまっぷ  

(2) 浜松地域ブログポータル「はまぞう」  

(3) わかやまイベントボード  

(4) はままつ子育てネットワークぴっぴ  

(5) ひょこむ  

(6) 鹿児島テレビの NikiNiki  
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(1) カキコまっぷ 

分類 コミュニティ 実施団体 株式会社岩手情報システム、東京大学 

利用開始時期  実施地域 全国 

URL http://upmoon.t.u-tokyo.ac.jp/kakikodocs/ 

事業の概要 

○誕生 

東京大学工学部都市工学科において、地域行政への住民参加を活性化させるひとつの手段として

考案され、岩手情報システムがオープンソース版として開発しました。 

○機能概要 

インターネット上に公開された地図に、情報を書込んだ「ふせん」を貼り付けていきます。 

� 投稿された内容にコメントを追加することにより、書込んだ「ふせん」が「電子会議室」に

なります。 

� GPS 付携帯電話からのコメント・画像の投稿及び閲覧ができます。 

� ベースとなる地図は、ＧＩＳ対応データまたは、オリジナルの画像も使用することができま

す。 

  ※オリジナル画像を使用する場合は、GPS 付携帯電話からの投稿はできません。 

 

主な対象者 一般 会員登録 あり 

利用端末 PC 利用料金 無料 

サービス内容・特長等 

○「カキコまっぷ」メイン画面 

� 地図の拡大縮小表示切替ができます。 

� 地図上の「ふせん」情報を一覧表示画面に切替て見ることができます。 

� 投稿情報の検索ができます。（期間、語句） 

� 地図上に複数のテーマ（レイヤー）で情報管理ができます。（まちづくり、安全、他） 

○「ふせん」のイメージ （地図拡大）  

� 情報内容別に「ふせん」の色を選べます。 

� コメントを消して「ピン」だけ表示することができます。 

○「メモ」投稿画面 投稿情報 

� 名前（ニックネーム可能） 

� タイトル 

� 本文（５００文字未満） 

� e-mail  

� 関連ＵＲＬ 

� 画像ファイル（２００ｋｂ以下の jpeg、gif、png） 

� 修正削除用パスワード（設定可能） 

� メモの種類を選ぶ（ふせんの色） 

 地域ﾎﾟｰﾀﾙ  SNS  ブログ  映像配信  メール配信 

 Twitter  Facebook  ﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ ○ データベース ○ その他 

想定される効果 

○ 新たなコミュニティ形成  都市と地域の交流  地域情報の一元化 

○ 地域資源の情報発信  地域産業の活性化  安全・安心の確保 

 情報アクセスの確保  業務の効率化   

支援施策の利活用 

独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）2005 年度下期・オープンソースソフトウェア活用基

盤整備事業 

本県の ICT 利活用において参考となるポイント 

⑥ 情報集約・提供型：個々の住民が持つ情報を、地図上に表示することによる地域情報の「見え

る化」。 
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【渋谷コモンの活用事例】 

 

出所：http://upmoon.t.u-tokyo.ac.jp/kakiko2/KakikoMap 

【目白カキコまっぷの活用事例】 

 

出所：http://upmoon.t.u-tokyo.ac.jp/kakiko/servlet/Kakiko 
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(2) 浜松地域ブログポータル「はまぞう」 

分類 コミュニティ 実施団体 シーポイント 

利用開始時期  実施地域 静岡県浜松市 

URL http://www.hamazo.tv/ 

事業の概要 

浜松発の静岡情報サイト「はまぞう (HamaZo)」ブログポータル!皆で作るクチコミ情報! 

県西部中心に思いがけないお宝情報や隠れた情報などコアなお話がい～っぱい詰まってますよ!! 

主な対象者 一般 会員登録 あり 

利用端末 PC・携帯電話 利用料金 無料 

サービス内容・特長等 

○ブログ 

会員のブログを時系列、カテゴリー別に掲載。検索も可能。 

○フォトラバ 

会員から投稿された写真をカテゴリー別に掲載。 

○マップ 

ブログ記事を地図上に表示。 

○カレンダー 

カテゴリー別にイベントスケジュールを表示。 

○グルメ 

予算・ジャンル・地域別に飲食店の検索が可能。 

○ 地域ﾎﾟｰﾀﾙ  SNS ○ ブログ ○ 映像配信  メール配信 

 Twitter  Facebook  ﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ ○ データベース  その他 

想定される効果 

○ 新たなコミュニティ形成  都市と地域の交流 ○ 地域情報の一元化 

 地域資源の情報発信  地域産業の活性化  安全・安心の確保 

 情報アクセスの確保  業務の効率化   

支援施策の利活用 

－ 

本県の ICT 利活用において参考となるポイント 

①地域参加型：ブログを用いた個人の情報発信ポータルサイト。数多くの利用者による圧倒的な口

コミ情報がサイトの魅力。 
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(3) わかやまイベントボード 

分類 コミュニティ 実施団体 （特非） 市民の力わかやま 

利用開始時期 2005 年～ 実施地域 和歌山県 

URL http://eventboard.shiminjuku.jp/ 

事業の概要 

個人、公共などが主催するイベントを自ら入力し、ＰＲできるみんなで手作りで作るサイトです。

みんなが自分のグループ情報を入力する(主催者登録をしイベント情報を入力する)だけで、和歌山県

で活動しているどんな団体やグループがあって、どんな活動をしているかが一覧できる様にしたサ

イトなのです。 

主な対象者 一般 会員登録 あり（H23 年 7 月末 484 名） 

利用端末 PC・携帯電話 利用料金 無料 

サービス内容・特長等 

○イベント入力をコピー機能で簡単に！ 

以前のイベントの内容をコピー機能を使って簡単に新しいイベントとして登録することができま

す。 

○イベント詳細ページから別のホームページへリンク 

イベント登録時に「関連サイト」だけではなく、「内容」欄などに URL を指定すると直接リンク

できます。 

○他サイト連携イベント一覧（分野・地域別等）リンク 

わかやまイベントボードは「バーチャル和歌山」と自動連携しています。わかやまイベントボー

ドで登録したイベント情報が自動的に「バーチャル和歌山」に連携し、新着トピックスに追加され

ます。また、毎日 RSS 配信されます。 

 

  
○ 地域ﾎﾟｰﾀﾙ  SNS  ブログ  映像配信  メール配信 

 Twitter  Facebook  ﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ ○ データベース  その他 

想定される効果 

○ 新たなコミュニティ形成  都市と地域の交流 ○ 地域情報の一元化 

 地域資源の情報発信  地域産業の活性化  安全・安心の確保 

 情報アクセスの確保  業務の効率化   

支援施策の利活用 

和歌山県「わかやま情報発信プラットフォーム 構築モデル事業」 

本県の ICT 利活用において参考となるポイント 

①地域参加型：地域の多様なイベント情報を集約し､情報発信。地域の新たなコミュニティ形成に寄

与。 
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(4) はままつ子育てネットワークぴっぴ 

分類 コミュニティ 実施団体 （特非）はままつ子育てネットワークぴっぴ 

利用開始時期  実施地域 静岡県浜松市 

URL http://www.hamamatsu-pippi.net/ 

事業の概要 

 

主な対象者 浜松市・その周辺の子育て世代 会員登録 あり（NPO 法人） 

利用端末 PC・携帯電話 利用料金 NPO 法人正会員 3,000 円 

サービス内容・特長等 

○イベント 

浜松市および近郊地域の子ども関連のイベント・講座などの情報です。 

○ぴっぴのブログ 

ぴっぴではブログでいろいろな口コミ情報などを発信しています。 皆さんのコメントもお待ちし

ています！ 

○保育・教育 

職場復帰や子どもが幼児期に入る頃、保育園・幼稚園のデータベースをご活用ください。また、

ファミリー・サポート・センターなどを利用すれば、時には子どもを預けて家事に専念したり、ゆ

ったりと買物をしたりできるなど利用方法はいろいろあります。 

○就労 

子育てをしながら働く時、これから働こうと思ったときに、ぜひ知っておきたい情報です。 

○健康 

子どもや妊婦の健康診査・予防接種・病気やその予防について、参考にしてください。 

○手続き 

子ども手当や医療費の助成など、さまざまな手当や助成があります。また、出産時、ひとり親家

庭、障がいのある子どもなどをサポートする市の事業や制度があります。期間が決められているも

のや、申請が必要なものもありますので、忘れないように手続きを行ってください。 

○ 地域ﾎﾟｰﾀﾙ  SNS ○ ブログ  映像配信  メール配信 

 Twitter  Facebook  ﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ ○ データベース  その他 

想定される効果 

○ 新たなコミュニティ形成  都市と地域の交流 ○ 地域情報の一元化 

 地域資源の情報発信  地域産業の活性化  安全・安心の確保 

 情報アクセスの確保  業務の効率化   

支援施策の利活用 

－ 

本県の ICT 利活用において参考となるポイント 

③ テーマ参加型：地域の子育てに関する情報に特化したサイト。情報発信のみならず、就労サポ

ート、コンサルティング業務まで、子育てに関する様々なサービスをワンストップで提供。 
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(5) ひょこむ 

分類 コミュニティ 実施団体 インフォミーム株式会社 

利用開始時期 2006 年～ 実施地域 兵庫県神戸市 

URL http://hyocom.jp/ 

事業の概要 

ひょこむは、兵庫県を舞台とした信頼と連携の「コミュニティ活動支援型地域 SNS」サイトです。 

○ひょこむについて 

 地域コミュニティの再生が語られはじめてもう随分と経ちます。兵庫県では１９９５年１月の阪

神淡路大震災で、地域のひとりひとりが支え合って命をつないだ貴重な経験から、その大切さはも

ちろんのこと、コミュニティの再生への可能性を体感することができました。「地域コミュニティに

は計り知れないほど大きな地域力が潜在している」というのが私達の意見です。眠っている能力を

覚醒することができれば、震災のような不幸な災害によらずとも、きっと地域は自律的に活性化す

るに違いありません。 

 SNS には、知らない人をつなぐだけではなく、交流を通してつながった人同士の関係性を強化す

るという特徴があります。私達は、SNS を上手に使ってネット上の空間と実際の地域社会とが連動

する仕組みを構築できれば、いま地域から消えゆこうとしている「人の絆」を再生・強化すること

ができるのではないかと考えました。ひょこむが目指すのは、この仕組みが生み出す人脈のつなが

りによって、地域社会を支えるソーシャルキャピタルが創造され、自律的にコミュニティの活性化

が実現することなのです。 

主な対象者 一般 会員登録 あり 

利用端末 PC・携帯電話 利用料金 無料 

サービス内容・特長等 

○ひょこむの特徴 

 「地域のソーシャルキャピタルの創造」という目的を実現するために、ひょこむは他のＳＮＳに

はみられない、次のような特徴を持っています。 

・実名登録制 

 参加される方には、登録時に実名・現住所・連絡先の記入を義務づけています。(非公開にできま

す) 

・完全招待制 

 参加するには、メンバーの紹介が必要です。 

・後見人(スポンサー)制 

 友人を招待したメンバーは後見人となり、新たに参加した方のサポートの義務があります。 

・ＳＮＳプラットホームの採用 

 OpenSNP(Open Social Network Platform)の採用により、他の活動グループのＳＮＳとのリ

ソース共有を行います。 

・充実したコミュニティ支援機能 

 カレンダー、マップ、コミュニティ管理など、他のＳＮＳにはない支援機能を搭載しています。 

・行政との緊密・広範な連携 

 広範な行政の地域施策と連携して、直接地域コミュニティにインセンティブを提供します。 

○ 地域ﾎﾟｰﾀﾙ ○ SNS ○ ブログ  映像配信  メール配信 

 Twitter  Facebook  ﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ ○ データベース  その他 

想定される効果 

○ 新たなコミュニティ形成  都市と地域の交流 ○ 地域情報の一元化 

 地域資源の情報発信  地域産業の活性化  安全・安心の確保 

 情報アクセスの確保  業務の効率化   

支援施策の利活用 

ICT を活用した地域活性化・コミュニティ再生支援事業（平成 22 年度ふるさと雇用再生特別基金

事業） 

本県の ICT 利活用において参考となるポイント 

①地域参加型：ＳＮＳプラットフォームを活用し、地域のソーシャルキャピタルとなる新たなコミ

ュニティ形成に寄与。完全招待制により、顔の見える関係を構築。 
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(6) 鹿児島テレビの NikiNiki 

分類 コミュニティ 実施団体 鹿児島テレビ 

利用開始時期  実施地域 鹿児島県 

URL http://www.kts-tv.co.jp/nikiniki/index.php 

事業の概要 

○NikiNiki って何？ 

NikiNiki は、ＫＴＳ鹿児島テレビが提供する新しいコミュニケーションサービスです。(無料) 

NikiNiki は、参加者がお互いに友人を紹介しながら新しい友人関係を広げられる、日記をベースに

したコミュニティ型のネットサービスで、現在 7800 人が参加しています。 

集まった日記はデーダベース化され、鹿児島のさまざまな情報を検索できるようになっています。

そして特典もさまざま用意されています！ 

主な対象者 一般 会員登録 あり（約 7,800 人） 

利用端末 PC・携帯電話 利用料金 無料 

サービス内容・特長等 

○NikiNiki には、楽しさ広がるしくみがいっぱいです。 

まずは自分を紹介するプロフィール、自分の好きなもの興味のあることを紹介しましょう。 

日々のことは日記に書きましょう。知り合いの方や日記の話題に興味のある方が、コメントを残し

てくれるかもしれません。自分のページを訪れてくれた人は、あしあとで確認、訪れてくれた方の

ページもたずねてみましょう。親しくなった人とは、メッセージをやりとりしたり、自分の興味の

あるコミュニテイを作って盛り上がりましょう。 

NikiNiki の人気の理由の一つに、会員さんどうしが現実に会って交流をしているということが上

げられます。 

日記に質問や相談をすると真面目な答えが返ってきますし、コミュニティの親睦会などで実際に会

ってもって親しくなることができます。 

はじめて会う場合でも、すでに NikiNiki 上で交流しているので、昔からの知り合いのように楽しい

時間を過すことができます。遊びや趣味、仕事、スポーツ、習い事、育児など共通の話題で盛り上

って友だちがどんどん増えていきます。 

 地域ﾎﾟｰﾀﾙ ○ SNS  ブログ  映像配信  メール配信 

 Twitter  Facebook  ﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ  データベース  その他 

想定される効果 

○ 新たなコミュニティ形成  都市と地域の交流  地域情報の一元化 

○ 地域資源の情報発信  地域産業の活性化  安全・安心の確保 

 情報アクセスの確保  業務の効率化   

支援施策の利活用 

－ 

本県の ICT 利活用において参考となるポイント 

①地域参加型：地元テレビ局が運営するコミュニティサイトであり、WEB 上での交流だけではなく、

親睦会などの企画により、実際に交流を深めることが可能。親睦会などの開催には、サイト管理者

の企画力や信頼性もポイント。 
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