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　フェイスブックを開設する自治体

が相次ぐ中、動きの先駆けとなっ

た佐賀県武雄市で「地方自治2.0」

をテーマにした第２回フェイスブッ

ク学会が１１月１６日から１８日ま

で開催された。

　フェイスブックによって地方自治

が「（バージョン）1.0」や「1.5」から

進化するのではないかという思い

で参加した人々は延べ５００人遠く

は沖縄・石垣島からも。

　「学会」と銘打ってはいるが、研究者だけでなく、各地の自治体職員や、地域づくりに興味を持つ

市民の、フェイスブックなどソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）活用をめぐる活発な発言

が目立った。現地取材と、USTREAM（ユーストリーム）の会場中継からキーワードを拾った。

（４７行政ジャーナル・橋田欣典）

▽基本的に不都合な文書はない

　学会のトップは、市立図書館へのＴカード導入などで注目を集める武雄市の樋渡啓祐市長。２０

１３年４月から行政文書をウェブ上に移し、情報公開請求をしなくても閲覧できるようにすると初日

の会場で発表、出席者を驚かせた。「行政文書には基本的に都合の悪いものはない。相手がある

もの、個人情報があるもの、著作権がこちらにないものは出さない。アーカイブの機能と、現在進

行中でも公開できる文書は出す」と説明。クラウド利用で、災害時の文書消失を防ぐ機能も強調し

た。情報蓄積システムとしてEvernote（エバーノート）を活用する。

▽ものづくりに活かす

　武雄市は昨年８月、全国で初めて公式ホームページをフェイスブックに移行。樋渡市長は「市民

に職員の顔が分かる。また災害現場の写真など、市民が気付いたことを投稿してみなさんに知ら

せることもできる」と効果を語った。同市は「ＦＢ良品」の看板でフェイスブック上に地域産品の通販

サイトも開設。「見てもらうだけではもったいないと思って始めたところ、地元の商品が売れるように

なった。現実の世界でちゃんとやっていることが反映された」と分析する。
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　初日のトークで、星合隆成・崇城大学情報学部教授は、ものづくりを通じて地域社会を構築し、そ

の物語をブランドにして売り出す「地域コミュニティブランド」の考え方を説明。提唱者として群馬県

桐生市で織物のまちづくりを進めた実践例を示し「草の根運動で得た共感を可視化し発信する」こ

との重要性を強調した。

▽スピード、わかりやすさ、写真

　２日目の注目イベントは、地域で実際にフェイスブックづくりに取り組む担当者のトークセッション

だった。東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県陸前高田市に武雄市から出向している古賀

龍一郎さんは、陸前高田市が運営するフェイスブックを通じて、復興への取り組みを外部に発信す

る一方で住民には行政情報を届ける、という活動の中心となっている。「一番大切なのはスピー

ド、そしてわかりやすさ。リアルタイムで、文章は少なくして写真を」と、経験から得たノウハウを説

明した。

　山形県鶴岡市役所から出羽商工会に出向、ソーシャルメディア研究会を立ち上げてフェイスブッ

クなどＳＮＳでの情報発信に取り組んでいる本間真弓さんは「ＩＴのスキルで地域の役に立ちたいと

いう人々が集まっている。７月に庄内のイベントをやったが３日間に全国の１０万人がサイトを閲覧

してくれた」と報告。ネットの縁からリアルに人々がつながっていくことが財産と指摘した。

▽売れるのは人と風景を伝えられるようになってから

　ネットを通じた物産販売も話題の中心に。福岡県大刀洗町役場は７軒の農家が野菜１４種類を

詰め合わせ、町のフェイスブックを利用して送料込みの２９８０円でネット販売している。サイトのデ

ザインは役場がやっており、農家が支払う利用料は売り上げの５％で民間業者に比べて格安とい

う。大刀洗町役場の村田まみさんは「農家のお母さんたちがグループになって野菜を売ることを楽

しいと言っている」と事業が定着しつつある様子を語った。

　武雄市役所でフェイスブックを担当している古賀敬弘さんは「伝統工芸品はＰＲが難しい。触って

みなければよさが分からない」と苦労を明かす。「売れるようになったのはつくっている人の顔、ま

わりの風景、人となりを伝えられるような形ができるようになってから」と話し、ネット上で心のつな

がりを結ぶことの大切さを訴えた。

▽自治体からやって見せる

　最終日の１８日には鼎談「地方自治２.０」と題して、東浩紀さん（作家・批評家）、松原聡さん（東

洋大教授）、樋渡市長のトークが行われた。樋渡市長は「ぼくらが２.０と言っているのは、前にあっ

たものをぶちこわしてまったく違うことをやるのではなく、今ある１.０や１．５に足して付加価値を付

けること。それが基本的な行政の在り方だ。そして主力としてフェイスブックがある」とみずからのス

タンスを説明した。

　東さんは「地方自治の１.０は代表が密室でものを決める段階。２.０は選挙で代表を選ぶけれど、

ソーシャルネットワークでフィードバックし、監視するゆるやかなシステムと考えている」と述べた。

そして「武雄市のような規模の自治体では（ＳＮＳで）市民の声を個別に拾い上げることができる

が、東京や国になるとそれは難しい。統計などを組み合わせて人々の反応を得る方法もある」とし

た。

　一方、松原さんは個々の自治体のＳＮＳを使った取り組みに注目。「いろいろなことをやって見せ

ていくことが大事だ。市民の声ひとつひとつを聞いて議論し、日本全国にものをいえるようになる。

そんな自治体が勝っていけばいい。自治体が動きやすくなり、日本全体がうまくいけば」と、ＳＮＳ

が地方から行政を変えていくきっかけになるという考えを示した。
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　日本フェイスブック学会の締めは、戸羽太・岩手県陸前高田市長、高久勝・栃木県那須町長、樋

渡市長によるトークセッション。戸羽市長は「震災から１年８カ月経ったが、復興にはまだまだ程遠

く、現実は入り口に立てるかどうかというところ。一方、被災地のことはメディアが取り上げなくなる

と忘れられていく。だからフェイスブックで情報を出す。一本松の募金もした。各地で講演をすると

フェイスブックの〝友達〟が来てくれて、リアルに人と人がつながっていき、気持ちの共有が心の

支えになる。人は誰かに見ていてもらえなければ絶対にがんばれない」と語った。

　また高久町長は、東日本大震災で「福島の被災者を那須町で受け入れると真っ先に表明したら

ネットで伝わり、多くの人がやってきた。ＳＮＳは災害に強い」と指摘した。また観光地、別荘地であ

る那須町の特徴として首都圏からの移住者が住民の半数を占め、多くが自治会に加入していない

現状で、ＳＮＳを使った情報発信が大いに役立っているとし、特産品の売り込みにもフェイスブック

を活用していく考えを示した。

▽実験しないと進まない

　学会の長い日程から特にフェイスブックに関係する部分をピックアップして紹介した。発言者の話

題は多岐にわたり、ＳＮＳから遠く離れてしまうこともしばしば。ただ一見「拡散」しているように見え

る地域づくりのトークが、人と人をつなぐネットワークづくりの部分でＳＮＳへの期待に帰ってくること

が印象に残った。「早く声を上げると、それだけスピードをもって広がる」「小さくてもいいからまずや

ってみよう。そういう実験をやっていかないとこの国は何も進まない」と樋渡市長は繰り返し強調す

る。実践が全国の自治体に広がる中で、どのような効果、問題点が浮かび上がるのか。地方自治

に欠かせないツールとなり始めたＳＮＳの在り方をしっかり考える必要性を痛感させられる議論だ

った。

　

＜東京ビッグサイトにＦＢ良品登場＞

　１１月２７、２８日に東京ビッグサイトで開かれた第２６回東京ビジネスサミット２０１２に、武雄市の

「ＦＢ良品」が出展、特別賞を受賞した。ＦＢ良品は２０１１年１１月にオープンした、市によると「自

治体初の特産品等を扱う通信販売ページ」だ。武雄市のフェイスブックページの中に開設され、出

店料不要、販売手数料は５％と安価なことが特徴という。岩手県陸前高田市、栃木県那須町など

とも連携しており、今後は全国の自治体からの特産品販売のプラットフォームとして、地域所得の

向上につなげることを目指している。

　会場で武雄市の取り組みを説明していた市職員の福田史子さんは「市長からはいい商品をピッ

クアップするように言われている。それが売れると、まわりの人もいいものをつくろうとする」と話

す。「ＦＢ良品に出すと住民が元気になる。商品を紹介すると買ってもらえる。そして全国の人とつ

ながっていく。〝人の役に立つ〟という公務員の仕事の本質にもつながります」と意気込んでい

た。

（４７行政ジャーナル・橋田欣典）
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共同通信社動画

参加新聞社動画

Facebookソーシャルプラグイン

コメントする星合 隆成さんとして投稿する (変更)

コメントを追加...

Facebookに投稿
 

Hideki Nakamura ·  · ⻑崎県⽴⼤崎⾼等学校

ＦＢ良品は地域のひとを笑顔にする場所を提供するツールですね！

⽣産者、加⼯者の顔や背景が⾒えて、納得して消費者が購⼊して満⾜する。

笑顔が広がると思います。

返信 ·  · いいね！ · 投稿をフォローする · 2012年11⽉28⽇ 21:16

フォローする

5

本宮 ⼤輔 ·  · 北海道⼤学 Technician

ほぅ。尖った⾃治体はクラウドをパブリックな部分にまで広げてきましたね。

武雄市はサービスの本質を捉えて、ツール（クラウドや外注）を選んでいる好例ですね。

返信 ·  · いいね！ · 投稿をフォローする · 2012年11⽉29⽇ 15:26

フォローする

4

鈴⽊ 紳吾 · ABeam Consulting マネージャー

これ某セキュリティ専⾨家とかなりもめてるやつですね。個⼈的には、ここの市⻑はかなり偏っている

ので、訝しく思っています

返信 ·  · いいね！ · 2012年11⽉29⽇ 20:011

４７⾏政ジャーナル

４７⾏政ジャーナルはフェイスブックでも全国の話題、政策論を紹介しています。

返信 ·  · いいね！ · 投稿をフォローする · 2012年11⽉30⽇ 6:372

宮古島の下地島空港に戦闘機常駐　尖閣領空侵犯で防衛省検討

福島県の佐藤知事が入院　大腸から出血し治療

英キャスター退去の請願認めず　表現の自由は「根本原則」

益若つばささんが離婚　「別々の道歩む」

インド、被害女性を木につるす　残忍レイプ殺人相次ぐ

不明長女の遺体発見 愛知の
山林 自殺か

中国移民が去って行く　経済
情勢が厳しさ増すイタリア

ももクロなどを熱唱 熊本・阿
蘇市長 成人式で

日本の実力 生き残れるか長
大橋技術

男性受刑者に性的行為強要【福島民報】

女子に下半身画像送らせる　男子中学生逮捕【佐賀新聞】

成人式に男ら乱入「あいさつしたいんや」　開会遅れる【四国新聞】

小沢氏の甘言「信じてしまった」　嘉田県知事、後援会で謝罪【京都新聞】

神戸新聞のコラム「無縁社会の闇」【神戸新聞】

ミス・インターナショナル世界
大会ｉｎ沖縄 【沖縄タイムス】

自覚と決意新た、各地で成人
式 【東奥日報】

足利尊氏公マラソン ５４００人
健脚を競う 【下野新聞】

体育館に中学生パワーさく裂
　全道優秀選抜バレー 【北海
道新聞】

【文科相のちゃぶ台返し】秋田公立美術大への進学や編入を目指していた生徒・学生のことを思

えば、これほど乱暴な大臣はいない

【無縁社会の闇】子どもが突然、いなくなる。全国で１年以上消息を絶っている児童生徒は千人

近く。どう考えても尋常ではない

2013年 大学入試センター試験特集

【２０１２年度全国学力テスト】学力テストの問題と解答、都道府県別結果を掲載しています
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01/12 10:17

シリア反体制派が

空軍基地制圧

01/12 09:56

パキスタンで爆弾

攻撃多発

01/11 21:39

全日空がサンノゼ

線就航

01/14 18:56

「卵子バンク」事業

を開始

01/14 18:23

弘大生の雪かたづ

け隊が始動

【東奥日報】

01/14 16:53

東京都心でも積雪

01/14 12:27

バックス、ＫＩＺＵＮＡ

マッチで勝利

【下野新聞】

01/08 16:55

五輪開催計画を公

表

01/08 16:26

松本育夫シニアア

ドバイザーが就任

会見

【下野新聞】

01/12 11:17

ベン・アフレック発

言で笑い、デスティ

ニーズ・チャイルド

再結成？キャサリ

ン妃肖像画ほか

01/11 19:50

武井咲、２０歳の抱

負「やりたいことは

やる」

01/11 10:38

「リンカーン」が最

多12部門でノミネ

ート

01/12 01:31

桜島の大噴火に備

え防災訓練

【南日本新聞】

01/09 18:40

山スキーヤーで塩

谷丸山にぎわう

【北海道新聞】

01/08 16:33

新春にパウダー最

高！「イレブンセブ

ン」を行く山スキー

【北海道新聞】

01/14 12:30

子どもたちが弓取

り式

【下野新聞】

01/14 12:29

２４年間の功績た

たえる

【下野新聞】

01/14 12:28

縁起物求めにぎわ

う初市

【下野新聞】

おすすめコンテンツ

漢字物語 
漢字の体系的な仕組みを伝える企画

米大統領選 
海野教授の最前線リポート

地域再生  New!!
これがイチオシ！

似顔絵コラム  New!!
彩賀ゆうの芸能チラ似ズム

東日本大震災 
死者・不明　計１万８８７９人

カルチャー  New!!
芸能、漫画、写真などがてんこ盛り

再改造内閣 
野田再改造内閣の顔触れ

動画震災特集 
復興に向けて歩み続ける被災地の姿

学力テスト 
２０１２年度の問題と解答を公開

被災地は今 
（３５）復興へ、確かな一歩

最新動画

マーク・背景説明:  共同通信  海外動画   地域動画

47NEWS 参加社一覧
北海道新聞  |  室蘭民報  | 河北新報  | 東奥日報  | デーリー東北  | 秋田魁新報  | 山形新聞  | 岩手日報  | 福島民報  | 福島民友新聞  | 産業経済新聞  | 日本経済新聞  | ジャパンタイムズ
 | 下野新聞  | 茨城新聞  | 上毛新聞  | 千葉日報  | 神奈川新聞  | 埼玉新聞  | 山梨日日新聞  | 信濃毎日新聞  | 新潟日報  | 中日新聞  | 中部経済新聞  | 伊勢新聞  | 静岡新聞  | 岐阜新聞
 | 北日本新聞  | 北國新聞  | 福井新聞  | 京都新聞  | 神戸新聞  | 奈良新聞  | 紀伊民報  | 山陽新聞  | 中国新聞  | 日本海新聞  | 山口新聞  | 山陰中央新報  | 四国新聞  | 愛媛新聞  | 徳島
新聞  | 高知新聞  | 西日本新聞  | 大分合同新聞  | 宮崎日日新聞  | 長崎新聞  | 佐賀新聞  | 熊本日日新聞  | 南日本新聞  | 沖縄タイムス  | 琉球新報  | 共同通信 

47NEWSに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

          Copyright (C) 2006-2013 Press Net Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

サイトポリシー |  運営会社 |  著作権 |  リンク |& nbsp; 広告掲載 |& amp;nbsp; 使い方ナビ |& nbsp; お問い合わせ・情報提供 |& nbsp; サイトマップ

【日本の実力】第３部 公共事業②橋をかける
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