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    地域情報化地域情報化地域情報化地域情報化のののの過去過去過去過去・・・・現在現在現在現在・・・・未来未来未来未来    
    
        ＝＝＝＝ニッポンニッポンニッポンニッポン活性化戦略活性化戦略活性化戦略活性化戦略ゴールゴールゴールゴールをををを探探探探るるるる＝＝＝＝  

日本経済新聞社日本経済新聞社日本経済新聞社日本経済新聞社    日経日経日経日経メディアラボメディアラボメディアラボメディアラボ    所長所長所長所長    
慶応義塾大学慶応義塾大学慶応義塾大学慶応義塾大学    大学院大学院大学院大学院    教授教授教授教授    

    

    坪田坪田坪田坪田    知己知己知己知己    
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私のmixiライフ 
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私の日記 
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Mixi日記の効果 

� 自分を常に知ってもらえる 

� ちょっとしたことに優しい声かけができる 

� 他人の「思い」がわかる 

� リアルな関係を補強できる 

� いい本に出会える 



 

  5 5 

地域情報化の教科書 
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なぜ、いま地域情報化か 
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我々が歩んだ「戦後」とは 

昭和昭和昭和昭和30-40年代年代年代年代    高度成長高度成長高度成長高度成長    
            農山村農山村農山村農山村からからからから都市都市都市都市へのへのへのへの人口移動人口移動人口移動人口移動        
            地縁共同体地縁共同体地縁共同体地縁共同体からからからから、「、「、「、「タコツボタコツボタコツボタコツボ」」」」都市生活者都市生活者都市生活者都市生活者へへへへ    
                    コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティからからからからアソシエーションアソシエーションアソシエーションアソシエーションへへへへ    
                    都市都市都市都市ののののコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティはなかなかできなかったはなかなかできなかったはなかなかできなかったはなかなかできなかった    
    
平成平成平成平成    バブルバブルバブルバブル崩壊崩壊崩壊崩壊⇒⇒⇒⇒インターネットインターネットインターネットインターネット⇒⇒⇒⇒団塊団塊団塊団塊のののの世代世代世代世代ののののリタイアリタイアリタイアリタイア    
                豊豊豊豊かでかでかでかで能力能力能力能力のあるのあるのあるのある高齢者高齢者高齢者高齢者がががが動動動動きだすきだすきだすきだす⇒⇒⇒⇒シニアシニアシニアシニアSOHO    
                                                                                                                    市民塾市民塾市民塾市民塾    
                SNS（（（（ソーシャルソーシャルソーシャルソーシャル・・・・ネットワーキングネットワーキングネットワーキングネットワーキング・・・・サービスサービスサービスサービス））））のののの成長成長成長成長    
                                                            「「「「接触飢餓接触飢餓接触飢餓接触飢餓」」」」からのからのからのからの脱出脱出脱出脱出    
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ソーシャル・キャピタル 
（社会関係資本） 

「Bowling Alone －－ひとりでボウリングをする」 
  社会関係資本が蓄積されていない都市は犯罪率が高い 
  
「「「「人人人人々々々々のののの協調行動協調行動協調行動協調行動をををを活発活発活発活発にすることによってにすることによってにすることによってにすることによって社会社会社会社会のののの効率性効率性効率性効率性をををを    
改善改善改善改善できるできるできるできる、、、、信頼信頼信頼信頼、、、、規範規範規範規範、、、、ネットワークネットワークネットワークネットワークといったといったといったといった社会組織社会組織社会組織社会組織のののの特徴特徴特徴特徴」」」」    
    
「「「「つながりのつながりのつながりのつながりの経済社会経済社会経済社会経済社会」」」」のののの構築構築構築構築へへへへ    
            （（（（分断社会分断社会分断社会分断社会からからからから「「「「つながりつながりつながりつながり」」」」へへへへ））））    
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強い連結と弱い連結 

 

 

結合型結合型結合型結合型        強強強強いいいい連結連結連結連結    
            強力強力強力強力なななな協調協調協調協調ができるがができるがができるがができるが、、、、    
            排他的排他的排他的排他的、、、、閉鎖的閉鎖的閉鎖的閉鎖的になるのがになるのがになるのがになるのが難点難点難点難点    

橋渡橋渡橋渡橋渡しししし型型型型    弱弱弱弱いいいい連結連結連結連結    
        ボランティアボランティアボランティアボランティア的的的的でででで出入出入出入出入りりりり自由自由自由自由    
        開放的開放的開放的開放的だがだがだがだが強強強強いいいい協調協調協調協調にはならないにはならないにはならないにはならない    



 

  10 10 

オンラインとソーシャル・キャピタル 

宮田加久子宮田加久子宮田加久子宮田加久子「「「「きずなをつなぐきずなをつなぐきずなをつなぐきずなをつなぐメディアメディアメディアメディア」（」（」（」（NTT出版出版出版出版））））    
            ソーシャルソーシャルソーシャルソーシャル・・・・キャピタルキャピタルキャピタルキャピタルのののの涵養涵養涵養涵養ににににオンラインオンラインオンラインオンライン・・・・メディアメディアメディアメディアがががが    
            有効有効有効有効にににに働働働働いているいているいているいている    

人間人間人間人間はははは、、、、リアルワールドリアルワールドリアルワールドリアルワールドととととバーチャルワールドバーチャルワールドバーチャルワールドバーチャルワールドにににに両棲両棲両棲両棲してしてしてして生生生生きていくきていくきていくきていく    
                                                                （（（（テーマワールドテーマワールドテーマワールドテーマワールド））））    
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  テーマＡ   テーマＢ 

リアルワールドで遠隔地にいても、 
テーマワールドではコミュニティの一員 

Ｗｅｂｌｏｇで実現できる 
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日経地域情報化大賞日経地域情報化大賞日経地域情報化大賞日経地域情報化大賞    日経地域情報化大賞日経地域情報化大賞日経地域情報化大賞日経地域情報化大賞    

2003年年年年にににに創設創設創設創設、、、、大垣大垣大垣大垣、、、、長崎長崎長崎長崎にににに続続続続きききき2006年年年年はははは佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市でででで表彰式表彰式表彰式表彰式    

11月月月月22日日日日    日経杉田社長日経杉田社長日経杉田社長日経杉田社長がががが、、、、長崎県長崎県長崎県長崎県のののの田中副知事田中副知事田中副知事田中副知事にににに贈賞贈賞贈賞贈賞    
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【【【【2003年受賞年受賞年受賞年受賞プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト一覧一覧一覧一覧】】】】     
    
◆◆◆◆大大大大    賞賞賞賞     
                シニアシニアシニアシニアＳＯＨＯＳＯＨＯＳＯＨＯＳＯＨＯ普及普及普及普及サロンサロンサロンサロン・・・・三鷹三鷹三鷹三鷹（（（（東京都三鷹市東京都三鷹市東京都三鷹市東京都三鷹市））））     
◆◆◆◆日本経済新聞社賞日本経済新聞社賞日本経済新聞社賞日本経済新聞社賞     
                ＮｅｔＣｏｍＮｅｔＣｏｍＮｅｔＣｏｍＮｅｔＣｏｍさがさがさがさが推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会・・・・鳳雛鳳雛鳳雛鳳雛（（（（ほうすうほうすうほうすうほうすう））））塾塾塾塾（（（（佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市））））    
                日本日本日本日本サスティナブルサスティナブルサスティナブルサスティナブル・・・・コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ・・・・センターセンターセンターセンター（（（（京都市京都市京都市京都市））））    
                人吉球磨広域行政組合人吉球磨広域行政組合人吉球磨広域行政組合人吉球磨広域行政組合（（（（熊本県人吉市熊本県人吉市熊本県人吉市熊本県人吉市））））     
◆◆◆◆地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化センターセンターセンターセンター賞賞賞賞     
                桐生地域情報桐生地域情報桐生地域情報桐生地域情報ネットワークネットワークネットワークネットワーク（（（（群馬県桐生市群馬県桐生市群馬県桐生市群馬県桐生市））））     
◆◆◆◆インターネットインターネットインターネットインターネット協会賞協会賞協会賞協会賞     
                関西関西関西関西ブロードバンドブロードバンドブロードバンドブロードバンド（（（（神戸市神戸市神戸市神戸市））））     
◆◆◆◆ＣＡＮＣＡＮＣＡＮＣＡＮフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム賞賞賞賞     
                つくばつくばつくばつくば市教育委員会市教育委員会市教育委員会市教育委員会（（（（茨城県茨城県茨城県茨城県つくばつくばつくばつくば市市市市））））     
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【【【【2004年年年年    受賞受賞受賞受賞プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト一覧一覧一覧一覧】】】】     

    

◆◆◆◆大大大大    賞賞賞賞    
                 地域内地域内地域内地域内サプライチェーンサプライチェーンサプライチェーンサプライチェーン「「「「鹿児島建築市場鹿児島建築市場鹿児島建築市場鹿児島建築市場」」」」     
◆◆◆◆日本経済新聞賞日本経済新聞賞日本経済新聞賞日本経済新聞賞    
                 地域医療連携地域医療連携地域医療連携地域医療連携ネットワークネットワークネットワークネットワーク「Ｎｅｔ「Ｎｅｔ「Ｎｅｔ「Ｎｅｔ４４４４Ｕ」Ｕ」Ｕ」Ｕ」 （（（（山形県鶴岡市山形県鶴岡市山形県鶴岡市山形県鶴岡市））））    
◆◆◆◆日経産業新聞賞日経産業新聞賞日経産業新聞賞日経産業新聞賞    
                 受発注業務支援受発注業務支援受発注業務支援受発注業務支援サイトサイトサイトサイト「「「「商談上手商談上手商談上手商談上手」」」」 （（（（大阪市大阪市大阪市大阪市））））    
◆◆◆◆日経日経日経日経ＭＪ（ＭＪ（ＭＪ（ＭＪ（流通新聞流通新聞流通新聞流通新聞））））賞賞賞賞     
            １０１０１０１０商店街合同地域商店街合同地域商店街合同地域商店街合同地域サイトサイトサイトサイト「「「「ささはたささはたささはたささはたドッドッドッドッとこむとこむとこむとこむ」」」」 （（（（渋谷区渋谷区渋谷区渋谷区））））    
◆◆◆◆地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化センターセンターセンターセンター賞賞賞賞    
                産直販売支援産直販売支援産直販売支援産直販売支援システムシステムシステムシステム「「「「からりからりからりからりネットネットネットネット」」」」 （（（（愛媛県内子町愛媛県内子町愛媛県内子町愛媛県内子町））））    
◆◆◆◆インターネットインターネットインターネットインターネット協会賞協会賞協会賞協会賞    
                 南房総地域南房総地域南房総地域南房総地域インフラインフラインフラインフラ整備整備整備整備プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト （（（（千葉県千葉県千葉県千葉県））））    
◆◆◆◆ＣＡＮＣＡＮＣＡＮＣＡＮフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム賞賞賞賞    
                 はりまはりまはりまはりまスマートスクールプロジェクトスマートスクールプロジェクトスマートスクールプロジェクトスマートスクールプロジェクト （（（（兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県））））    
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【【【【2005年年年年    受賞受賞受賞受賞プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト一覧一覧一覧一覧】】】】     

    

◆◆◆◆大大大大    賞賞賞賞    
                 IT決済決済決済決済ネットネットネットネット「「「「きょうときょうときょうときょうと情報情報情報情報カードシステムカードシステムカードシステムカードシステム」（」（」（」（京都府京都府京都府京都府））））     
◆◆◆◆日本経済新聞賞日本経済新聞賞日本経済新聞賞日本経済新聞賞    
                 「「「「わかしおわかしおわかしおわかしお医療医療医療医療ネットワークネットワークネットワークネットワーク」（」（」（」（千葉県立東金病院千葉県立東金病院千葉県立東金病院千葉県立東金病院））））     
◆◆◆◆日経産業新聞賞日経産業新聞賞日経産業新聞賞日経産業新聞賞    
                 移動支援移動支援移動支援移動支援ポータルポータルポータルポータル「「「「みちみちみちみちナビナビナビナビとよたとよたとよたとよた」（」（」（」（豊田市豊田市豊田市豊田市））））    
◆◆◆◆日経日経日経日経ＭＪ（ＭＪ（ＭＪ（ＭＪ（流通新聞流通新聞流通新聞流通新聞））））賞賞賞賞     
                西条市合併記念映画西条市合併記念映画西条市合併記念映画西条市合併記念映画「「「「らくらくらくらくだだだだ銀座銀座銀座銀座」」」」プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    
◆◆◆◆地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化センターセンターセンターセンター賞賞賞賞    
                無線無線無線無線LAN「「「「にんじんにんじんにんじんにんじんネットネットネットネット」（」（」（」（長崎県長崎県長崎県長崎県））））    
◆◆◆◆インターネットインターネットインターネットインターネット協会賞協会賞協会賞協会賞    
                 信州信州信州信州ユニバーサルユニバーサルユニバーサルユニバーサルBBサービスサービスサービスサービス（（（（長野県長野県長野県長野県））））    
◆◆◆◆ＣＡＮＣＡＮＣＡＮＣＡＮフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム賞賞賞賞    
                 彩彩彩彩（（（（いろどりいろどりいろどりいろどり））））事業事業事業事業（（（（徳島県上勝町徳島県上勝町徳島県上勝町徳島県上勝町））））    
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【【【【2006年年年年    受賞受賞受賞受賞プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト一覧一覧一覧一覧】】】】     

    

◆◆◆◆大大大大    賞賞賞賞    
                 「「「「長崎県電子県庁長崎県電子県庁長崎県電子県庁長崎県電子県庁システムシステムシステムシステム等等等等ののののオープンソースオープンソースオープンソースオープンソース公開公開公開公開」（」（」（」（長崎県長崎県長崎県長崎県））））     
◆◆◆◆日本経済新聞社賞日本経済新聞社賞日本経済新聞社賞日本経済新聞社賞    
                 有田工業高校有田工業高校有田工業高校有田工業高校のののの地域連携地域連携地域連携地域連携マルチメディアプロジェクトマルチメディアプロジェクトマルチメディアプロジェクトマルチメディアプロジェクト（（（（佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県））））    
                e-まなびまなびまなびまなびネットネットネットネット郡山郡山郡山郡山がががが開発開発開発開発したしたしたした学校用学校用学校用学校用ブログブログブログブログ「「「「スクログスクログスクログスクログ」（」（」（」（福島県福島県福島県福島県））））    
                子育子育子育子育てててて支援支援支援支援ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイト「「「「はままはままはままはままつつつつ子育子育子育子育ててててネットワークネットワークネットワークネットワークぴっぴぴっぴぴっぴぴっぴ」（」（」（」（静岡県静岡県静岡県静岡県））））    

◆◆◆◆佐賀県知事賞佐賀県知事賞佐賀県知事賞佐賀県知事賞     
                住民参加型住民参加型住民参加型住民参加型ミニミニミニミニFM局局局局「「「「FM    FROWER」（」（」（」（山形県山形県山形県山形県））））    
◆◆◆◆地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化センターセンターセンターセンター賞賞賞賞    
                地域地域地域地域SNSプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト「「「「ごろっとやっちろごろっとやっちろごろっとやっちろごろっとやっちろ」（」（」（」（熊本県熊本県熊本県熊本県））））    
◆◆◆◆インターネットインターネットインターネットインターネット協会賞協会賞協会賞協会賞    
            ネットネットネットネット掲示板掲示板掲示板掲示板をををを使使使使ったったったった相談相談相談相談・・・・ピアサポーターピアサポーターピアサポーターピアサポーター育成事業育成事業育成事業育成事業「「「「ほっとほっとほっとほっとスマイルスマイルスマイルスマイル」」」」    
                                                                                                                                                                （（（（富山県富山県富山県富山県））））    
◆◆◆◆ＣＡＮＣＡＮＣＡＮＣＡＮフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム賞賞賞賞    
                 障害者障害者障害者障害者スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・モバイルライブモバイルライブモバイルライブモバイルライブ中継中継中継中継「「「「モバチュウモバチュウモバチュウモバチュウ」（」（」（」（石川県石川県石川県石川県））））    
◆◆◆◆佐賀新聞社賞佐賀新聞社賞佐賀新聞社賞佐賀新聞社賞    
                ケーブルワンケーブルワンケーブルワンケーブルワンのののの地域映像地域映像地域映像地域映像アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブととととVODサービスサービスサービスサービス（（（（佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県））））    
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【【【【2007年年年年    受賞受賞受賞受賞プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト一覧一覧一覧一覧】】】】     

    

◆◆◆◆大大大大    賞賞賞賞＆＆＆＆インターネットインターネットインターネットインターネット協会賞協会賞協会賞協会賞     
             Ruby City MATSUEプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト （（（（島根県島根県島根県島根県））））    
◆◆◆◆日本経済新聞賞日本経済新聞賞日本経済新聞賞日本経済新聞賞     
            高齢者安否確認高齢者安否確認高齢者安否確認高齢者安否確認システムシステムシステムシステム――――――――今日今日今日今日もももも発信発信発信発信・・・・元気元気元気元気だよだよだよだよ！！！！ （（（（岩手県岩手県岩手県岩手県））））    
            高知県地域版高知県地域版高知県地域版高知県地域版アウトソーシングアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシング （（（（高知県高知県高知県高知県））））    
            オープンプラットフォームオープンプラットフォームオープンプラットフォームオープンプラットフォーム型健康情報基盤型健康情報基盤型健康情報基盤型健康情報基盤（（（（私私私私のののの健康履歴健康履歴健康履歴健康履歴）））） （（（（熊本県熊本県熊本県熊本県））））    
◆◆◆◆日経日経日経日経ＭＪ（ＭＪ（ＭＪ（ＭＪ（流通新聞流通新聞流通新聞流通新聞））））賞賞賞賞 ブブブブ    
            ブログポータルサイトブログポータルサイトブログポータルサイトブログポータルサイト「「「「村村村村ぶろぶろぶろぶろ」」」」 （（（（和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県））））    
◆◆◆◆新潟県知事賞新潟県知事賞新潟県知事賞新潟県知事賞     
            インダスマーケットインダスマーケットインダスマーケットインダスマーケット （（（（新潟県新潟県新潟県新潟県））））    
            地域地域地域地域がががが見守見守見守見守るるるる安心安心安心安心ネットワークネットワークネットワークネットワーク （（（（神奈川県藤沢市神奈川県藤沢市神奈川県藤沢市神奈川県藤沢市））））    
◆◆◆◆地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化センターセンターセンターセンター賞賞賞賞     
            寄寄寄寄ってたかってってたかってってたかってってたかって信州須坂発信信州須坂発信信州須坂発信信州須坂発信プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト （（（（長野県長野県長野県長野県））））    
◆◆◆◆ＣＡＮＣＡＮＣＡＮＣＡＮフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム賞賞賞賞     
            浜松地域浜松地域浜松地域浜松地域ブログポータルブログポータルブログポータルブログポータル「「「「はまぞうはまぞうはまぞうはまぞう」」」」 （（（（静岡県静岡県静岡県静岡県））））    
◆◆◆◆特別賞特別賞特別賞特別賞     
            新潟県中越沖地震新潟県中越沖地震新潟県中越沖地震新潟県中越沖地震にににに伴伴伴伴うううう緊急災害放送緊急災害放送緊急災害放送緊急災害放送 （（（（新潟県柏崎市新潟県柏崎市新潟県柏崎市新潟県柏崎市））））    
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地域をEmpowermentしよう！ 
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A）インフラ構築 

関西ブロードバンド 
みあこネット（京都） 
にんじんネット（長崎・長与町） 
長野県協同電算 
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関西ブロードバンド 
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みあこネット 
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にんじんネット 



 

  23 23 

長野県協同電算 
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B）産業の情報化 

鹿児島建築市場 
「からり」 
「いろどり」 
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愛媛県内子町愛媛県内子町愛媛県内子町愛媛県内子町のののの産直市場産直市場産直市場産直市場「「「「からりからりからりからり」」」」    
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葉っぱはお金に変えられるか？ 
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徳島県上勝町徳島県上勝町徳島県上勝町徳島県上勝町のののの「「「「いろどりいろどりいろどりいろどり」」」」    
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C）情報の生活化 

北条小の「アフター・ネットデイ」 
富山インターネット市民塾 
佐賀・鳳雛塾 
岩手県川井村の高齢者対応 
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千葉県南房総地域 

・民間のNPOが束ねて、高速通信網を導入 
  11市町村に月額7万７０００円で供給 
 
・官民の連携がしっかりしている 
  伏原芳安氏＝プロバイダー会社社長 
  石井博臣氏＝館山市職員 
  鈴木聡明氏＝ソフト会社社長 
・ネットデイやコンテンツ作りまで展開中 
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館山市立北条小学校館山市立北条小学校館山市立北条小学校館山市立北条小学校でのでのでのでのネットデイネットデイネットデイネットデイ（（（（2003年年年年11月月月月））））    
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富山富山富山富山インターネットインターネットインターネットインターネット市民塾市民塾市民塾市民塾    
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飯盛義徳氏飯盛義徳氏飯盛義徳氏飯盛義徳氏    
（（（（いさがいいさがいいさがいいさがい））））    

佐賀県の起業家養成塾「鳳雛塾」 
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  38 38 富山富山富山富山インターネットインターネットインターネットインターネット市民塾市民塾市民塾市民塾とととと佐賀鳳雛塾佐賀鳳雛塾佐賀鳳雛塾佐賀鳳雛塾のののの提携式提携式提携式提携式    
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孤独死を防ぐLモード 
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地域SNSが熱い ごろっとやっちろ 
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地域SNSが熱い ひょこむ 
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地域SNSが熱い 房州わんだぁらんど 
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500人の村に6000人？ 
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地域SNSは何を目指すか 

� 単なる「井戸端会議」なのか 

� 何か、地域の問題解決に役立つのか？ 

 

� コミュニティの再構築？ 

� ムーブメントのベクトルは？ 
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地域から日本を変えよう！ 


