
一花 将志 嘉手川 実
高木 俊輔 谷口 一輝
並河 康広 山本 陸

中京大学 山田ゼミ



「過疎」とは．．．

・人口減少のために一定の生活水準を維持することが出来なくなった
状態

ex)防災、教育、保健

資源の合理的利用が困難となり生産機能が著しく低下する

↓

人口減少・人口密度の低下・高齢化

↓

過疎化の発生



近年は、

・交通機関の発達による都市部への人口移動

・若者の農業・漁業離れ

・工場の海外移転による産業の空洞化

・経済の東京一極集中

これらの原因により、村落や離島などの

へき地に過疎化が発生しやすい。

これらが過疎化の
原因となる



三大都市圏及び地方圏における人口移動

（出典）総務省「住民基本台帳人口移動報告」





2010年を100とした時の2050年の人口増減状況



東京圏への転入超過

15-19、20-24歳人口の転入が多い
↓

原因：就職、大学進学



過疎化の影響

・生活道路と農業用水の地域資本の管理

・農業や茅葺き屋根の葺き替え時の助け合い等の互助機能

・冠婚葬祭や消防団など地域社会の維持の困難

・公共交通網の減少

・商店街の衰退

・医療機関の機能縮小

・インフラの喪失

・耕作放棄地の増加



・地方税税収が落ち込む

→・独自財源を失うことによる財政規模の縮減

・財政再生団体への転落

これにより、十分な行政サービスが提供できなくなる

↓

地域産業の衰退に拍車がかかる

↓

更なる行政サービスの低下につながる

特に、医療サービスの確保は深刻な問題



税収の減少

インフラの喪失

人口の減少



人口減少克服・地方創生のため

1. 「東京一極集中」の是正

2. 若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現

3. 地域の特性に即した地域課題の解決

↓

「ひと」が「しごと」を呼び、「しごと」が「ひと」を呼ぶ

この好循環が「まち」に活力を取り戻す



内閣府のデータで見る「恐ろしいほどの人口減少化・過疎化にある日本」

http://kaigoshi-mesen.com/gensho/

http://kaigoshi-mesen.com/gensho/


パソコンが
広く普及 スマートフォン普及

率の
急上昇



mixi

・会員登録制でスタートした、日本
国内のSNSサイト。

・コミュニティに参加することで、共
有の趣味を持つユーザー同士で雑
談を楽しんだり、日記を公開できる
ことが特徴。

・イベント、ゲームなど多種多様な
サービスを提供

2004年：mixiがサービス開始 大ヒット



2005～6年ごろ：
地域SNSが急増
①日記
②フォトアルバム
③SNS参加者同士のコミュニティ
④災害時の画面の切り替え
⑤携帯電話からの利用

地域内の住民同士のコミュニティ
参加者間のやりとりがメイン

mixiに大きく影響





地域SNSのメリット

•地域住民間で、親密なやり取りができる

•他サイトやマスコミでは分からない地域情報も流れてくる

•住んでいる地域により愛着が湧く

地域SNSのデメリット

•運営に莫大な費用が掛かる

•小さなコミュニティのため、流れがゆるやか

• →そのため、アクティブユーザーの定着は通常SNSより難しい可能
性も



2011～2012年ごろ：
スマートフォンの急速な普及



Twitter,Facebook,Instagramの登場

①Twitter
・140字以内の書き込みが可能
「呟き」程度の手軽さが人気を
博す。
・HNでの登録可能。不特定多数
とのやり取りができる。
・画像の投稿も可能。
タグ機能はInstagramほど
浸透していない
(キャンペーン参加に用いられる
ことが多い)



②Facebook
・実名登録制。知り合い同士
のやり取りに最適
・日本ではスマートフォンの普
及により、
mixiを超えコミュニケーション
ツールとして一挙に広がる。
・写真、動画の登録もでき字数
制限も2940字なので、
企業アカウント運営もしやすい
・世界ユーザー数はNo.1



③Instagram
・写真共有に重点を置いたア
プリ

・実名登録義務は無いので、
不特定多数との情報共有が可
能。

・タグ機能が非常に浸透してい
る。特定の情報の写真を検索
することも簡単。
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①日記 → Twitter Facebook
②フォトアルバム → Instagram Twitter
③SNS参加同士のコミュニティ →Facebook より密接した連絡は

LINEへ

・TwitterやInstagramの急普及により
不特定多数とのやり取りアプリに注目が集まる！

・知人間とのやり取りはFacebook LINEが占める

スマートフォンの登場により、
アプリで気軽に情報を発信できるような手軽さがユーザー数を
増やす！



国内アクティブユーザー数(2017年10月)
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世界アクティブユーザー数(2017年10月)
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○ネットツールが変化したことで・・・
•多数の人で爆発的に情報が共有できるようになった！

→口コミには欠かせない存在に！

•世界中の人により情報発信しやすくなった！

→世界中で使用されているコミュニケーション

ツールの浸透

写真なら言語を超えてより共有が出来る
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新たな地域密着SNS① マチマチ

・自治体公認の地域密着型SNS

・実名、郵便番号登録制で、同じ
自治体のユーザー間でコミュニ
ティを作る

・地元の情報交換や子育て相
談、防犯・防災の連絡手段に特
化している。



質問を入力！

同じコミュニティの
人からアンサーが
返ってくる！



マチマチのメリット

•どんな地域でもコミュニティが作られる

•郵便番号登録制なのでより信憑性の高い情報が得ら
れる

•天災時は地元の人と助け合うツールにもなり得る

マチマチのデメリット

•公共団体主催のSNSではないので認知度が低い

•→広く知名度が知り渡らないと効果が得られない

•地元のレストランや病院の評判は検索エンジンで満足
してしまう人も多い



新たな地域密着SNS② PIAZZA

・地域密着型プラットフォーム。
人口流入が激しいエリアで展
開

・地元の口コミ交換の他に、
イベント・習い事の告知、
家具・家電のリユースが可能。



PIAZZAの展開エリア





PIAZZAのメリット

•展開地域が決まっているので、地域内で宣伝すればコミュニ
ティが発達しやすい

•より信憑性の高い情報が得られる

• リユース(お譲り)等、密接コミュニティだからこそ気軽に出来る
サービスも充実

PIAZZAのデメリット

•決まった地域でしか使用が出来ない

•地元のレストランや病院の評判は検索エンジンで満足してしま
う人も多い



SNSの爆発力 「バズる」という現象

• まず、「バズる」ということはどういうことなのか

•バズる

•別表記：Buzzる

特定の単語や物事がインターネット上で爆発的に多くの人に取り上
げられることを意味する語。TwitterやFacebookなどのSNSで急に話
題となった時に用いられることが多い。「口コミ」という意味のマーケ
ティング用語「Buzz」を動詞化したものと思われる。

• （https://www.weblio.jp/content/%E3%83%90%E3%82%BA%E3%82%
8B）引用2017.11.9

https://www.weblio.jp/content/Buzz%E3%82%8B
https://www.weblio.jp/content/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%81%AE
https://www.weblio.jp/content/%E5%8D%98%E8%AA%9E
https://www.weblio.jp/content/%E7%89%A9%E4%BA%8B
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8A%E3%81%A7
https://www.weblio.jp/content/%E7%88%86%E7%99%BA%E7%9A%84
https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%9A%E3%81%8F
https://www.weblio.jp/content/%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%B8%8A%E3%81%92
https://www.weblio.jp/content/Twitter
https://www.weblio.jp/content/Facebook
https://www.weblio.jp/content/SNS
https://www.weblio.jp/content/%E6%80%A5%E3%81%AB
https://www.weblio.jp/content/%E8%A9%B1%E9%A1%8C
https://www.weblio.jp/content/%E6%99%82%E3%81%AB
https://www.weblio.jp/content/%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
https://www.weblio.jp/content/Buzz
https://www.weblio.jp/content/%E5%8B%95%E8%A9%9E
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%AE
https://www.weblio.jp/content/%E6%80%9D%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B


•「バズる」という現象を利用し、流行したもの

•ピコ太郎 ジャスティンビーバーがtwitterでお気に入り
しバズる

•一気に世界中に拡散 （写真）

•阿智村 星での触れ込みがSNS各所で拡散され認知度
が上昇

•（写真）



•「バズる」という現象を利用し、流行したもの

•ピコ太郎 ジャスティンビーバーがtwitterでお気に入り
しバズる

•一気に世界中に拡散 （写真）

•阿智村 星での触れ込みがSNS各所で拡散され認知度
が上昇

•（写真）



•バズマーケティングについて

•いわゆる従来の口コミマーケティングと呼ばれてきた販
促方法で

•これを現代における拡散力の象徴であるSNSを活用し
て色々なものの認知度を上げる手法である。

•口コミマーケティングよりも爆発力が大きく、拡散速度も
速い。



•以上のことの実例として・・・・・
• Twitterを活用しているバイナリー、アフィリエイトの募
集を行っている方々
•インスタグラムを活用しているホワイトニング
•これらはSNSでの匿名性や拡散力、若者のユーザーが
多いことを利用したもの

•以前の口コミマーケティングを活用して流行した
AMWAYの現代版がこの二つであるといえる。



自治体が上手くSNSを活用するには、

どのような工夫が必要か？

ＳＮＳの拡散による

インフルエンサーの活用

SNS限定クーポン等、ＳＮＳを利用して

お得になるようなサービスを展開する

年齢別に利用率の多いSNSに分け、

年齢に合わせた観光アプローチをする



・・・SNSで強い影響力をもつユーザー
ジャスティン・ビーバー、きゃりーぱみゅぱみゅなど、

岩手県では観光誘致のため130万人ものフォロワー（現
在、260万人以上）をもつ柴犬 「丸」とコラボし、インスタグ
ラム上で観光資材を取材、宣伝し、柴犬「丸」が同行するツ
アーなど、ＳＮＳ上のフォロワーに情報を提供し、前年に比
べ4.6%観光客が増加した



参照 https://www.benetton.jp/campaign/150918coupon_sns/

最近では、チケットクーポンが減り、
ネットクーポンが主流になってきている。
右下の写真は、SNS限定のクーポン
ネットクーポンの中でも、手軽で拡散力のある
SNSクーポンが主流になっている
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問題へのアプローチ④

ＳＮＳの活用による

地域活性化政策を考える！

•発展していない地域や移住者が増加していない地域。

１０年先でも継続して活性化する地域へ

•自分たちの考察や論理によって
地域活性化が継続していくことを目指す。


