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1
特集／地域SNSの可能性ーICTを活用した住民参画事業の実験　自治体チャンネ
ル 80 ,2-9, 2005-12 株式会社三菱総合研究所

2005.12

2
丸田一「SNSが示す三つのネットワーク世界観 (特集 地域SNSを考える)」　智場 
106,  8-12,  2006-03,  国際大学グローバルコミュニケーションセンター

http://ci.nii.ac.jp/naid/4000727013
1/

2006.3

3
鈴木謙介「地域とは何か,SNSとは何か(講演) (特集 地域SNSを考える)」　智場 
106, 14-19,  2006-03,  国際大学グローバルコミュニケーションセンター

http://ci.nii.ac.jp/naid/4000727013
2/

2006.3

4
石橋 啓一郎「地域SNSを考える(パネルディスカッション) (特集 地域SNSを考える)」　
智場 106 , 20-27, 2006-03,  国際大学グローバルコミュニケーションセンター

http://ci.nii.ac.jp/naid/4000727013
3/

2006.3

5
庄司 昌彦、石橋 啓一郎「地域SNSの現状 (特集 地域SNSを考える)」　智場 106, 
28-33, 2006-03,  国際大学グローバルコミュニケーションセンター

http://ci.nii.ac.jp/naid/4000727013
4/

2006.3

6
大越 匡、小林 隆生、濱野 智史「SNSのアライアンス (特集 地域SNSを考える)」　
智場 106, 34-39, 2006-03,  国際大学グローバルコミュニケーションセンター

http://ci.nii.ac.jp/naid/4000727013
5/

2006.3

7
丸田一「第3部 地域コミュニティ・ツールの共同化と連携--地域から地域へと伝播、
話題の「地域SNS」にも連携の動き (特集1 システム共同化--普及の姿が見えてき
た)」　日経BPガバメントテクノロジー 11,  33-38, 2006-04, 日経BP社

http://ci.nii.ac.jp/naid/4000743347
9/

2006.4

8
庄司昌彦「国際大学グローコム--情報社会学シリーズ "地球智場"の時代へ(第16
回)eデモクラシーの展開から考える地域SNS」情報通信ジャーナル 24(4), 36-39, 
2006-04 , 電気通信振興会

http://ci.nii.ac.jp/naid/4000725714
7/

2006.4

9
八代市行政管理部情報推進課「地域におけるGISの取組 「ごろっとやっちろ」地域
SNSとGIS」人と国土21,31(6), 68-71, 2006-03,  国土計画協会

http://ci.nii.ac.jp/naid/4000724961
5/

2006.3

10 丸田一、國領二郎、公文俊平編著「地域情報化　認識と設計」NTT出版
http://www.nttpub.co.jp/search/b
ooks/detail/100001679

2006.4

11
「特集２／インターネット上の新しいツール もっとさかんに！ブログ・SNSの活用」 広
報紙総務省 ,12-19, 2006-04 総務省

2006.4

12 「地域で活用するSNS」　宣伝会議 692, 52-53, 2006-05 宣伝会議 2006.5

13
印出井 一美「事例 住民参画における地域SNS活用の方向感--「ちよっピー」によ
る実証実験を通して(千代田区) (特集 電子自治体と業務改革・住民参画)」　月刊
自治フォーラム 563 , 39-43, 2006-08, 第一法規

http://ci.nii.ac.jp/naid/4000745068
0/

2006.8

14
竹田秀雄「地域SNS『おここなごーか』の取り組み (特集/eコミュニティ)」月刊
LASDEC 36(11) , 5-10, 2006-11, 地方自治情報センター

2006.11

15
城陽市市民活動支援室広報係「城陽市ホームページにおけるRSS配信の導入 (特
集/eコミュニティ)」月刊LASDEC 36(11), 11-15, 2006-11

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001518312
1

2006.11

16
大田 守雄「双方向性を持たせた地図ウェブサイトの活用でeコミュニティを推進 (特
集/eコミュニティ)」月刊LASDEC 36(11), 16-21, 2006-11

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001518312
2

2006.11

17
河井 孝仁「eコミュニティの展望 (特集/eコミュニティ)」月刊LASDEC 36(11), 22-30, 
2006-11

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001518312
3

2006.11

18
庄司昌彦「CLOSE UP 3 地域SNS 各地で続々オープン 地方自治体の役割は?--
地域SNSの現状と課題、可能性を探る」日経BPガバメントテクノロジー 14, 80-83, 
2006 日経BP社

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001521804
4/

2006

19
阿久津さや香、小久保友貴「地域情報活性化のための地域SNS開発」会津大学短
期大学部卒業論文, 2006年

http://www.jc.u-
aizu.ac.jp/11/141/thesis/msy2006/
20.pdf

2006

20
「FOCUS 地域振興 動き出した地域SNS 地域活性化のきっかけづくりを期待 希薄
化したコミュニティーの再生手段に--自治体運営から民間主導へと急拡大」　日経
グローカル 65 , 30-33 ,2006-12-04, 日経産業消費研究所

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001516490
4/

2006.12

21
長田進「これからのまちづくりの方向性についての一考察－セカンドライフ、イン
ターネットHP、地域SNSとの連動についての可能性について」　慶応大学日吉紀要　
社会科学2007(18) , 39-50,  慶応義塾大学日吉紀要刊行委員会

http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/
modules/xoonips/detail.php?koara_i
d=AN10425830-20080331-0039

2007

22
清水孝治「人間関係ダイアグラム評価を導入した地域SNSでの地域通貨の使用」
卒業論文 2007

http://kinoshita.ee.kanagawa-
u.ac.jp/~shimikou/sotsuron.pdf

2007

23
西谷光生「地域SNS（ソーシャルネットワーキング）の可能性」　行政＆ADP　43(1), 
28-31 , 2007-01, 行政情報システム研究所

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001527221
6/

2007.1

24
境勉「電子自治体最前線（７）地域SNS」地方自治 710 , 36-46 ,2007-01, ぎょうせ
い

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001523070
6/

2007.1

25
「特集　広がる地域SNS活用のまちづくり　住民同士、自治体間の『生の交流』へ発
展－意見の施策反映や災害情報共有にも」　地方行政 9926 , 10-13 , 2007-10-
15, 時事通信社

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001562202
1/

2007.1

26 丸田一「ウェブが創る新しい郷土 ‐地域情報化のすすめ」講談社現代新書 2007.1

27
庄司昌彦「『地域SNS』の現状と可能性 (特集 情報社会研究のフロンティア)」智場 
109, 72-79,  2007-02・03,  国際大学グローバルコミュニケーションセンター

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001546716
7/

2007.3

28
庄司昌彦、三浦伸也、須子善彦、和崎宏 著『地域SNS--ソーシャル・
ネットワーキング・サービス--最前線 Web2.0時代のまちおこし実
践ガイド』ASCII

http://ascii.asciimw.jp/books/boo
ks/detail/978-4-7561-4873-
5.shtml

2007.3

29 「特集３／地域SNSのススメ」べんりネット生活 2, , 38-43, 2007-03, 英和出版社 2007.3

30
丸田一　「地域情報化の理念と理論」行政＆ADP（2007/3）,4-8,  行政情報システ
ム研究所

2007.3
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31
総務省情報通信政策局地方情報化推進室「総務省における地域情報化の取り組
み」行政＆ADP（2007/3）, 9-14, 行政情報システム研究所

2007.3

32
多田優也、安政雄一朗、柿崎淑郎、辻秀一、小林隆「SNS機能を持つ地域通貨シ
ステムの提案（オフィスインフォメーションシステム、グループウェアおよび一般）」電
子情報通信学会研究報告 107(79) , 31-36

http://ci.nii.ac.jp/naid/1100063453
38/

2007.5

33 河井孝仁「地域情報交流基盤による「地域力」強化の可能性について」
http://homepage3.nifty.com/tacoh/
document/JSIS07.pdf

2007.6

34 飯島泰裕「ICT利活用の地域協働と北陸」金沢大学経済論集 42, 97-118 http://hdl.handle.net/2297/7037 2007.7

35
前川道博「1E6　地域メディアを活用したプロジェクト型学習の実践（教科学習にお
けるICT活用、日本教育情報学会第23回年会）」年会論文集 23 , 188-189, 2007-
08-20, 日本教育情報学会

http://nels.nii.ac.jp/els/1100068565
89.pdf?id=ART0008784746&type=pd
f&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv
_type=0&lang_sw=&no=1236323519
&cp=

2007.8

36
「起業という進路：パソコンを教えることを通して大学生と地域住民の世代間交流」
公共研究 4(2),  177-183, 2007-09-28, 千葉大学公共研究センター

http://mitizane.ll.chiba-
u.jp/metadb/up/ReCPAcoe/42korai
wa.pdf

2007.9

37
「特集 広がる地域SNS活用のまちづくり 住民同士、自治体間の「生の交流」へ発展
--意見の施策反映や災害情報共有にも」地方行政 (9926), 10-13, 2007-10-15

2007.10

38
「クローズアップNOW　ふるさとを育てる地域SNS」たしかな目 256, 75-81,  2007-
11,  国民生活センタ-

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001566644
8/

2007.11

39 「地域SNS」ながさき経済 217 ,30-32, 2007-11, 長崎経済研究所
http://ci.nii.ac.jp/naid/4001569256
5/

2007.11

40
城戸秀之「ユビキタスネットワーク社会における地域社会の多元的情報化について 
: 大分県臼杵市の事例をもとに」経済学論集=Journal of economics and sociology, 
Kagoshima University 68 , 21-40

http://hdl.handle.net/10232/6926 2007.11

41
井上創造、堀優子、池田大輔「SNSにおける信頼と図書館における応用（第33回
ディジタル図書館ワークショップの論文）」情報処理学会研究報告, 情報学基礎研究
会報告,2007(109),  31-42, 一般社団法人情報処理学会

http://ci.nii.ac.jp/naid/1100065317
80/

2007.11

42
国領二郎、飯盛義徳編著　『「元気村」はこう創る－実践・地域情報化戦略』日本経
済新聞出版社

2007.11

43
水野 義之 , 西村 一朗 , 藤田 忍 , 吉村 輝彦「地域SNSを活用した市民まちづくり
の実証実験:－「けいはんな」地区の知識社会型ソーシャルキャピタルを基盤として」
日本社会情報学会全国大会研究発表論文集 23(0), 164-167, 2008

http://ci.nii.ac.jp/naid/1300046058
23

2008

44
河井孝仁「地域情報リテラシーの現状と課題に関する研究」NTT Docomo モバイル
社会研究所

http://www.moba-ken.jp/wp-
content/pdf/research07-
08_kawai.pdf

2008

45
五味壮平，深田秀実，吉田等明「地域SNSによる地域コミュニティ支援の可能性」、
The 22nd Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence, 
2008

http://www.ai-
gakkai.or.jp/jsai/conf/2008/progra
m/pdf/100164.pdf

2008

46
福井誠「地域における問題解決のためのSNS構築」流通科学大学論集　経済・経
営情報編, 16(2), 115-133, 2008-01,  流通科学大学学術研究会

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001588164
5/

2008.1

47
藤田忍「地域SNSはまちづくりの次ステージを切り開くか」まちづくり17 , 122-124, 
2008-01, 学芸出版社

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001576453
9/

2008.1

48
牧慎太郎「知縁コミュニティと地域SNSの展開（特集ICTが地域を変える）」月刊自治
フォーラム581, 25-32, 2008-02, 自治研修研究会 編

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001588099
9/

2008.2

49
波形昭彦「”ICT”が変える電子自治体と地域コミュニティ（第6回）地域SNSは自治
体ホームページの進化形となるか」月刊自動認識21(3), 73-76,  2008-03,　月刊自
動認識編集委員会 編

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001589711
8/

2008.3

50
池田和彦、 日山克之「地域SNS導入と活用へのチャレンジ（特集　広がる自治体
ホームページ－多様な取り組みに見る自治体ホームページの可能性）」月刊
LASDEC 38(3),  9-15, 2008-03,　地方自治情報センター

http://ci.nii.ac.jp/naid/4001589681
5/

2008.3

51
木下真「地域SNSを用いた地域コミュニティ再構成の試み：自治体が運営する地域
SNSを事例として」大学教育 = Journal of higher education 5, 211-224, 2008-03,　
山口大学

http://repository.oai.yamaguchi-
u.ac.jp/yunoca/D50/D50000500001
5.pdf

2008.3

52
嶺岸赳宏、赤川貴雄「786　まちづくり活動のツールとしての地域SNSの役割に関す
る研究（都市計画）」日本建築学会研究報告, 九州支部 3, 計画系47 , 613－616 , 
2008-03,　社団法人日本建築学会

http://nels.nii.ac.jp/els/1100069754
53.pdf?id=ART0008885266&type=pd
f&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv
_type=0&lang_sw=&no=1236320247
&cp=

2008.3

53

岡本健志、田中秀幸「1k-2 地域情報化施策とネットワーク形成に関する研究（情報
爆発時代における情報ガバナンス、一般セッション、「情報爆発」時代に向けた新し
いIT基盤技術）」全国大会講演論文集, 第70回平成20年(5), "5-77"-"5-78", 
2008-03,　社会情報処理学会

http://ci.nii.ac.jp/naid/1100068638
86/

2008.3

54

曽我和哉、深田秀実、市川尚、阿部昭博「6ZE－6利用者の行動支援を考慮した地
域SNS連携マップの提案（コミュニケーション技術とSNS、学生セッション、インター
フェース）」全国大会講演論文集, 第70回平成20年(4), "4-393"-"4-394", 2008-03,　
社団法人情報処理学会

http://ci.nii.ac.jp/naid/1100068677
34/

2008.3

55
峰滝和典、吉田倫子、立野伸治「地域SNSとソーシャル・キャピタル」情報通信政策
研究プログラム, 2008-03

http://www.officepolaris.co.jp/icp/2
007paper/2007011.pdf

2008.3

56
庄司昌彦「地域SNSサイトの実態把握、地域活性化の可能性」情報通信政策研究
プログラム研究成果論文, 2008-03

http://www.officepolaris.co.jp/icp/2
007paper/2007014.pdf

2008.3

57
上野直樹「ICTによるニュータウンの街づくり拠点構築-web2.0技術の活用による地
域情報の集約と地域活動の促進－」武蔵工業大学環境情報学部　情報メディアセ
ンタージャーナル9, 2008-04

http://www.yc.musashi-
tech.ac.jp/~cisj/09/09_01.pdf

2008.4
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