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はじめに 
 
 さんぽみちプロジェクトとは、平成２１年７月１日から平成２２年３月

３１日までの２７４日間、市役所後援、バス会社、新聞社、ラジオ局が協

賛のもと実施した社会実験の名称です。“地域の情報を地域の人々が共有す

ることが街の活性化に貢献できるのではないか”という仮説を立て、その

実証実験を行いました。 
実験の範囲を和歌山県和歌山市の中心市街地区域と定め、多様な主体と

共に“地域の魅力を発掘しその情報を住民と共有する７種のコンテンツ”

を制作および配信しました。 
 地域の魅力を情報化し住民らで共有する施策を「地域情報化政策」と呼

び、全国各地で街の活性化を目的とした様々なモデルがあります。 
７種のコンテンツとは、テレビ・ラジオ・新聞等の放送メディアと、イ

ンターネット等の情報技術を活用した映像・電子地図・携帯端末向け情報

等をそれぞれ連動させ配信する通信メディアを活用し独自に作り上げたも

のです。このように、通信メディアと放送メディアを連動させ効果的な情

報提供を行うことを「通信と放送の融合」と呼びます。 
つまり、さんぽみちプロジェクトは「通信と放送の融合による地域情報

化政策により街を活性化しよう」という仮説のもとで様々な試みを行い、

どれほど街の活性化に貢献できたのかを検証する、仮説検証型の社会実験

なのです。 
 本書では、和歌山県和歌山市における地域情報化政策推進の意義を認識

したうえで、通信と放送を融合させた７種のコンテンツをどのように設計

し制作をしたか、そして、認知度調査をもとにコンテンツ間の連動性から

明らかとなった融合のメカニズムを分析します。 後にブロードバンドの

普及に伴うＩＣＴを活用した地域情報化政策の展望に触れています。 
 本書の読者が、まちづくり活動への使命を感じ、自発的なまちづくり（地

域活性化）の担い手に名乗りを挙げていただけることを強く望みます。 
（慶應義塾大学 和歌山さんぽみちプロジェクト 代表 次田 尚弘） 
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第１章 地域情報化政策の定義 
 
「地域情報化 認識と設計（丸田一、國領二郎、公文俊平編著，NTT 出版，

2006，P9-P15）」によると、「地域情報化とは住民等が主体となって進める

情報化である」と述べられています。そのなかで、「地域情報化とは、情報

技術で知的にエンパワーされた住民等が、地域においてアクティビズムを

発揮し、プラットフォームの設計やイメージの実体化などによって、共働

型社会を目指すプロセス」と定義されています。つまり、地域の有志者ら

の協力により情報技術を用いた活発な活動を興すということが地域情報化

の基礎であると解釈できます。プラットフォームの設計（形成）とは、第

三者間の相互作用を活性化させる物理基盤とその上に成立するコミュニケ

ーション基盤を形成するプロセスを指し、人々の協働の場や情報提供の場

を設けるということを指します。イメージの実体化とは地域の過去や歴史

などを把握し、作り上げてきた地域情報や地域イメージを住民らが共有す

ることで、地域イメージが実体化し地域に新たな個性が生まれるというこ

とを指しています。 
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第２章 和歌山県和歌山市における中心市街地の衰退 
 
 和歌山県和歌山市は紀伊半島の北西部に位置する人口約３７万人、面積

約２１０平方キロメートルの中核市です（平成１７年国勢調査）。大阪市中

心部から約７０㎞、電車で約１時間の立地です。かつては徳川御三家の１

つで、紀州徳川家が治める５５万５千石の紀州藩の城下町でした。和歌山

市の中心部にあたり、これから取り上げる中心市街地には、その名残を残

す和歌山城などがあります。近年では近畿圏南部で 大の商業業務都市と

して、また重工業都市として発展してきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和歌山市の人口は昭和４０年代以降、高度成長に伴い急増しました。こ

れにより郊外部の開発が増加し急速に市街地が拡大しました。その反面、

中心市街地は地価が高く開発余地が少なかったために人口は減少傾向にあ

りました。高度成長が鈍くなった昭和６０年代以降は、和歌山市全体の人

口も減少していきました。ここ 近では、平成６年度と平成１８年度を比

較すると、和歌山市全体では４．１％の減少ですが、中心市街地では１０．

７％と、人口の減少が著しく、和歌山市全体に占める中心市街地の人口の
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割合は年々減少しているのです。また、中心市街地人口の和歌山市全体に

占める割合が、平成７年から平成１７年の約１０年間で、３．１％から２．

８％へと減少しており、人口の郊外部への拡散が見られます。 
これに加え、人口の拡散やモータリゼーションの進展により、周辺の市

町村には既に多くの郊外型大規模集客施設が立地しています。ここ数年に

開店した大阪府南部のショッピングセンター等の和歌山市民の利用頻度が

高くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これらの人口減少と郊外型の大規模集客施設の増加により、中心市街地

の小売商業は商店数、小売商業販売額ともに減少し、従業員も郊外へ流出

しています。平成９年度と平成１６年度を比較すると、商店数は中心市街

地、和歌山市全体共に１２％の減少で中心市街地だけが減少しているとい

うことではありませんが、従業員数については和歌山市全体でみると０．

１％の減少ですが中心市街地においては約１７％減少しており、従業員が

郊外へ流出していることがわかります。とりわけ中心市街地の小売商業販

売額をみると約４０％減少しています。 
歩行者・自転車通行量を比較しても明らかです。小売店が密集する中央

商店街（通称ぶらくり丁商店街）がある中心商業地７地点で計測された通

行量の合計は、平成４年と平成１８年を比較すると、平均で約６０％と大

幅に減少しています。平日と休日の通行量に差が無くなったということが

象徴的です。 



7 

以上の事象をまとめると、人口の郊外部への拡散と郊外型大規模集客施

設の増加により、中心市街地に在住する人や中心市街地へ訪れる人が大幅

に減少したことで、中心市街地にある小売店の売り上げが減少、ひいては

店をたたむ経営者が増え、小売店が密集する商店街に空き店舗が多くなっ

ていることを示しています。このままでは中心市街地が衰退し、訪れる人、

住む人、歩く人がますます減ってしまい、和歌山市が魅力的な街で無くな

ってしまうかもしれません。そこで和歌山市は事態を重く受け止め、平成

１９年８月「和歌山市中心市街地活性化基本計画」を策定し内閣総理大臣

より基本計画の認可を受け、中心市街地の活性化のための積極的な施策を

はじめました。 
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第３章 和歌山市中心市街地活性化基本計画の認識 
 
・和歌山市中心市街地活性化の目標 
 和歌山市は中心市街地活性化のためには、和歌山城の城下町を「城まち」

と名付け、歴史・文化や地域資源等を活かし、行政と地域住民、事業者、

学生、関係団体等様々なまちの担い手たちが、地域ぐるみで相互に連携し、

熱意を持ってまちづくりに取り組んでいくことを大切であると考えていま

す。そのため、これらの目標を達成するための事業等を効果的に実施し基

本テーマである「歩いて暮らせる賑わいあふれる城まち」の実現を目指し、

「城まち賑わい拠点の創出」、「城まち居住の促進」、「城まち周遊性の向上」

を、活性化推進の３本柱としています。 
 まず、「城まち賑わい拠点の創出」とは、城まちの賑わい拠点であるぶら

くり丁商店街周辺の機能強化を行い、賑わいの回復を図るということで、

中心市街地に不足する機能や新しい商業・サービスを提供し、街を訪れる

人の利便性を向上させるとともに、健康や娯楽、あるいは観光的な要素を

付加することで人々の交流を促進しようとしています。 
 次に、「城まち居住の促進」とは、公共公益施設や都市インフラが整備さ

れていることを活かし、あらゆる世代が歩いて暮らせる居住環境の構築を

行い、生活空間や移動環境の整備に加え、居住施設の整備促進を図ること

により、あらゆる人に優しく暮らしやすいまちの形成を目指しています。 
 後に、「城まち回遊性の向上」とは、南海和歌山市駅とＪＲ和歌山駅を

交流誘導ゾーンとし両駅から中心市街地に至る中心市街地の骨格道路の質

を高め、歩いて楽しく過ごせるメインストリートとして、まちなかの回遊

性の向上を目指しています。 
 
・中心市街地活性化のための具体的な施策や活動 
 中心市街地活性化基本計画の認定を受け、和歌山市をはじめとした多様

な主体が活性化プロジェクトを推進してきました。例えば、旧丸正百貨店

ビルの暮らし・にぎわい再生事業や、けやき大通り第一種市街地再開発事
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業など民間企業と連携した再開発、道路を黄色くカラー舗装する事業、野

外アートプロジェクトや文化財等のライトアップをする地域創造支援事業、

和歌山大学の学生らが行うオープンカフェ、公共交通の利用促進を目的と

した周遊切符の発売、まちづくりの担い手となる人材の育成を行うまちづ

くり１０００人会、まちづくり活動に取り組む市民グループから中心市街

地で賑わいを創出する事業の提案を公募選定し、事業経費の一部を助成す

るわかやまの底力・市民提案実施事業をはじめ、多岐にわたる様々な事業

が行われています。 
 
・さんぽみちプロジェクトが目指したもの 
 和歌山市をはじめとした多様な主体により行われている活動は、まちな

かに存在するものをいかに魅力あるものにしていくか、また創り出してい

くかという点に着目する点が多いと考えます。中心市街地活性化基本計画

が認定され３年が経ち、再開発や催しといったハード面の目標は達成され

つつあると思います。ハード面が形成されれば次に求められるものはソフ

ト面の充実であると考えます。それは、再開発や催し、中心市街地がいか

に魅力的であるかを市民に伝え、よりコミットメントしてもらうというこ

とです。 
そこで、さんぽみちプロジェクトでは「中心市街地（城まち）の魅力を

市民らが共有し合うことで、我が町に住む誇りや感動に気づき、夢や希望

を持てるのではないか。それが、城まちを訪れてみたい、住んでみたい、

歩いてみたい、と思う引き金になるのではないか。」と仮定しました。街の

資源を発掘し、マスメディア（放送）とインターネット（通信）を活用し、

市民へ街の魅力や街を歩く意義を訴求していく。これが、さんぽみちプロ

ジェクトの主軸となりました。 
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第４章 さんぽみちプロジェクトの概要と成果尺度 
 
 さんぽみちプロジェクトとは、地域情報化により中心市街地を活性化さ

せようという社会実験で、慶應義塾大学飯盛義徳研究室が主催、南海電鉄

グループ和歌山バス株式会社、株式会社和歌山新報社、ＮＰＯ法人エフエ

ム和歌山が協賛、和歌山市後援のもと実施しました。実施期間は平成２１

年７月１日から平成２２年３月３１日迄（一部社会実験は経過観察のため

平成２２年９月３０日迄延長）の２７４日間（延長期間を含まず）でした。 
 主催、協賛、後援団体からもお判りいただけるように、大学、バス会社、

新聞社、ラジオ局、行政がコラボレーションしています。これは、それぞ

れが持つ利点を活かし、様々な角度から街へ出かける意義を訴求すること

が効果的であると考えからです。バス会社は交通広告を、新聞社は紙面を、

ラジオ局・テレビ局は電波を無償で貸与し、その中身をさんぽみちプロジ

ェクト（大学）が作りそれを行政がサポートするという仕組みです。つま

り、強固なハード面を活用し、ソフト面であるコンテンツ（中身）を大学

と行政が作り上げようというものです。 
これに加え、さんぽみちプロジェクト（大学）はインターネットを用い

たオリジナルの通信網（さんぽみちＷＥＢＳＩＴＥ）を立ち上げ、動画配

信やマスメディアのコンテンツの再送信、GoogleMAP を利用した地域情

報の発信を行いました。また、バス会社や市役所と共同で開発した「バス

停留所周辺情報案内板」も、携帯電話を用いたオリジナルの通信網です。 
 社会実験により期待する効果として、①我が町に魅力を感じ、まちづく

りについて考えるセミナーへ加入するようになる、 ②バスの周遊切符を利

用し中心市街地区域の何カ所かへ訪れるようになる、 ③中心市街地へ頻繁

に足を運ぶようになる、という３段階のステップを仮定しました。そこで、

この３点の数値を比較（前年比もしくは前年同月比）し増加したことをも

って成果とするよう定めました。 
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第５章 さんぽみちプロジェクトのコンテンツ 
 
 さんぽみちプロジェクトには７つのコンテンツが存在します。ラジオド

ラマ・ラジオリポート・新聞連載・地上デジタルテレビのデータ放送を用

いた地域情報配信・動画配信・バス停留所周辺情報案内板・地域情報を集

約した電子地図の配信です。 
 これらは、バス停留所を１つの単位として定めています。バス停留所は

中心市街地区域とその周辺に合計３１箇所、それぞれがおおむね３００～

５００メートル間隔に存在します。そのうえ、３１箇所のバス停留所は１

３の路線で形成されており、存在としては点と点をつなぐものの、碁盤の

目の如く広がる路線網のおかげで、面としてとらえることができます。ま

た、バス停留所の名称は一般的な道路地図に掲載されているため、市民だ

けではなく観光客をターゲットとすることも可能であるうえ、バスという

移動手段を活用することでより効率的な城まち散策を促すことも可能です。 
 以上の理由から、バス停留所を毎週１箇所ずつ全てのコンテンツが連動

し情報配信を行うというモデルが確立しています。 
本章では、それぞれのコンテンツにおける概要や制作意図について、バ

ス停留所を単位とすることを念頭に紹介します。 
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① ラジオドラマ「おはなしのまち わかやま さんぽみち」 
 
 ラジオドラマ「おはなしのまち わかやま さんぽみち」は、企画、脚本、

選曲、出演を代表の次田尚弘が、編集および放送をエフエム和歌山が担当

したラジオドラマです。毎週土曜日午後１時から午後２時と日曜日午前１

時から午前２時（日曜日午前１時の放送は前日土曜日の再放送）、平成２１

年８月１日（土曜日）から平成２２年３月２７日（土曜日）の全３５週に

渡り放送しました。 
 平成２１年１２月２６日（土曜日）放送の、本町３丁目編は、ＪＣＢＡ

日本コミュニティ放送協会 近畿地区協議会主催 第１２回近畿コミュニテ

ィ放送賞・情報教養番組部門で 優秀賞を受賞しました。 
  

子供から大人まで、幅広い方々が聴取できる番組づくりを心がけました。

本編では童話調の物語を朗読するという形式を取り入れると共に、キャラ

クターが街を歩く情景を描くことで、記憶にある風景を思い起こしながら

聴取できるよう工夫しました。思い起こされる実際の風景と物語で表現す

る実際の街の風景を比較されることで、聴取者が街の変化に気づきやすい

のではないかと考えました。 
 番組には１０匹を越えるキャラクターが登場し毎週バス停を１箇所ずつ

訪れ散策をするという物語です。メインキャラクターである猫の“ももじ

ろう”は、とある企業の東京本社に勤めていたサラリーマンでした。ある

日、和歌山支社への異動を命じられ、和歌山市へ転勤してくるという設定

です。彼の会社（和歌山支社）には、紀州犬の“チャッピー”という同僚

や、彼と同じく和歌山支社へ転勤中の先輩である鳶の“ピーヒョロ”、彼ら

の上司であるリスの“部長”、そして彼らの城まち散策をサポートする白へ

びのおじいさん“ニョロ”が主な出演者です。毎週土曜日になると、もも

じろうとチャッピーがバスに乗って散策へ出かけます。ももじろうはよそ

者の視点で様々な感想や質問を口にし、チャッピーに尋ねます。和歌山市

で生まれ育ったチャッピーですが故郷について考えたことがなく、あいま
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いな答えしか返すことができません。そんなとき、物陰から顔を出し歴史

などを詳しく話すのがニョロの役目です。和歌山市へ移住された方も、ず

っと和歌山市に住んでおられる方も、彼らと自分を重ねることで親近感が

沸くよう設計しました。 
併せて、本編以外に和歌山バス株式会社が発売する城まち１日周遊切符

の広報とプレゼント応募受付や、まちづくり１０００人会の広報を行いま

した。 
 

  
エフエム和歌山のスタジオにて 

 
② ラジオリポート「さんぽみちリポート」 
 
 エフエム和歌山「さんぽみちリポート」は、毎週水曜日午後３時～午後

３時５７分放送の「アフタヌーンバナナ」内のワンコーナーで、わかやま

新報「日曜連載 さんぽみち」の取材エピソードを、出演者である株式会社

和歌山新報社田尾氏と末松氏と共に次田が掛け合うという約１０分間のリ

ポートでした。エフエム和歌山の演奏所（和歌山市塩屋）と慶應義塾大学

湘南藤沢キャンパスがある神奈川県藤沢市をネットワーク回線で結び生中

継を実施したほか、携帯端末を使用した街角リポートなど、全回スタジオ

外からの中継でした。平成２１年８月５日から平成２２年３月２７日まで

の全３１回でした。後述する、わかやま新報「日曜連載さんぽみち」の紙

面やラジオドラマで伝えきれなかった情報を柔軟に発信することを目的と
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しました。 
 リポートでは、その地にちなんだクイズを出題するなど毎週楽しんで聴

取していただけるよう工夫しました。 
 

 
神奈川県藤沢市より中継 

 
和歌山市の街角より中継 

 

 
ネットワーク回線を活用した生放送のモデル図 
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③ 日曜連載「さんぽみち」 
 
 わかやま新報「日曜連載 さんぽみち」は、平成２１年７月２６日付から

平成２２年３月１４日付までの全３２回、日曜付日刊に掲載した連載記事

です。紙面上部に写真を１点、下部に解説文を２５０字程度で構成してい

ます。この紙面は、和歌山市に本社を置く株式会社南北様がスポンサーと

してご協力いただき実現しました。題字は和歌山市出身で帝京大学在学中 
の八尾早紀さんが担当しまし

た。エフエム和歌山のラジオド

ラマ「おはなしのまち わかやま 
さんぽみち」と連動し、バス停

留所の周辺にある名所旧跡を１

箇所ずつ取り上げています。わ

かやま新報オンラインニュース

でもバックナンバーを閲覧でき

るほか、バス停留所周辺情報案

内板から携帯電話でアクセスす

ることも可能です。 
 和歌山の城下町を“よそ者”

の視点で見たとき、どのような

発見や感動があるのだろうか。

本紙はラジオドラマの主人公で

ある、ももじろうの視点から描

いています。１点の写真をカラ

ー掲載しており、その写真は地

上６０センチの高さから撮影し

ています。子供の頃に見た風景

を思い起こしながら読んで欲し

いという想いを込めています。 わかやま新報「日曜連載 さんぽみち」 
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④ YouTube 動画「和歌山市 さんぽみち」 
 

オリジナルな通信網を使用するコンテンツとして、バス停留所の周辺を

映した映像「和歌山市 さんぽみち」の配信を、平成２１年８月１日から平

成２２年３月１４日まで合計３１回に渡り配信しました。１作あたりの放

映時間は約２分とし、動画投稿サイト YouTube へ映像を投稿したうえで、

さんぽみちＷＥＢＳＩＴＥからの視聴を可能としました。 
撮影は、子供の頃の目線と位置づける地上６０センチメートルの高さと

しました。これは、子供の頃に見た記憶と映像に映る実際の映像を重ねる

ことで街の変化に気づいていただこうという仕掛けです。映像はラジオお

よび新聞で紹介した地点を主に撮影しているため、字幕や音声による解説

は行わず、挿入歌として「鞠と殿様」を挿入しました。 

 

 
YouTube の動画サイトより 

 
「バスを降りたその場から城まち散策が始まる～」というコンセプトの

もと、制作をはじめました。和歌山市民にとって身近で懐かしさのある音
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を採用しながら、バスとの関わりも持たせたいという想いから、南海電鉄

グループ和歌山バス株式会社様に企画を持ち込み、同社協賛のもと動画配

信を実施することになりました。 
和歌山市民にとって身近で懐かしみがある音楽といえば“鞠と殿様”で

あると考え、当時慶應義塾大学総合政策学部４年生の佐藤翔氏（現在、東

京大学大学院在学中）に現代風にアレンジした“鞠と殿様”を作曲、演奏

をしてもらいました。また、バスとの関わりを持たせ、「バスを降りたその

場から城まち散策が始まる～」を演出するため、バス車内放送を効果音と

して採用することにしました。和歌山バス株式会社様にご協力をいただき、

日頃運用している路線バスの実車をお借りし、バス車内放送の収録を行い

ました。 
また、動画にはナレーションの挿入や字幕の挿入をしていません。音楽

と共に街の風景をじっくり見て欲しいという想いがありました。撮影地点

とその地点の情報は、GoogleMAP を活用した、さんぽみちＭＡＰ上で配

信しており、それがナレーションや字幕の役割を担っています。撮影には

ハイビジョンカメラを採用し、鮮明で高画質な映像配信を心がけると共に、

数十年先でも映像を活用できるよう先を見越した計画のもと、機材を選択

しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

音源収録をする様子（和歌山バス株式会社和歌山営業所にて） 
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⑤ さんぽみちＭＡＰ 
 
 さんぽみちＭＡＰとは、和歌山市中央商店街連合会および株式会社ぶら

くりと提携し、ラジオ・新聞・動画で紹介した地点と、中心市街地区域内

の小売店の情報を、GoogleMap 上に挿入し配信するもので、GoogleMAP
のページおよびさんぽみちＷＥＢＳＩＴＥから閲覧できます。現在３００

を越える情報が配信されています。 

 
GoogleMAP を活用したさんぽみちＭＡＰ 

 さんぽみちＭＡＰには、さんぽみちプロジェクトで公開する数種類のコ

ンテンツを視聴することができるポータルサイトとしての役割を担ってい

ます。また、地図上からダイレクトに情報を抽出することができ、自宅に

居ながらにして街の散策ができるというメリットもあります。地図上には

８種類のアイコンを用意し、情報の種類を区別しています。例えば、青色
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ピンのアイコンでは動画やラジオドラマで紹介した地点の写真と説明文、

緑色ピンのアイコンでは店舗の写真と説明文の掲載をしています。 

 
さんぽみちＭＡＰ アイコンの一覧 

 
青色ピン  では、動画やラジオドラマで紹介した名所旧跡や小さな地域

資源の地点を１点の写真と説明文で紹介しています。写真は動画のチャプ

タ画像を使用しています。このような情報発信では、ラジオドラマで聴い

た実際の地点を把握すると共に、そこで紹介されていた情報の再確認がで

きるほか、ラジオドラマを聞き逃した方や聴取エリア外の方にも情報提供

を行い、偏りなく情報発信をしたいと考えました。 

 
青色ピンのアイコンをクリックした際に表示される情報 

（情報：時鐘堂） 
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 紫色ピン では、動画やラジオドラマで紹介した公共施設を１点の写真

と説明文で紹介しています。写真は動画のチャプタ画像を使用しています。

説明文では施設の開館（園）時間や休館（園）日、電話番号、入館（園）

料や施設の見どころやサービスについて記載しています。公共施設の情報

は、転居して来られる方が も希求する情報であると共に、市民がよりよ

い生活を送るために共有すべき情報であると考えました。 

 
紫色ピンをクリックした際に表示される内容 

（情報：和歌山城天守閣） 
 
 緑色ピン では、中心市街地区域内にある店舗情報を１点の写真と、商

店主が決めた店舗の愛称、正式な店舗名、住所、営業時間、定休日、電話

番号、店舗の紹介、新和歌山市民への挨拶文などを掲載しています。店舗

名だけでなく店舗の愛称や、新生活シーズンに向け新しく和歌山市へ転入

して来られる方への挨拶文を掲載するなど、既存の店舗情報とは異なり店

舗毎の個性や魅力を存分に発信できるよう設計しました。新聞等のメディ

アを使った広報や、和歌山市中央商店街連合会を通じた組合員への呼びか

けにより、平成２２年２月１日から３月３１日の間に情報の応募を受け付
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け、平成２２年３月１日より公開を開始しました。情報の応募では、携帯

電話のＥメール作成機能で文書を作成してもらい、併せてカメラ付き携帯

電話で店舗の外観を撮影し、Ｅメールに添付し送信してもらうという方法

を採用したほか、和歌山市中央商店街連合会の組合員においては申込用紙

を全店舗へ配布し、写真においては同連合会のウェブサイトもしくは株式

会社ぶらくりが公開する店舗情報のウェブサイトに掲載中の画像を使用で

きるよう、さんぽみちＭＡＰと和歌山市中央商店街連合会および株式会社

ぶらくりが提携し、店舗情報や画像を相互に使用する協力体制を築きまし 
た。 

 
緑色ピンをクリックした際に表示される内容 
（情報：成瀬さんのカジュアルレストラン） 
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和歌山市中央商店街でレストランを営まれる成瀬さまの店舗の情報を一

例として掲載しました。一目でレストランであると気づき、個性的な店舗

の情報を発信され、お客さまとの敷居を低くすることができていると感じ

ています。 
 

 黄色ピン では、城まちハッピーロード沿いにある名所旧跡や公共施設

などの情報と、店舗情報を配信しています。通常は青色ピンや紫色ピン、

緑色ピンで表示しますが、ここでは城まちハッピーロードを前面に押し出

し、ロード沿いの魅力を発信することに着目しました。ロードは実際の道

路上の着色と同様に黄色くペイントし地図上でハッピーロードの存在を知

ることもできます。現時点での情報数は数点です。 

 
黄色ピンをクリックした際に表示される内容 

（情報：城北公園南西側入口） 
 
 
 



24 

写真ピン では、わかやま新報に掲載した記事を閲覧することができま

す。わかやま新報に掲載した写真を使用し、写真の撮影地点を地図上に表

示しています。紙面で地点を把握することができなかった、あるいは、実

際に街へ出る際に周辺のスポットや店舗情報を知りたいという方を対象と

しています。全３２回連載分全てを掲載しています。 
 

 
写真ピンをクリックした際に表示される内容 

（情報：新報連載＃１ 和歌山城公園の楠木・公園前） 
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 交通マークピン では、YouTube 動画を視聴することができます。ピン

は和歌山バス停留所の場所に配置しており、バス停留所周辺の動画を観ら

れるというコンセプトです。動画のチャプタを青色ピン で表示しており、

動画で映る地点の情報を青色ピン から取得することができます。 
 

 
交通マークピンをクリックした際に表示される内容 
（情報：YouTube 動画 #02 市役所前バス停編） 
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 メールマークピン では、和歌山市中央商店街連合会が発信する情報板

として、同連合会が実施する「バス１００円補助金事業」の広報をしてい

ます。和歌山市中心市街地活性化基本計画の事業のひとつでもあり、バス

に乗って中央商店街（ぶらくり丁周辺）へ訪れる客を増加させる目的があ

り、さんぽみちプロジェクトはその試みに賛同しています。 
 

 
メールマークピンをクリックした際に表示される内容 

（情報：バス１００円補助券） 

 水色ピン では、さんぽみちＭＡＰの存在を広く知っていただくと共に、

自宅に居ながらにして地図上の街を散策することで新たな街の魅力を発見

していただくことを目的とした「城まち切符Ｗｅｂマップ上スタンプラリ

ー」を開催しました。地図上に配置するＡからＥのピンをクリックし表示
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される、平仮名１文字のキーワードを順に５つ並べ出来上がった言葉と必

要事項を記載したメールを送信することで応募が出来るという仕組みです。

平成２２年４月１日から応募を受付け、４月２５日に受付けを締切りまし

た。 

 
水色ピンをクリックした際に表示される内容 

（情報：Ｗｅｂマップ上スタンプラリー・キーワードＢ） 
 
 以上が地図上にある８種類のアイコンです。動画、新聞、ラジオの放送

が終わり、平成２２年４月１日には５５店舗の情報と、２５０地点を越え

る名所旧跡や公共施設などの情報が揃いました。地域情報を発信している

ことを広く伝えるため、広報用のポストカード「さんぽみちポストカード」

を作成し合計８００部、和歌山市役所の総合案内所、和歌山市民図書館、

ＪＲ和歌山駅地下のわかちかサービスセンター、和歌山城や南海和歌山市

駅前の和歌山市観光案内所等で配布を行いました。３月下旬より配布を開

始し、５月下旬で配布が完了しました。ポストカードには、ラジオドラマ

でお馴染みのキャラクター５匹が、和歌山城二の丸広場で花見をしている
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情景を描いたもので、たいへん好評を得ました。ポストカードの絵柄は、

和歌山市で活躍するイラストライターである丸田あい様のご厚意により制

作しました。 

 
さんぽみちＭＡＰを紹介するポストカード（宛名面） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
さんぽみちＭＡＰを紹介するポストカード（制作協力：丸田あい） 

 



29 

⑥ バス停留所周辺情報案内板 
 
 バス停留所周辺情報案内板とは、和歌山バス株式会社と和歌山市役所ま

ちづくり推進課および総合防災課の協力を受け開発した、バス停留所ごと

の地域情報を配信する地域情報の総合案内板で、合計３１のバス停留所に

設置しました。 
配信する地域情報は大きく分けて３種類あり、１つ目はラジオ・新聞・

動画などのコンテンツ視聴（外出先でも視聴できるよう再送信をする）、２

つ目は和歌山市内（和歌山県北部）のニュース配信や地域の催し情報（配

信元：株式会社和歌山新報社・株式会社テレビ和歌山・わかやまイベント

ボード）、３つ目はバス停留所から 寄りの避難所まで経路情報を取得でき

るというものです。 
案内板はＡ６サイズ（ハガキサイズ）のラミネート加工で飯盛義徳研究

室のメンバーが準備、デザインは和歌山市で活躍するプロのイラストライ

ター 丸田あい氏のご厚意によるものです。案内板には２つのＱＲコード

（二次元バーコード）がプリントされ、１つはコンテンツの再送信やニュ

ース・催しの情報配信をする携帯電話用のウェブサイトへアクセスされ、

もう１つはアクセス不要の文字情報で避難経路を閲覧できる（災害時避難

経路情報）というものです。 
ニュース配信等は、株式会社和歌山新報社や株式会社テレビ和歌山の携

帯サイトへリンクをさせてもらい、災害時避難経路情報においては和歌山

市まちおこし推進課および総合防災課の協力を得て独自に作成をしました。 
 不偏的な情報である避難経路情報においては停電や基地局の倒壊な

ど、電波状態に左右され必要な情報を取得できない恐れがあると考え、

ＱＲコード（二次元バーコード）を携帯電話で読み取るだけで、文字情

報として取得できるよう設計しました。バス停留所＝情報発信スポット 
という認識を市民に持ってもらい、活用してもらえるよう整備をすすめ

ました。 
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バス停留所周辺情報案内板（和歌山バス 県庁前バス停留所） 
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⑦ 地上デジタル放送「慶応義塾大学さんぽみちプロジェクト」 
 
 地上デジタル放送「慶応大学さんぽみちプロジェクト」とは、株式会社

テレビ和歌山の地上デジタル放送のデータ放送機能を利用した、プロジェ

クト活動（社会実験）全般を告知する文字情報です。 
 株式会社テレビ和歌山のデータ放送では、和歌山県内の地域情報を豊富

に配信しています。同じく地域情報を発信するさんぽみちプロジェクトを

紹介していただくことで、地上デジタル放送のデータ放送（テレビ）と、

さんぽみちプロジェクトが扱うラジオや新聞が、地域情報の配信を行うメ

ディアであることを広く告知したいという意図がありました。なお、デー

タ放送で掲出されている地域情報は、イベント情報として、同社の携帯電

話専用のウェブサイトでも公開されており、バス停留所周辺情報案内板に

おける「今週のイベント」とリンクしています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
テレビ和歌山の地上デジタル放送データ放送での情報発信 

（テレビ和歌山データ放送画面より） 
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第６章 コンテンツ配信の実際 
 
 さんぽみちプロジェクトでは、２０１０年５月３１日より１５日間の日

程で「さんぽみちプロジェクト認知度調査」を実施しました。調査はイン

ターネットより回答を受け付ける形式とし、回答受け付けの告知は、和歌

山市役所ウェブサイトおよびエフエム和歌山のウェブサイト、わかやま新

報の紙面、わかやまイベントボードへの掲載、南海電鉄和歌山市駅および

ＪＲ和歌山駅での広報ビラの配布により行いました。 
 

受付期間のアクセス総数は４８１件で、うち、有効回答は１１４件（回

答率２３．７％）でした。なお、調査回答者には懸賞として、和歌山バス

城まち１日周遊切符（５００円相当）を抽選で５名へ進呈しました。 
 認知度調査の結果を取りまとめ、分析を行った結果、各コンテンツを視

聴、聴取、使用した人における年代や性別と居住地、各コンテンツにおけ

る連動性、意見や感想、要望などを把握することができました。 
本章では、特筆すべき認知度調査の分析結果を、コンテンツ配信の成功

あるいは失敗の実態と、意見や感想、要望からうかがえるその要因、今後

の課題を中心に紹介します。 

 
認知度調査の回答受付ページ 
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① ラジオドラマ「おはなしのまち わかやま さんぽみち」 
 
 ラジオドラマにおける聴取者の分布より、性別や年代を問わず幅広く聴

取されていたことがうかがえます。とりわけ女性層の聴取者が多い傾向に

あります。連動性においては、番組とわかやま新報の紙面が連動している

こともあり、日曜連載「さんぽみち」との連動率が高くなっています。自

由記述欄において、再放送を希望する声や登場する動物たちのキャラクタ

ー化を提案する声をたくさん頂戴しました。また、家族全員で聴取したと

いう記述もあり、動物や童話を活かしたラジオドラマの効果があったとい

えます。 
※日曜連載「さんぽみち」は、以下のグラフ内においては新報連載と表記

しています。 
 
 
 
 
 
 
 
② ラジオリポート「さんぽみちリポート」 
 
 ラジオリポートにおける聴取者の分布より、２０代から６０代における

男女に幅広く聴取されていたことがうかがえます。ラジオドラマと同様に

女性層の聴取者が少し多く推移しています。エフエム和歌山のリスナー層

と放送時間（水曜日午後３時）に関係があると考えられます。連動性にお

いては、日曜連載「さんぽみち」およびラジオドラマとの連動率が高くな

っています。ラジオリポートを放送していた番組は、わかやま新報の社員

がＤＪを務める番組で、１週間にとりあげたわかやま新報の紙面を紹介す

るという仕立てであることから、リスナーにわかやま新報の購読者やオン
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ラインニュースの閲覧者が多数居ることは明らかで、それが連動率の高さ

として現れていると考えられます。コミュニティエフエム局と地方新聞社

のコラボレーションが、番組と紙面間の連動を起こしていることから、地

域メディアが協働することの意義を知ることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
③ 日曜連載「さんぽみち」 
 
 日曜連載「さんぽみち」における読者の分布より、性別や年代を問わず

幅広く聴取されていたことがうかがえます。とりわけ年代が増すにつれ割

合が高くなっています。連動性においてはラジオドラマやラジオリポート

との連動率が高くなっており、先に述べた事柄と整合性があるといえます。

自由記述において、実際の記事を読んで街へ出かけたという声もあり制作

意図に沿った成果が現れているといえます。 
 
 
 
 
 
 
 
④ YouTube 動画「和歌山市 さんぽみち」 
 
 YouTube 動画における視聴者の分布より、２０代から５０代における男
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女に視聴されていたことがうかがえます。とりわけ、２０代においては男

女共に視聴された率が高くなっています。YouTube は若い世代に人気であ

ることがその理由であると考えられます。それは、６０代以上の方に視聴

されていないという結果からも明らかです。今後は、現在 YouTube などで

動画をされていない世代の方々へ、コンテンツとしての利用を呼びかける

ことが、さらなる情報化促進の鍵となるかもしれません。連動性において

は日曜連載「さんぽみち」との連動率が高く、ラジオドラマやラジオリポ

ート、さんぽみちＭＡＰにおいても高い比率となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ さんぽみちＭＡＰ 
 
 さんぽみちＭＡＰにおける利用者の分布は特徴的です。１０代から５０

代にかけて利用されているものの、女性の比率がどの年代でも非常に高く

とりわけ３０代においては他の年代と比べ極めて高くなっています。さん

ぽみちＭＡＰにおいては、中心市街地区域の商店の情報と各コンテンツで

紹介した地点の紹介と再送信を行っていました。３０代女性の利用率が高

いのは、前者の情報を求めた結果かもしれません。今後は男性にも利用い

ただける仕掛けを考察する必要があると考えます。連動性においては、ラ

ジオドラマ、ラジオリポート、日曜連載「さんぽみち」、YouTube 動画と

の連動率が高くなっています。これは後者の理由によるものであると考え

られるとともに、さんぽみちＭＡＰが各コンテンツへの誘導を図るための

ポータルサイトとして、大きく活躍してくれたといえます。先に述べた、

ラジオドラマ、ラジオリポート、日曜連載「さんぽみち」、YouTube 動画
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の全てにおいて、３０％から５０％の連動率をもっています。これは、各

コンテンツとさんぽみちＭＡＰが互いに上手く連動し合っていることをう

かがえる結果であり、連動を促すコンテンツとしてさんぽみちＭＡＰのよ

うにポータルサイトのような役割をする通信メディアがもたらす効果の大

きさに気づかされました。 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ バス停留所周辺情報案内板 
 
 バス停留所周辺情報案内板における利用者の分布も特徴的です。１０代

から５０代にかけて利用されているものの、若い年代になるほど利用率が

高くなっています。また、男性の利用率が女性よりも高くなっています。

バス停留所周辺情報案内板はバス停留所に設置されていることから、通

勤・通学途中に利用されることが多く、若い世代ほど興味をもちアクセス

していただける（使いこなせる）と考えられます。連動性においては、日

曜連載「さんぽみち」や YouTube 動画の比率が高いうえ、さんぽみちＭＡ

Ｐとの比率も高くなっています。さんぽみちＭＡＰとの相互利用がされて

いたと推測できます。 
 利用者の年代分布より、携帯電話を活用したメディアにおいては若い世

代の割合が、日曜連載「さんぽみち」にみられる新聞などの活字メディア

においては高い年代の割合がそれぞれ高く推移していることが明らかです。

昨今、新聞社が電子版の発行をはじめたように、若い世代においては携帯

電話等の通信メディアを活用し情報収集を行う傾向がみられ、地域情報の

配信においても、既存の活字メディアと通信メディアを融合させた発信を
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行うことが地域情報化の促進に有効であるとともに、併せて他コンテンツ

との連動を容易に図ることができることも魅力的であると考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ 地上デジタル放送「慶応義塾大学さんぽみちプロジェクト」 
 
 地上デジタル放送における利用者の分布から、２０代から５０代にかけ

て利用されていることがわかります。利用率はどの年代においても低い比

率であることから、データ放送活用の呼びかけが必要であると考えます。

連動性においては、掲示の文書で紹介していたラジオドラマ、日曜連載「さ

んぽみち」、YouTube 動画との連動率が高くなっています。このことから、

データ放送の広報効果が高いといえます。地上デジタル放送は２０１１年

７月の完全移行より、全ての家庭で利用可能となります。データ放送には

地域情報化促進の起爆剤としての要素があると考えられます。よりいっそ

うの機能充実と、データ放送活用の呼びかけを提言させていただきます。 
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プロジェクト（社会実験）に関する意見や感想、要望について 
 

プロシェクト（社会実験）について、コンテンツの告知方法を改善して

欲しいという要望、中心市街地活性化を観光の視点で取り組んではどうか

という意見、多様なメディアを使用している点への感想、地元大学とコラ

ボレーションして欲しいという要望などが寄せられています。 
 告知方法について、私たちはテレビやラジオ、新聞などのメディアから

取材を受け、プロジェクトを取り上げ紹介してもらうという方式をとって

いました。また、大型イベント等では実際のコンテンツをその場で体感い

ただけるビラを、市役所の協力を得ながら配布しました。市の広報誌など

への掲載や回覧板への折り込みも検討しましたが、広報誌の掲載紙面など

の余裕が無い、回覧板への折り込みは難しいという理由で実現しませんで

した。バス停留所周辺情報案内板をバス停留所のポールに設置するという

交通広告を活用した広報的な意味合いがありました。 
新聞報道回数７回、複数回のラジオニュース、１回のテレビニュース、

地上デジタル放送のデータ放送での紹介文掲載、わかやまイベントボード

等への掲載、バス停案内板など、 大限の努力をしてきたつもりですが、

もっと知りやすくして欲しいという要望があります。今後は、ICT を活用

した市民が様々な情報を瞬時に受け取ることができるポータルサイトのよ

うなサービスを、行政やメディア各社と協議し提供していくことで、更な

る情報化を促進できるのではないかと考えています。 
 我が町の誇りを市民が持つことで街を活性化させられるのではないかと

いう仮説検証型の社会実験であった当プロジェクトですが、観光にも目を

向けるべきだという意見が寄せられています。市民に我が町への誇りとい

う気づき（愛郷心）を与えられているならば、次のステージとして観光客

も利用できるコンテンツの提供をしていきたいと思います。とりわけバス

停留所周辺情報案内板などは観光客に利用してもらうことが有効でしょう。

まずはバス停留所周辺情報案内板を活用した旅のアピールを、市役所の観

光課や旅行代理店等と協力するべきだと考えます。また、発信する情報は
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市民にとっても有意義なものとし、可能であれば市民が情報発信をするよ

うな仕掛けが、地域情報化の促進という観点から有効であると考えます。 
 多様なメディアを使用するというアイデアへの評価もいただいています。

和歌山城周辺へ転入して来られた方がコンテンツを活用し街についての情

報を取得したという投稿もあり、プロジェクトが意図していた成果が現れ

ているといえ、嬉しく感じています。 
 バス停留所周辺情報案内板において、リアルタイムなバスの運行情報の

配信を希望する声や、災害時避難経路情報の再掲出を求める声がありまし

た。２００９年１１月１１日未明から和歌山市は記録的な集中豪雨に見舞

われ、道路冠水、床上・床下浸水、崖崩れなど、甚大な被害が発生しまし

た。朝の通勤通学ラッシュ時も道路冠水が継続し、中心市街地区域を走る

バスも不通となりました。しかし、バスが不通であることを知らずバス停

留所でバスを待ち続ける方がたくさんおられ、情報を求め、バス停留所周

辺情報案内板の携帯サイトへアクセスされた方が少なからず居たことが明

らかとなっています。バス停留所周辺情報案内板は、各コンテンツの再送

信が目的であるため、このような求めに対応することができませんでした。 
今後、災害時避難経路情報の再掲出を含め、リアルタイムな情報発信がで

きるシステムづくりを、バス会社、行政、地域メディア各社と協議します。 
 和歌山大学の学生からの投稿もあり、授業の一環としてコラボレーショ

ンをしたいという要望（意見）も寄せられています。現在も、和歌山大学

の足立ゼミに協力をいただいていますが、今後は今以上に協力しあい、共

にプロジェクトを遂行できるよう検討していきたいと考えています。 
 認知度調査にご協力くださいました皆様に、この場を借りて御礼申し上

げます。 
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第７章 成果尺度３点の達成度と実際 
 
 前述の通り、さんぽみちプロジェクトの社会実験では、①まちづくり１

０００人会の新規入会者の増加（前年同期間と比較）、②和歌山バスが発売

する城まち１日周遊切符の販売枚数の増加（前年同月比と比較）、③中心市

街地の歩行者数の増加の３点を成果尺度としていました。この３点を社会

実験の様々な活動で達成できたのか、分析を行いました。 
 
まちづくり１０００人会の新規入会者について 
 
 まちづくり１０００人会は２００５年４月に発足し、まちづくりに関す

る知識を深め、参画の認識を高めることを目的とし、誰もが入会できる任

意の集まりです。参加登録をした方は、勉強会や講習会の受講や、メーリ

ングリスト等を活用したまちづくり関係の情報提供を受けられるなど、ま

ちづくりに関する知識の向上が図られます。 
 新規入会者数の推移は、発足年の２００５年度に１５９人、翌年の２０

０６年度に５７人、２００７年度に１６人、２００８年度に５人、と時間

が経つにつれ年間の入会者数が右肩下がりの傾向にありました。 
さんぽみちプロジェクトの社会実験を開始した２００９年７月２６日時

点での入会総数は２３９人でした。開始後の新規入会者数の推移は２００

９年７月に２人、８月に６人、９月に２人、１０月に２人、１１月に４人、

１２月に１３人、２０１０年１月に１３人、２月に５人、３月に３人で、

２０１０年３月１５日時点での入会総数は２８９人となりました。つまり、

社会実験の実施期間中に５０人の新規入会者が現れたということで、右肩

下がりの新規入会者数が右肩上がりの増加傾向となりました。前年の同期

間と比較すると増加率は２５００％（２５倍）です。 
以上から、まちづくり活動への積極的な参加を促す社会実験での訴求効

果が、まちづくり１０００人会の入会者数の大幅増加に現れたことは明ら

かであり、多用なメディアを用いた地域資源発信で地域情報化を推進する
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ことは、地域の活性化に貢献できるということが実証されました。 

 
まちづくり１０００人会、年度別入会者総数の推移 

 

（人） 
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まちづくり１０００人会、７月から翌３月の年度別新規入会者数 

 

（人） 
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城まち１日周遊切符の販売枚数について 
 
 和歌山バス株式会社が販売する「城まち１日周遊切符」は、和歌山市の

中心市街地区域とその周辺のエリアを自由に乗り降りできるフリーパスで、

２００８年５月より販売を開始しました。販売は７日前から当日まで、南

海和歌山市駅・ＪＲ和歌山駅の定期券販売所、和歌山市観光案内所、旅行

代理店（日本旅行和歌山支店）、和歌山市土産品センターで購入することが

できます。バス車内や期日を指定せずあらかじめ同切符を購入ことはでき

ません。そのため、主に観光客をターゲットとしているといえます。 
 さんぽみちプロジェクトでは、和歌山バス株式会社がラジオドラマや

YouTube 動画の協賛者であり、番組内で同切符の広報を実施しました（２

００９年８月～２０１０年３月）。和歌山市民が観光客の視点で中心市街地

を散策して欲しいという意図をもち、同切符の販売促進に努めました。 
 さんぽみちプロジェクトの社会実験を実施する前である、２００９年５

月～７月における販売枚数の前年同月比は、５月が１５４％、６月が３０％、

７月が６０％であり、平均で８１．３３％となっています。 
 さんぽみちプロジェクトの社会実験を実施した、２００９年８月～２０

１０年３月における販売枚数の同月比は、８月～１２月が減少傾向、翌１

月・２月が増加傾向、３月が減少傾向であり、平均で８２．７５％となっ

ています。 
 さんぽみちプロジェクトの社会実験を実施する前の平均前年度比（８１．

３３％）に比べ、実施後の平均前年度比８２．７５％の方が、僅かに（１．

４２％）減少が抑えられています。１０月（２６％）と１１月（３９％）

の減少率の高さ、翌１月（１３８％）と２月（１６２％）の増加率の高さ

など、団体利用と推測される利用者の有無により、大きな増減が起きてい

るといえます。そのためこの数値のなかから、広報効果が現れていたかは

外的要因の大きさにより明言することは難しいのが現状です。認知度調査

と同時に実施したヒアリング調査では「同切符をあらかじめ購入しておけ

れば使いたいのに」という声がありました。現行では、販売所まで切符を
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購入するために 寄りバス停留所からの運賃を負担する必要があるなど、

市民の積極利用には敷居が高いという課題があることは事実です。観光客

と市民の両者を対象とした両方の機能を持たせることで、市民の利用を促

進できるのではないかと考えます。 

5月 6月 7月
154% 30% 60%

8月 9月 10月 11月 12月
56% 69% 26% 39% 86%

1月 2月 3月
138% 162% 86%

２００９年度 城まち周遊切符販売枚数（前年同月比）

 

月間平均 5月～7月平均 8月～4月平均
82.36% 81.33% 82.75%

限定期間の販売数の増減

 

販売枚数の推移（着色部は社会実験実施期間） 
 
 
中心市街地区域の通行量 
 
 和歌山市中心市街地区域内の通行量調査は、２０１０年６月１９日に実

施されましたが、あいにくの荒天の影響で、通行量は前年度より低い数値

となりました。成果尺度の達成をうかがうことはできませんでした。 
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第８章 総括と今後の展望 
 
・認知度調査より 
 さんぽみちプロジェクトの認知度調査を通じ、通信メディアと放送メデ

ィアの融合が地域情報化に有効であることが明らかとなりました。放送メ

ディアであるラジオドラマの聴取者や新報連載記事の読者が、通信メディ

アで配信するコンテンツに興味をもち、放送メディアから通信メディアへ

誘導が起きました。そして、通信メディアが、対通信メディア、対放送メ

ディアへさらなる誘導をうながしました。これは、通信メディアと放送メ

ディアがそれぞれの利点を存分に発揮した成果であると考えると共に、ブ

ロードバンドの普及に伴う通信メディアの影響力が強くなっていることを

うかがい知ることができました。 
特筆すべきことは、GoogleMAP を活用したさんぽみちＭＡＰの役割で

す。今回の実験においては放送メディアからの誘導により集まったユーザ

ーをさらに他のコンテンツへ誘導するという効果を発揮しました。今後、

このような様々な情報コンテンツとリンクするポータルサイトとして、地

域において も指示される存在となることができれば、地域情報を豊富に

蓄え、かつユーザーにとって欲しい情報のみを容易に取得できるようにな

り、さらなる地域情報化の促進に貢献できるのではないかと考えます。 
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・成果尺度の達成から 
 成果尺度としていた３点のうち、まちづくり１０００人会の新規入会者

数が前年同期間比で２５００％（２５倍）となったことは、街の魅力を発

掘しその情報を市民らが共有するということの意義を裏付けるものとなり

ました。それを実現することができたのは、テレビ局・ラジオ局・新聞社・

バス会社・行政という多用な主体が協働し、それぞれの利点を活かしなが

ら、問題解決への共通意識をもち互いに協力し合うことで、街全体に一体

感が生まれ、まちづくりや地域再生への意識や気運の高まりがみられたこ

とに起因すると考えます。 
 今回の実験では３点のうち１点目のみの目標達成に留まりましたが、次

のステップとして、残された２点の目標を達成できるよう新たな試みを興

していきたいと思います。 
 
・その他特筆すべき事柄 
 ＪＣＢＡ日本コミュニティ放送協会 近畿地区協議会が実施した「第１２

回近畿コミュニティ放送賞」情報教養番組部門で 優秀賞を受賞したこと

です。バス停留所を１つの単位としたラジオドラマ番組で地域の魅力を発

信するとともに、愉快な動物のキャラクターを起用するという発想を評価

されたことはたいへん名誉なことでした。動物のキャラクターの人気も

上々であり、地域にまちおこしの顔ともいえるキャラクターが誕生したこ

とは、魅力ある知的財産の創出を意味し、街の価値向上に貢献できたと感

じています。 
 
・今後の展望 
 ラジオドラマで起用した動物のキャラクターを、中心市街地活性化の顔

として親しまれるよう、キャラクターを活用したまちづくり活動を検討し

ます。また、この社会実験を通じて友好的な関係を築くことができた協賛

各社の皆様と、ＩＣＴを活用した地域情報のポータルサイトを立ち上げ、

さらなる通信と放送の融合が地域情報化の促進にどう貢献できるのか、新
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たな社会実験として実施していきたいと考えています。 
 
第９章 さいごに 
 
 ２００９年７月から２０１０年３月の長きに渡り実施した社会実験は、

皆様のご理解とご協力により無事終了することができました。 
 私の指導教官である飯盛義徳先生にはプロジェクト展開を寛大にお認め、

ご指導をいただき感謝しております。また、ウェブサイトの管理をしてい

ただいた飯盛義徳研究室広報担当の木口恒さん、楽曲提供をしていただい

た佐藤翔さん、企画立案や本書の分析作業に協力していただいた中村真さ

ん、私のアシスタントとして取材活動など多岐にわたりお付き合いいただ

いた岸村敏充さんをはじめ、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスで知り合っ

た素晴らしい仲間に支えられ和歌山さんぽみちプロジェクトは円滑な運営

を行うことができました。 
 そして、様々な試みに賛同しご支援をいただいた、エフエム和歌山様、

株式会社和歌山新報社様、和歌山バス株式会社様、和歌山市役所様、イラ

ストレーターの丸田あい様に、心より御礼申し上げます。 
社会実験の成果として、まちづくり１０００人会の新規入会者数の増加

など、和歌山市民の皆様に、まちづくり活動参加の気運を高めることがで

きたのはたいへん光栄でした。 
 さんぽみちプロジェクトは、今回の社会実験にとどまらず、常に地域情

報化の先駆者として、継続的な研究活動と実証実験を実施する所存です。 
 これからも皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 
 

平成２２年７月２５日 
 

慶應義塾大学 和歌山さんぽみちプロジェクト 
代表 次田 尚弘 
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寄稿 
 

協賛および後援団体より寄稿いただきました文書をご紹介いたします。 
 御寄稿いただきました皆様方に心より御礼申し上げます。 
 
エフエム和歌山 理事長 山口昭昌様 

 
エフエム和歌山 山口昭昌です。 

慶應義塾大学ならびに次田 尚弘さんこの度は、和歌山さんぽみちプロジ

ェクトの制作にあたり多大なご努力ありがとうございました。 

和歌山市は、徳川御三家の一つ紀州藩の城下町です。今も当時の地名が

数多く使われています。 しかし、その地名の由来などの調査は、非常に

難題が多く、資料などあまり有りません。次田さんがこの企画を持ち込ま

れた時、正直長続き出来るのか心配でした。 
しかし次田さんの番組制作手法は、ネット検索した他人の調査結果を簡単

にコピー、添付するいわゆる「にわかリポート」ではありませんでした。

全て次田さんの足で調査している姿は、我々放送人に大きなお手本となり

ました。番組の進行も昔話に良く使われるナレーターと音楽という手法で

なく、キャラクターを採用され、リスナーの年齢層を区分されない素晴ら

しい番組が続きました。 
番組は、毎週土曜日のお昼と夜中に放送していましたが、本年の３月を

もって終了しました。放送終了と同時にリスナーからは、番組に対する継

続依頼のメッセージが多数寄せられ、和歌山市民の知らなかった地名の背

景がわかりやすく話されていたと同時に、この番組の質の高さが伺えまし

た。 

放送の結果は、日本コミュニティ放送協会「第１２回近畿コミュニティ

放送賞」の情報教養番組部門・ 優秀賞を受賞という大賞を受賞すること

が出来ました。また、学生である次田さんの取材は、地元で暖かく理解の

あるご家族全員が協力している姿に社員一同に微笑ましく「家族のあるべ
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き姿」を教えて頂けたように思います。 

大学の卒論、卒研というと、どうしても 先端の技術や未知の研究のみ

という考えが浮かびますが、過去の歴史研究をするにあたりコミュニティ

放送、携帯電話、パソコンと 先端技術を融合した慶應義塾大学のご指導

に感服し、今後の卒業生に期待致します。 
 
株式会社和歌山新報社 営業部長 津村周様 
 

「さんぽみちプロジェクト」企画を持って来られた時の印象を申し上げ

ると、二つあります。一つは、関東に出た学生が地元和歌山を盛り上げる

為に行政や民間、マスコミを巻き込んで折衝していく姿勢です。二つめは

バス停を起点に街の魅力を伝え、バスの利用を促すという着眼点です。こ

の二つのことに感銘を受けたのを覚えています。連載が始まってからは、

「身近な街の歴史を知れてよかった」という読者の声も届いていました。 
本紙は和歌山市唯一の日刊地方新聞です。郷土の素晴らしいことをクロー

ズアップし、地域の活性、発展へのオピニオンリーダーとしての使命があ

ります。今回のプロジェクトはまさに本紙の理念に合致するもで、同企画

に参加できたのを光栄に思っています。 
これからも地方の活性、新しい着眼点でいろんな産官学、マスコミを巻

き込んで継続的に実践的な研究をされることをご期待いたします。 
 
和歌山バス株式会社 営業部営業課 髙橋秀彰様 
 

この度は次田さんの散歩道プロジェクトのお手伝いをさせて頂き、この

場をお借りしお礼申し上げます。ありがとうございました。 
 学生さんで、使える費用も限られたなかで、ラジオ番組、新聞連載のマ

スメディアに加え、YouTube や、ウェブサイトなど幅広いメディアに展開

するアイデアと各企業に企画を通させたところには正直なところ、非常に

驚かされ、感心しました。 
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 また、企業、団体などの枠を超えた企画や発想というのは我々も事業を

展開していく中で見習うべきことも多く、地域の発展が将来的には、我々

地域で事業を展開する者にとってプラスに働くということを考えさせられ

ました。こういった機会があればまた是非お手伝いさせていただきたいと

思います。 
後にさんぽみちプロジェクトを企画した次田さん、大きなプロジェク

トで大変だったと思います。お疲れ様でした。これからも頑張ってくださ

い。 
 
和歌山市 まちおこし推進課 企画員 森本浩文様 
 
 「元気なまち」とは、そこに住むさまざまな立場の人々が、そのまちに

「愛着」と「誇り」をもち、それぞれに自己実現しながら生き生きと生活

している、そのような希望に満ちた「まち」です。そして、この「元気な

まち」の実現に向けての「まちづくり」は、行政のみならず、「若者・ばか

者・よそ者」をはじめとする市民、企業、ＮＰＯ・ボランティア団体など

が、それぞれにまちづくりの担い手としての自覚をもち、主体的・積極的

に活動を展開していくことが必須条件です。 
 和歌山市後援の『和歌山さんぽみちプロジェクト』は、慶應義塾大学の

現役の学生である次田君（若者・ばか者？）が、「ふるさと和歌山」への愛

着と誇りをもちながら、その歴史・文化・伝統・街並み等の地域資源に着

目して、さまざまな活動に取り組まれたものです。次田君の、自ら汗をか

いての献身的で粘り強い活動は、多くの人々にとって「まちづくり」に関

心を示すきっかけとなり、主体的・積極的に取り組もうとする「勇気」を

与えてくれたのではないでしょうか。（少なくとも、私自身は「勇気」をい

ただきました。） 
それだけでも「元気なまちづくり」の実践モデルとして特筆すべきもので

すが、それとともに、今回は、一連の活動を通じて、次田君を起点に、人

と人との新たな絆（信頼関係）が生まれ、ネットワークも築かれました。
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何事も「継続は力なり」です。今後は、学生から社会人に立場が変わられ

ることになりますが、今回の『和歌山さんぽみちプロジェクト』の活動か

ら得られた人と人との絆やネットワークは、次田君にとっての一生の財産

だと思います。これからも、自覚をもった市民の一人として、そして、企

業の一員として、あるいは、ＮＰＯ・ボランティア団体の一員として、さ

らにパワーアップされ、まちづくりに主体的・積極的に取り組まれること

を期待しています。 
 まずは、お疲れさま。ありがとうございました。そして、これからも、

よろしく！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［参考文献］ 
・和歌山市中心市街地活性化基本計画 
・地域情報化 認識と設計（丸田一、國領二郎、公文俊平編著，NTT 出版，

2006，P9-P15） 
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付録 
 
 

まちづくり活動の興し方、進め方 

 
問題発見から問題解決へ。 

少しの勇気とボランティア精神で、まちづくり活動を始めませんか？ 
 
 

「通信と放送の融合による地域情報化政策の実際と展望」をお読みいた

だきありがとうございました。 
私たちは慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（通称：ＳＦＣ）という、ユ

ニークなカリキュラムを導入する学舎で、問題発見・問題解決の能力を習

得するという理念に基づき、勉学に励んで参りました。和歌山さんぽみち

プロジェクトを通じて、まちづくり活動における問題発見・問題解決のプ

ロセスについて気づいたことを以下にまとめました。それは、日常生活で

気づく問題に目を背けることなく、少しの勇気とボランティア精神により、

街が抱える問題を解決に導くことができるかもしれない、まちづくり活動

の興し方と進め方です。 
いま、ご自身の街で起きている問題に１つでも気づいておられるならば、

出来ることからまちづくり活動にチャレンジされませんか。 
本付録が、まちづくり活動について考え、行動に移す一助となることが

できれば幸いです。 
 

慶應義塾大学 飯盛義徳研究室 
和歌山さんぽみちプロジェクト 一同 
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［ＳＴＥＰ２］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問題発見 

［ＳＴＥＰ１］ 

近、街に元気が無いな、街の防犯面に不安があるな、 
高齢化が進んでいるな、新しいお祭をやってみたい・・・ 
など、現状に不安を感じ何とかしなくてはならないのではな

いかと気づくこと。それが問題発見であり、まちづくり活動

を始める第一歩となります。 

さんぽみちプロジェクトのケースでは、

プロジェクトリーダーが問題発見（中心

市街地の衰退が著しい）しました。 

企画立案 
発見した問題の解決に向け 良と考える活動案をまとめま

す。自分は何をどう実現したいか、自分は何を得意としてい

て何ができるか、実現のために必要なもの（人・物・資金）

は何か、それを取り揃えるためにどのような人や企業・団体

と協力すべきなのか、活動範囲や活動期間などを書き出し、

活動企画書を作ります。必ず成果尺度を設定してください。 

さんぽみちプロジェクトのケースでは、取

材やデモテープの制作など、約６ヶ月を費

やしました。 
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［ＳＴＥＰ３］ 

［ＳＴＥＰ４］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パートナー探し 
作成した活動企画書を持参し、まずは行政のまちおこし課や

ボランティア活動を支援する課などを訪問し、似たような取

り組みをする個人や団体があるか、行政からの協力をいただ

けるかなど、相談することを奨めます。そしてご縁がありお

会いした方には自分の想いを率直に話し、活動への賛同者、

そして協働してくれるパートナーを見つけます。必要に応じ

て活動提案書などを作成し、どの部分をどれほどの規模で協

力してもらいたいのかを盛り込みます。 

さんぽみちプロジェクトのケースでは、約

３ヶ月間を費やしました。お互いにメリッ

トがある提案書の作成を強く奨めます。 

活動計画の決定 
活動に協力してくれるパートナーが決まれば、活動企画書に

パートナーが希望する事柄を記入し、役割分担や活動期間を

取り決めた活動計画書を作成し、互いに了承をします。活動

計画書をもとに活動準備を開始します。 

さんぽみちプロジェクトのケースでは、３社の

協賛、数社の協力、行政の後援を受け、各社の

意見をうかがい、活動計画書を作成しました。 
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［ＳＴＥＰ５］ 

［ＳＴＥＰ６］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動開始・広報 
いよいよ活動が開始するというとき、忘れてはならないのが

広報活動です。せっかく素晴らしい活動を行っても、それが

地域の人々に認知されなければ意味がありません。活動の概

要や活動にかける想いを簡潔にまとめ、連絡先を書いたプレ

スリリースを地元のマスメディア各社へ持ち込み、取材のお

願いをすることが も有効です。 

さんぽみちプロジェクトのケースでは、活動期間

（約８ヶ月）で新聞報道７回、ラジオニュース数

回、テレビニュース１回、マスメディアに取り上

げていただきました。感謝申し上げます。 

分析・問題解決・継続 
表だった活動が終了すると、活動を行った成果などの分析を行

います。明らかとなった成果や課題をまとめ、協力していただ

いた方々にフィードバックします。これが、プロジェクトリー

ダーにとって一番大切なことだと思います。望み通り問題解決

ができたとしても、分析を行うなかで新たな問題を発見するで

しょう。ここから、活動の第二ステージが始まります。 

さんぽみちプロジェクトのケースでは、本書が分析結果をまとめた報

告書です。結果をもとに、新たな活動の企画立案がはじまっています。 
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  次田 尚弘（TSUGITA NAOHIRO） 
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