
（参考資料）地方自治情報センター作成資料から抜粋 
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３－１ 地域SNS一覧

・地域SNS研究会ホームページ注等の各種ホームページの情報や自治体調査の結果を参考に、全国210の地域SNSの一覧を作成した。主に2006年12月時点の情
報を元にしている。

・「個別調査対象」欄に「○」が記入されているものが、今回の地域SNS個別調査の対象とした地域SNSである。「○」を記入していないものは、運営主体の連絡先が
不明であること等から、対象としなかった。

・「個別調査結果」欄に「○」が記入されているものが、地域SNS個別調査の回答が得られた地域SNSである。

注 地域SNS研究会ホームページ「SNS比較」： http://www.glocom.ac.jp/project/chiiki-sns/wiki/index.php?SNS%C8%E6%B3%D3

表 地域SNS一覧

No. 都道府
県・地区 名称 URL 運営主体 個別調査

対象
個別調査
結果

1 北海道 NaMaRa道産子ＳＮＳ http://star.atpne.jp/namara/ 道産子SNS運営委員会／オフィス自
由人 ○ ○

2 北海道 北海道ドリーム・カフェSNS https://audi-cafe.so-netsns.jp/ 市民活動団体北海道ドリームプロジェ
クト ○ ○

3 北海道 north land http://star.atpne.jp/hokkaidou/ －

4 北海道 北海道ＳＮＳ http://www.hokkaido-sns.net/sns/ 北海道開発協会開発調査総合研究所 ○

5 北海道 札幌っ子 SNS http://atpne.jp/sapporokko/ 札幌っ子運営事務局／オフィス自由
人 ○ ○

6 北海道 マイとかちSNS http://www.mytokachi.jp/ch/sns/ 個人 ○
7 北海道 むろらんSNS http://atpne.jp/muroran/ 個人 ○ ○
8 北海道 苫トモ http://tomatomo.net/ 個人
9 北海道 きたみSNS http://atpne.jp/kitami/ 個人 ○
10 北海道 946.+ http://plus.0154.jp/ 個人 ○ ○
11 北海道 kushi.ro http://kushi.ro/ 個人 ○
12 北海道 084946.sns http://sns.084946.com/ 釧路情報バラエティサイト084946.com ○
13 北海道 旅なび！網走コミュニティ http://www.noah.ne.jp/tabisns/ 網走市経済部観光室観光課 ○
14 北海道 流氷コミュニティ AERU http://www.noah.ne.jp/aeru/ 株式会社ノア ○
15 北海道 snsFurano http://furano.biz/sns/ ふらのビズ ○
16 北海道 WAになってしべつSNS http://www.a-side.jp/sns/ 武井祐司（個人） ○ ○
17 北海道 ShutterBugSNS http://119.moo.jp/sen/public_html/ －
18 北海道 稚内人SNS http://star.atpne.jp/wakkanai/ オフィス自由人 ○ ○
19 北海道 旭川人SNS http://star.atpne.jp/asahikawajin/ オフィス自由人 ○ ○
20 北海道 帯広人SNS http://star.atpne.jp/obihiro/ オフィス自由人 ○ ○
21 北海道 北見人SNS http://star.atpne.jp/kitamijin/ オフィス自由人 ○ ○
22 北海道 富良野・美瑛 SNS http://star.atpne.jp/furano/ オフィス自由人 ○ ○
23 北海道 小樽人SNS http://star.atpne.jp/otaru/ オフィス自由人 ○ ○
24 北海道 函館人SNS http://star.atpne.jp/hakodatejin/ オフィス自由人 ○ ○
25 青森 青森SNSコミュニティ http://www.aocomi.com/ 青森コミュニティサイト ○
26 青森 @ami'z http://amiz.jp/top.html 株式会社富士通東北システムズ ○
27 青森 はちのへ地域SNS http://sns.city.hachinohe.aomori.jp/ 八戸市総務部情報システム課 ○ ○
28 岩手 ふぁにーねっと http://www.hi-yo.jp/other/funny.html ふぁにーねっと事務局（個人） ○ ○
29 宮城 仙台ＳＮＳ http://sendaisns.jp/ 仙台地域SNS実験プロジェクト ○
30 宮城 仙台人SNS http://sendaijin.net/ リングファクトリー有限会社 ○
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表 地域SNS一覧（前ページからの続き）
No. 都道府

県・地区 名称 URL 運営主体 個別調査
対象

個別調査
結果

31 秋田 akitach SNS http://atpne.jp/akitach/ －
32 山形 まじゃーれLNS http://majale.jp/ 山形市市民活動支援センター内 ○
33 山形 SNSやまがた http://snsy.jp/ 株式会社スズキ通商 ○
34 福島 sicon http://sicon.jp/ 株式会社デザイニウム ○
35 福島 SNS_IWAKI http://atpne.jp/hot1210/ 個人 ○
36 福島 iwaxi(イワキシィ) http://atpne.jp/wwww/ －
37 茨城 いばLucky！ http://atpne.jp/ibalucky/ 個人
38 茨城 茨城ＳＮＳ http://ibarakinavi.net/sns/member.html 茨城ナビネット
39 茨城 mini choco http://atpne.jp/minichoco/ －
40 栃木 tochigi-zine http://tochigizine.net/ 個人 ○
41 群馬 Wind SNS http://sns.wind.jp/ 群馬インターネット株式会社 ○ ○
42 群馬 GuMiOn http://www.gunma.to/ －

43 群馬 まえばしSNS http://www.maebashi-sns.jp/ まえばし市民ネットワークシステム運
営委員会 ○ ○

44 埼玉 SAITAMA SNS http://saitama.uxu.jp/ 任意団体 埼玉企画 ○
45 埼玉 サクセス - 埼玉地域限定SNS http://mix.24hp.net/saccess-top.html アイ・ロジック ○
46 埼玉 埼玉フォーラムANNEX http://fsaitama.net/ 埼玉フォーラム運営事務局 ○
47 埼玉 SWAN NET http://www.liblog-sns.jp/swan/ 株式会社ライブログ ○ ○
48 埼玉 ASAKA.INFO http://asaka.info/ ASAKA.INFO運営事務局（個人） ○ ○
49 埼玉 いやしの里 http://ha-nyu.com/ 智行．Net（個人サイト） ○
50 埼玉 入間SNS コミュニTEA http://atpne.jp/iruma/ コテカの会 ＩCT研究部会 ○ ○
51 埼玉 ちちぶ市民ネットワークサービス「ちっち」 https://sns.city.chichibu.lg.jp/ 秩父市 ○ ○
52 千葉 房州わんだぁらんど http://wandara.net/ NPO南房総ＩＴ推進協議会 ○ ○
53 千葉 あみっぴぃ http://amippy.jp/ NPO法人TRYWARP ○ ○
54 千葉 ちばうぇ～ぶＳＮＳ http://sns.chiba-wave.jp/ 有限会社ジーウェイブ ○
55 千葉 千葉ニュータウンパーク http://cnt-park.info/ 千葉ニュータウンパーク運営事務局 ○
56 千葉 Kashiwa SNS http://www.ogacom.net/ 株式会社オガコムジャパン ○ ○
57 千葉 流山SNS https://nagareyama.so-netsns.jp/ 個人 ○
58 千葉 八千代ナビライフ http://yachinavilife.sns.fc2.com/index.php 個人 ○ ○
59 千葉 佐倉ラボ SNS http://sns.sakura-lab.com/ セブンリップルス
60 東京 渋谷区SNS http://shibuyaku.jp/ マリオネックス ○
61 東京 Yebisy! http://yebisy.jp/ 株式会社シャトーオフィス ○ ○
62 東京 代官山JAM http://d-jam.net/ 株式会社ヒューベースi ○
63 東京 カメレオン http://sns.adachiku.info/public_html/ 株式会社カメレオン ○
64 東京 ふちゅうじん http://fuchujin.com/ Project yoshi ○ ○
65 東京 六本木貴族 http://kizoku.jp/ Project yoshi ○
66 東京 シモフリ http://shimokita.org/ Project yoshi ○

67 東京 表参道comnit http://omotesando.comnit.jp/ 株式会社ラソナ コミュニティマーケ
ティング事業部 ○

68 東京 渋谷comnit http://shibuya.comnit.jp/ 株式会社ラソナ コミュニティマーケ
ティング事業部 ○

69 東京 千石SNS http://sengoku.sns.fc2.com/login.php － ○
70 東京 八王子SNS http://atpne.jp/hachi/ 八王子ドットネット ○
71 東京 Nikotama Social Network http://atpne.jp/nikotama/ Nikotama Social Network運営事務局 ○

72 東京 hixi*net http://sns.hikarigaoka.gr.jp/ 光が丘ウォーカー（個人サイト
http://www.hikarigaoka.jp/） ○

73 東京 赤坂見附SNS ミツキィ https://akasaka-mitsuke.so-netsns.jp/ －
74 東京 杉並Socialnet http://atpne.jp/suginami/ ボランティアによる運営

75 東京 Xshibuya（クロスシブヤ） http://sns.xshibuya.jp/ 広域渋谷圏クリエイターマッチング有
限責任事業組合 ○

76 東京 せたがやつながり http://sns-setagaya.jp/ 世田谷生活向上委員会、有限会社
OMOSLOW ○

77 東京 ちよっピー http://www.sns.mm-chiyoda.jp/ 財団法人まちみらい千代田 ○ ○
78 神奈川 Bay Net http://www.liblog-sns.jp/baynet/ 株式会社ライブログ ○ ○
79 神奈川 ジモトモ！都筑区 http://tsuzuki.jimotomo.jp/ －
80 神奈川 かわさき・ソーシャルネット http://kawasaki-social.net/ 社団法人川崎地方自治研究センター ○ ○
81 神奈川 ソーシャルネット SHONAN http://atpne.jp/fumofumo/ 個人
82 神奈川 よりみち平塚 http://www.bit-hiratsuka.jp/ 有限会社ビットシステム ○
83 神奈川 湘南Clip http://www.shonan-clip.jp/ 株式会社カヤック ○
84 山梨 JANNE（ジャンネ） http://www.janne.jp/ 有限会社ティーアップ ○
85 山梨 南アルプス市SNS http://nanpus.sns.fc2.com/login.php 個人 ○
86 山梨 e-こうふ情報ねっと http://www.e-kofunet.jp/ 甲府市 ○ ○
87 新潟 JCAN－上越コミュニティエリアネットワークhttp://www.jcan.ne.jp/ 株式会社 ジェーミックス ○ ○

88 新潟 おここなごーか http://www.sns.ococo.jp/ NPO法人ながおか生活情報交流ねっ
と ○ ○

89 長野 ながのなびSNS http://www.naganonavi.com/ 個人サイト ○
90 長野 N[エヌ] http://beta.n-sns.jp/ 長野地域SNS運営委員会 ○ ○
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表 地域SNS一覧（前ページからの続き）

No. 都道府
県・地区 名称 URL 運営主体 個別調査

対象
個別調査
結果

91 長野 須坂 de SNS http://sns.suzaka.ne.jp/ NPO法人 信州SOHO支援協議会 ○

92 長野 ハートフルネット都留 http://heart.city.tsuru.yamanashi.jp/opencity/public/ 都留市まちづくり市民活動支援セン
ター ○

93 富山 ユーコレ http://sns.yuc.jp/ 株式会社トマック ○
94 富山 Comfy http://milktea.orz.hm/ －
95 石川 よってきまっし！ http://atpne.jp/kanazawa/ 個人 ○
96 福井 フープス http://atpne.jp/foops/ citrus ○
97 福井 Fukui Freaks! https://fukui-freaks.jp/index/login/ 丹南ケーブルテレビ株式会社 ○ ○
98 東海地区 Opt_gate http://www.optlife.jp 株式会社オアシス ○
99 静岡 SNS@Shizuoka https://shizuoka.so-netsns.jp/ 個人
100 静岡 静岡の人SNS http://shizuoka-jin.com/ 株式会社 豪コーポレーション ○
101 静岡 静岡SNS https://shizuoka-sns.so-netsns.jp/ －
102 静岡 Fuji de Co.（ふじでこ） http://sns.fujideco.com/ GREENSING ○

103 静岡 大好きまきのはら 登録希望者にURLを返信で連絡 協働推進市民フォーラムまきのはら情
報グループ ○

104 静岡 ｅ－じゃん掛川 http://e-jan.kakegawa-net.jp/ 掛川市 ○ ○
105 愛知 あいふれ http://sns.138files.com/ １３８ふぁいるず ○ ○
106 愛知 名古屋SNS http://758sns.net/ －
107 愛知 FurgleSNS http://furgle.sns.fc2.com/login.php － ○
108 愛知 わいわい情報市場 http://waiwai.johoichiba.net/ JPACCESS.net ○
109 愛知 Nagoya Club SNS http://atpne.jp/nagoyaclub/ 個人 ○
110 愛知 NNN-NET（愛知県中川SNS） http://atpne.jp/nnn/ －

111 愛知 どすごいネット http://genki365.net/gnkh02/pub/index.php
東三河市民活動推進協議会（豊橋
市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市
の５市）

○

112 愛知 一宮市民活動情報サイト http://genki365.net/gnki/customer/ichinomiya/index.php 一宮市地域ふれあい課（地域自治・
NPOグループ） ○

113 愛知 かめぞう http://kamezo.cc/ 株式会社キャッチネットワーク ○ ○
114 岐阜 レッツぎふ http://www.lets-gifu.com/ 有限会社ネクステージ ○ ○
115 岐阜 郡上市ネットワークサービス Gujo Pne http://www.gujo.ne.jp/ （株）高鷲情報技術
116 岐阜 おおがき地域SNS http://sns.city.ogaki.gifu.jp/ ＮＰＯ法人パソコンまるごとアシスト ○ ○
117 三重 伊勢の国SNS http://miesns.net/ STARBOARD有限会社 ○
118 三重 IGA Network Communications http://iga.x360.jp/home/ 個人
119 三重 Deaf Friend SNS http://deaf.x360.jp/ － ○
120 三重 東紀州ほっとネットくまどこ http://www.kumadoco.net/group/index.php NPO法人東紀州ITコミュニティ ○
121 三重 mie-SNS（仮称） http://www.gisken.jp/mie_sns/ NPO法人みえIT市民会議 ○
122 関西地区 京阪SNS http://www.kei-han.com/ KT STUDIO ○
123 京都 こまち http://www.kyoto-inetbb.jp/sns/index/login 京都アイネット株式会社 ○
124 京都 マイ京都SNS http://atpne.jp/681213/ －
125 京都 Ripple京都 http://www.ripplekyoto.net/top.php Ripple京都運営局（個人） ○ ○
126 京都 縁人 http://www.enzin.net/ 株式会社縁人 ○
127 京都 お茶っ人 http://www.sns.ochatt.jp/ 宇治市 ○ ○
128 大阪 大阪 SNS <Rz> http://osaka.sns.fc2.com/login.php － ○
129 大阪 JAM http://osaka-jam.com/ ストラテジックデザイン有限会社 ○
130 大阪 なにわっこラボ Naniwa-collabo http://moon.atpne.jp/naniwakko/ くらっきーず ○ ○
131 大阪 南大阪SNS http://nanoty.jp/osaka/ ナノティ株式会社 ○
132 大阪 なかもずSNS http://nakamozu.sns.fc2.com/login.php － ○
133 大阪 北摂SNSfoxi http://www.foxi.name/ － ○
134 大阪 堺っ子SNS http://sakaikko.com/ SAKAIKKO.COM（個人） ○ ○
135 大阪 アルバーダSNS http://sns.bar-albada.com/ LIFIS PROJECT有限責任事業組合 ○ ○
136 大阪 マチカネっ人 http://anshin.city.toyonaka.osaka.jp/ 豊中市情報政策室 ○ ○

137 兵庫 ひょこむ http://hyocom.jp/ NPO法人はりまスマートスクールプロ
ジェクト ○ ○

138 兵庫 ショコベ http://shokobe.com/ ショコベ有限責任事業組合 ○ ○
139 兵庫 CLOVER http://clover.h555.net/ 関西ブロードバンド株式会社 ○
140 兵庫 Amayan http://ama.coron.jp/ － ○
141 兵庫 淡路っ子どっとこむ http://www.awajikko.com/ 有限会社ピーシーラボ ○

142 兵庫 西播磨特産館 http://e-banshu.net/user.php たつの市龍野商工会議所及び宍粟市
山崎町商工会 ○

143 兵庫 せんぐりコム http://sns.sasayama.jp/ 篠山市
144 兵庫 ＠香美 http://kami-kami.town.mikata-kami.lg.jp 香美町 ○ ○
145 滋賀 シガスタイルコミュニティ http://sns.shigastyle.jp/ IST ○ ○
146 和歌山 わかやまゲートタウンCircle http://sns.gatetown.net/main/ 合資会社アークトラスト ○
147 和歌山 電子公民館 http://sns.chw.jp/ 橋本市 ○
148 山陰地区 がいな山陰SNS http://sanin.mobi/ 有限会社日本開発 ○
149 岡山 スタコミ http://sns.standardnet.jp/ 株式会社スタンダード ○ ○
150 岡山 uno http://sns.e-uno.org/ 宇野電子町内会 ○



33

表 地域SNS一覧（前ページからの続き）

No. 都道府
県・地区 名称 URL 運営主体 個別調査

対象
個別調査

結果

151 広島 ぴろねっと http://hiroshima.nvo.jp/ 株式会社ネクストビジョン ○
152 広島 HIROSHIMA-ZONE.NET http://www.hiroshima-zone.net 株式会社クリア ○ ○

153 広島 スポット ひろしま http://spot-hiroshima.com/public_html/ コラボネット スポットひろしま運営事
務局 ○

154 広島 Bridge http://actlocal.sns.fc2.com/login.php 有限会社コネクト ○
155 山口 おいでませ山口SNS http://yamaguchi.sns.fc2.com/login.php e-web design studio ○
156 山口 馬関っ子SNS http://bakankko.info/ 馬関っ子SNS運営事務局 ○

157 山口 KAKEHASHI http://www.suouoshima.com/sns.html 周防大島ドットコム、周防大島町観光
協会 ○ ○

158 山口 島トモ http://www.kin-sai.net/sns/ きんさいネット ○ ○
159 山口 いわこみゅ http://sns.iwakuni.biz/ いわくにソーシャルネットワークサービ ○
160 徳島 AWA-BEAT http://awa.call-i.com/about/ 有限会社アイコール ○
161 香川 ドコイコパーク http://www.dokoiko.co.jp/park/ 株式会社ドコイコ ○ ○
162 愛媛 えひめネット http://www.ehime-net.com/ えひめネットワークサービス ○

163 愛媛 よらんかほい！ https://sns.city.shikokuchuo.ehime.jp/ 愛媛県四国中央市企画課広報広聴係 ○ ○

164 愛媛 イマソウ http://sns.imabari.net いまばりネット運営委員会 ○
165 高知 まるごと高知SNS http://www.maru-kochi.com/ － ○
166 高知 高知ネット http://kochinet.info/ 個人 ○
167 福岡 VARRY http://www.varry.net/ 株式会社カプセルコーポレーション ○ ○
168 福岡 Fukuoka Style http://www.fukuokastyle.net/i/ TsukuruStyle ○
169 福岡 DOGENNE -ｓｎｓ- http://sns.dogenne.net/login.html デザインオフィス“ファンカレック” ○ ○
170 福岡 筑後っ子SNS http://chikugokko.info/ － ○

171 福岡 ママすき http://www.mamasuki.com/ 株式会社エヌ・エル・エー ママすき編
集部 ○

172 福岡 ちっごねっと http://www.chiggo.jp/ 筑後田園都市推進評議会 ○
173 福岡 おおむたSNS http://sns.ai-jo.net/ 大牟田市 ○ ○
174 佐賀 ひびのコミュニティ http://www.saga-s.co.jp/ 佐賀新聞社 ○ ○
175 佐賀 SNS-佐賀 http://saga.pm-jp.com/ パワーマスター
176 佐賀 SNS-嬉野 http://ureshino.pm-jp.com/ パワーマスター
177 佐賀 SNS-鹿島 http://kashima.pm-jp.com/ パワーマスター
178 佐賀 武雄-SNS http://sns.sagatakeo.jp/ パワーマスター
179 佐賀 呼子ネットSNS http://sns.yobuko.net/ 有限会社城屋 ○

180 佐賀 かたらし基山 http://www.kiyamanet.com/sns/ CSO楽縁基山 かたらし基山運営事務
局 ○

181 長崎 長崎！長崎！ http://nx2.jp/ 個人
182 長崎 ナガツク http://nagatsuku.jp/ 株式会社 ネットビジネスエージェント ○
183 長崎 五島ウェブＳＮＳ http://www6.ocn.ne.jp/~goto-web/gotowebsns.htm 個人 ○
184 長崎 gotoかたらんねっと http://sns.egoto.jp/ 五島市 ○ ○
185 熊本 光の玉手箱 https://www.hikaribako.jp/ 株式会社NTT西日本－中九州
186 熊本 そーしゃるくま http://snskuma.jpn.org/ 球磨村青年団
187 熊本 ごろっとやっちろ http://www.gorotto.com/ 八代市 ○ ○
188 大分 ＳＰＡＬＡＮＤ http://osns.sns.fc2.com/login.php 個人 ○
189 大分 かぼすフレンズ http://www.kabosu-navi.com/sns/ Portal-works.com ○
190 大分 だいきんりんＳＮＳ http://sns.daikinrin.jp/ ＮＰＯ観光コアラ ○ ○
191 宮崎 のべおかん http://atpne.jp/nobeokan/ 個人
192 宮崎 みやざきSNS イイジ…ネット http://eznet.jp/ － ○
193 宮崎 HYUGA WAVEソーシャルネットワーク http://sns.hyuga.jp/ 有限会社ヤッシュ ○
194 宮崎 えびティー http://sns.t617.com/ 宮﨑公立大学
195 宮崎 高鍋ＳＮＳ http://tsn.msns.jp/ 有限会社高鍋第一ホテル ○ ○
196 鹿児島 NikiNiki http://nikiniki.tv/ 鹿児島テレビ放送株式会社 ○ ○
197 鹿児島 かごとも http://kagosima.info/ 合資会社コムネット ○
198 鹿児島 鹿児島みんなの広場SNS http://atpne.jp/soho/ －
199 鹿児島 薩摩おごじょカフェ http://ogojo.jp/ 薩摩おごじょネット ○
200 鹿児島 rafel～ラーフル～ http://rafel.jp/ 株式会社玉里自動車学校 ○
201 鹿児島 カゴシマライフネットＳＮＳ http://kagoshima-life.sytes.net/index.html カゴシマライフネット ○
202 鹿児島 枕崎SNSあびしゃ～ネット http://nansatu.com/sns/makurazaki.html なんさつONLINE ○ ○
203 鹿児島 アマミーゴ! http://amamix.net/amamigo/ アマミックスWEB ○
204 鹿児島 ま～じんま http://sns-amami.jp/ 奄美市 ○ ○

205 沖縄 R-58 http://sns.r-58.net/ 株式会社ファインズ・システムコンサル
タント ○

206 沖縄 YUNTAKU http://sns.yuntaku.com/ Clickおきなわ ○
207 沖縄 沖縄ＳＮＳ http://sns.55okinawa.com/ 沖縄SNS事務局
208 沖縄 miyakojima SNS http://atpne.jp/miyakojima/ 個人
209 沖縄 ｅ→moai http://www.e-moai.com/ 有限会社ファンタジスタ沖縄
210 沖縄 宮古島情報サイト あは～宮古島！ http://sns.miyakois.net/ 有限会社ピーシーハウス ○


