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巻 頭 言

人類の記憶は、紙の上にとどめられた「文字・活字」から、「0」
と「1」の「コード」体系に急速に移りかえられようとしている。

しかし、それをどのようにこの時代の「記憶」として収集し保存し
ていくかについて、いまだ「確信」らしきものは無い。

山梨県立博物館には、至宝と言うべき「甲州文庫」と呼ばれる歴史
資料が保存されている。これは、山梨県出身で生糸商人として財を成
した立志伝中の人物功刀(くぬぎ)亀内(きない)翁が、その生涯をかけ
て集めた江戸中期から第二次世界大戦終結期までの二万余点に及ぶ、
能う限りの「記録」を収集したもので、昭和24年、翁から山梨県に寄
贈されたものである。その資料のいちいちは、そのつくられた当時に
あっては、ほとんど無価値の「反古」と言ってよい代物ばかりである。

これが実に貴重であるのは、ただひたすら旧いからである。この旧
さこそが私たちの「故事来歴」を教え、アイデンティティを補完して
くれる「文化財」に他ならない。

しかし、いま完全デジタル化時代。亀内翁といえども人々の書きな
ぐったデジタル「反古」を蒐集するのは不可能である。その理由は、
①個人のパソコンが開けられないだけではない、②おそらく時代を経
るにしたがって過去のデータを読むソフトウェアが「改良」され「進
歩」してしまっていて読めなくなっているであろうこと、③デジタル
記号といえども記憶装置の中で転写が起こっていて事実上破壊してい
るであろうこと、等々である。

情報社会とは、大量の情報を保有する時代だと言いながら、実はそ
れを維持していく仕組みをいまだ持たない実に頼りない時代である。
もし、大量に保存されたデジタルデータが失われるとすれば、個人も
家族も地域も世界も、致命的な記憶喪失と文化的退廃を招くことにな
る。

このささやかな「事例集」が、そういう「危機」の時代への警鐘と
なって、全国津々浦々において、今にも埋もれようとしている「記
憶」の「発掘」・「アーカイブ化」・「保存」・「流通」のための引
き金となってくれればと念ぜずにはいられない。
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第１章 事例集作成に当たって

１ｰ １ 調査研究事業
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最近、「デジタルアーカイブ」という言葉をよく耳にす
るようになりました。全国各地でフォーラムが開催され、
また、ホームページが続々と開設されたりと、個人・団体
問わず様々な方々が主体となって、新たなうねりが全国同
時多発的に巻き起こっています。

以前は、国が主導する中で、美術館・博物館などが文化
財や古文書などをデジタルアーカイブして後世に残す動き
であったわけですが、その流れの一端が、現在では、地域
の人たちが地域に眠っている貴重な資源を掘り起こし、保
存して情報発信するという全く別な動きとなっています。
その背景には、ＩＣＴ(情報通信技術）が飛躍的に進歩し

たことが挙げられます。誰もが何処ででもブロードバンド
の恩恵を享受し、安価にデジタル機器やソフトを購入でき、
かつ効率的に大量のデータを処理することができるように
なりました。

加えて今日の少子高齢化、地場産業の衰退、地域医療の
崩壊など地域課題が山積する中で、いかに地域再生を図る
かが問われています。その中で、団塊世代が地域に戻り、
各地で人材育成や地域ブランド化などの取り組みによって、
地域活性化や雇用促進を図り、地域の絆を深めています。

１ｰ ２背景と目的

関東ＩＣＴ推進ＮＰＯ連絡協議会では、毎年テーマを決
めて調査研究を実施しており、平成２０年度事業としては、
「住民参加型のデジタルアーカイブ」に注目して、デジタ
ルアーカイブがまちづくりにつながる先進事例を調査研究
し、事例集を作成することとしました。
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地域で暮らす人が地域を知り、地域に親しみ、地域の魅
力を内外に発信したいとする動きが活発化するなか、その
一手法として、今まさにデジタルアーカイブが注目を浴び
ています。

しかし、一方では、デジタルアーカイブ化の問題点もあ
ります。
便利になり過ぎたことで、今や家族の写真アルバムは過

去のものとなり、家族といえども、各々がＰＣや携帯電話
等でパーソナルデータを管理する時代となっています。
また、記憶媒体の互換性や耐久性、次世代技術の台頭に

よる旧技術の衰退・消滅等デジタルアーカイブにおける永
続性の課題のほか、本来、コンテンツの適正な運用に必要
とされる著作権・肖像権の保護等法規制が、逆に柔軟な流
通（二次利用）を妨げているといった問題も存在していま
す。

そこで、私たちは、地域コンテンツのデジタルアーカイ
ブ化に着目し、内包する諸問題を明確にしながら、全国各
地で根付き出した地域発のデジタルアーカイブ活動の実態
を調べ、その利活用とともにまちづくり効果のある先進的
な事例をまとめることとしました。
特にデジタルアーカイブが、まちづくりにどのようにつ

ながっているのか、そのポイントを取りまとめ、今後、行
政やまちづくりに取り組む諸団体・個人の方に対し、広く
周知し、本事例集を活動の一助として活用していただくこ
とを目的に調査研究を実施しました。
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(1) 調査の概要

ア 調査対象
基本的には関東一円の先進的な事例を対象としますが、

全国的に顕著な事例があれば、対象に加えることとしま
した（全１８団体）。
イ 調査項目

事業内容、きっかけ、成果、課題、解決方策及び今後
の展開など全１６項目を調査項目としました。

(2) 調査方法

ア 関東ＩＣＴ推進ＮＰＯ連絡協議会（幹事会）において
先進事例の情報収集を実施しました。

イ 同協議会の会員に対して推薦依頼をしました。
ウ 自薦・他薦問わず調査対象となった団体の具体的な活
動状況を把握するため、アンケート調査を実施し、依頼
文書を送付してご回答いただきました。

エ 必要に応じて、一部団体に対しては、ヒアリング調査
を実施しました。

(3) 調査結果の取りまとめ

アンケートの調査結果やヒアリング内容を踏まえて活
動内容を分析し、成果、問題点及び解決策などを取りま
とめました。

１ｰ３ 調査研究の内容



２ｰ１ デジタルアーカイブの萌芽
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(1) デジタルアーカイブとは
日本では、1990年代の中頃から、美術館や博物館で所蔵

されている歴史的文化財を精細にデジタル化して保存し、
後世に継承していく活動として始まりました。唯一無二の
文化財を劣化・損傷・消滅によるリスクから回避するため
の一手法です。

(2) 展開
1996年、デジタルアーカイブ推進協議会が設立され、海

外の諸事情・諸問題の研究を始めるとともに、地域デジタ
ルアーカイブ振興の基礎づくりを行いました。また、国の
雇用対策支援等もあって、各地で、電子図書館や情報セン
ターが設立され、地域におけるデジタルアーカイブ化事業
が展開されました。

(3) 効果
文化遺産をデジタル化することで、その利活用の幅が広

がったほか、住民参加型の活動も増え、図書館で集めたコ
ンテンツに住民がコメントを加えるなど、地域に根ざした
デジタルアーカイブの動きも活発になり、地域活性化に寄
与しました。

(4) 問題点
技術が未成熟でデジタル化に多額の費用を要したため、

限定的な活動でした。システムも精巧すぎたため、拡張性
が低く、不便な点も多くありました。また、産学官の連携
も少なかったため、新たな展開に至りませんでした。

第２章 今日のデジタルアーカイブ



２ｰ２ 地域住民による活動のきっかけ
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(1) 技術の進歩
2000年以降、インターネットが普及し、携帯電話の普及

とも相まって、歴史的文化財は、何処でも手軽に鑑賞する
ことができるようになりました。また、ホームページを容
易に開設できるようになり、特にブログの登場で、利活用
が一層促進されました。
誰もが動画・静止画・音声などを自由に組込み、情報発

信できるようになりました。また、情報機器も安価に購入
でき、大容量のサーバーが出現したことで、高解像度の写
真やハイビジョン映像も難なく処理できるようになりまし
た。
まさにユビキタス環境の成立が活動を大きく後押ししま

した。

(2) 地域の貴重な財産
地域では、家族の様子やまちの景観などを記録した古い

写真、16mmフィルム等がたくさん眠っています。昨今、駅
や公共施設、イベント会場等でそれらを見る機会が増え、
その価値観をみんなで共有できるようになりました。

(3) 消滅への危機感
地域の貴重な財産を誰かが発掘しないと、それらはやが

て消滅する運命にあります。
それは地域にとって大きな損失となり、一刻も早く掘り

起こして残す手立てが必要です。その焦燥感・危機感を地
域住民が抱くようになり、活動の大きなきっかけとなりま
した。



２ｰ３ 活動の新たな展開
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(1) 活動の主体

以前は、図書館・博物館・美術館・行政（国主導）

今では、郷土史研究の団体・NPO法人・地域住民または、
地域と大学、行政との協働等多種多様です。

(2) 活動の目的

以前は、現存する文化財を保存すること自体が目的

今では、地域の魅力を再発見したことや貴重な資源を発
掘したことを整理・保存し内外へ情報発信することで、
地域活性化を促進することが目的になっています。

(3) 新たな人材

地域に戻った団塊世代の多くは、地域について知らない
ことの多さに気づき、現在、「地域まち歩きツアー」が全
国各地で顕在化しています。

ツアーの必需品は、デジカメやビデオカメラであり、参
加の記念やまち歩きの記録として活用するようになりまし
た。これが、個人におけるデジタルアーカイブの第一歩で
すが、ツアー参加やHP掲載などで人的ネットワークが生ま
れ、町並み保存やまちづくり活動に参加するようになり、
やがては、地域デジタルアーカイブ化の牽引役になってい
きます。

地域にとっては、まち歩きツアーが人材発掘の良い機会
となりました。



２ｰ４ 発掘・保存・流通
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(1) 発掘（地域資源の掘り起こし）

まずは、どの地域でも地域の記憶（記録写真・映像等）
の所在を確認することから始めています。例えば、地域で
古くから営んでいる店舗、商店街、商店組合や商工会、企
業、自治会、サークル、学校等々、小さなコミュニティが
持っている記憶をたどることで、比較的手軽に始められま
す。
そして、「コミュニティアーカイブ」に対して気づき、

関心を持つことができれば、「私」や「私の家族」など、
自分の手の届くところから始まり、徐々に対象を広げて行
く。そんなスタイルで、地域資源の掘り起こしを実践して
います。

ア 手法：地域特性を知る→価値の再発見
イ 課題：地域資源の価値に気づかない住民が多い
ウ 対策：人的ネットワークを活用して広く収集

(2) 保存（コンテンツのデジタル化）

以前は、保存には高価な機材が必要であるという考え方
がありましたが、今では、用意するデジタル機器は安価で
あり、その規模（デジカメであれば、コンパクト・一眼レ
フ・携帯電話）に応じたガイドラインを作成することで、
作業を効果的に行っています。
また、永続的に保存するためには、自分のPCにバック

アップをとると同時に、ウェブ上にある無料の情報共有サ
イト（写真・動画共有サイト）も活用しています。時には、
大学やNPO法人と連携し、サーバーの貸与を得て行っている
場合もあります。ただし、次の技術に移行する際は、次世
代との互換性や移動方法について考えておく必要がありま
す。

ア 手法：自前PC・活動団体のサーバー等
イ 課題：永続的な保存方法、マンパワー不足
ウ 対策：現システムが稼働中に次のシステムを考える
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(3) 流通（地域コンテンツの共有）

デジタルアーカイブを『視聴する』環境を増やすことが
大切で、各団体が試行錯誤を繰り返しながら、展覧会やフォー
ラム、写真展などを展開し、リアルな場を提供しています。

また、インターネット放送やコミュニティFM、CATV等、
地域メディアの活用も行われており、効果のある展開へと
移行しつつあります。もし、「お茶の間」で、地域の記憶
番組を視聴できたり、地域資料を閲覧できるようになれば、
そのテレビに写っている写真を見ながら、地域の歴史を語
り伝えることができるようになるでしょう。

著作権・肖像権の問題は、日本のコンテンツ産業におけ
る大きな課題です。権利を過剰に主張することがこの国全
体の文化を停滞させることにもなりかねません。諸外国に
おける「フェアユース」(※1)の考え方や「クリエイティ
ブコモンズ」(※2)などの考え方を、積極的に伝え、取り
入れることで解決の糸口が見えてくることでしょう。

ア 手法：住民ニーズと活用動向を把握→情報発信
イ 課題：著作権・肖像権処理
ウ 対策：ルールづくりや共有システムの構築

※1 フェアユース： 米国の著作権法上等で認められている著作権侵害に対す

る抗弁理由の一つで、著作物を無断使用してもその利用が
fair useに該当すれば著作権侵害にならないとされます。
最近、日本でも文化庁で「日本版フェアユース規定」の論
議が開始されました。

※2 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｺﾓﾝｽﾞ：ウェブ等で情報を共有すると知的所有権や著作権侵害等

の問題が発生しますが、それを回避するため、コンテンツ
に柔軟な著作権を定義するライセンスを提供することで
様々な作品利用を促進することを目的に設立されたNPO法
人です。



第３章 先進事例の紹介

３ｰ１ 事例の傾向と分析
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(1) 活動主体 （全１８団体・個人）

(2) 活動内容
デジタルアーカイブ化
HPからの情報発信
展示会・講演会の開催
CD・DVD化による配布
書籍・冊子等の出版
人材育成講座の開設

(3) コンテンツ
写真（古写真・記念写真・航空写真・記録写真）
映像（8mm・16mmフィルム・地域情報番組・DVD）
活字絵（古地図・書籍・資料・写真集・カレンダー）
音声（FM番組・インタビュー）
その他（古墳・文化資源全般）

(4) 活動のポイント
ア 活動拠点
・公共施設（図書館・区民センター・公民館・学校）
・民間施設（タウンカフェ・コミュニケーションハウス・

お寺）

・個人宅

任意団体 NPO法人 行政関係 大学 個人

7 5 4 1 1



イ 人材確保・育成
・郷土史研究会の会員を巻き込む
・イベントなどで興味を抱いている人を発見する
・ＩＣＴ技術を習得している個人や、ＩＣＴ技術を

活用しているNPO法人

ウ 資金調達
・行政の助成金
・会員の会費、支援者の寄付
・成果物の出版による対価
・イベント開催による参加費

(5) まちづくりの成果

ア 人的ネットワークの広がり
内外に情報発信することで、反響があり、新聞・

観光等で活用されたりと、これがモチベーションと
なり、地域間の更なる情報交流が生まれ、人的ネッ
トワークが広がっています。

イ 地域コミュニティの活性化
講習会や写真展を開催するために、公民館、タウ

ンカフェ・コミュニケーションハウス等を活用する
ことによって、そこに人が集まり、実践者同士の顔
の見える交流も生まれます。地域コミュニティや自
治会活動の活性化が図られています。

ウ 地域愛の醸成
地域の景観や郷土史をデジタルアーカイブするこ

とで、利活用の幅が広がり、住民や子供たちの地域
に対する関心が高まり、理解も深まることにより、
地域に愛着が持てるようになってきています。

エ 情報発信能力の向上
活動を通じて、地域資源の掘り起こし・保存・情

報発信を継続的に行うことで、より効果的でかつ、
親しみやすく、判りやすい発信の仕方を工夫するよ
うになり、活動者自身のスキルアップやリテラシー
の向上につながっています。

12
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(6) 課題
ア まちづくり共通の課題（存在・認知度を高めるには）

「活動拠点の確保」「人材確保と育成」「資金調達」
イ 著作権・肖像権問題
ウ 事業化（経済基盤の確立）
エ 継続的な活動（今後の利活用・地域情報の恒常発信）
オ 資料の保存（取捨選択）や住民とのアクセス環境
カ 地域基盤の確保（住民の関心は低い）

(7) 解決策
ア 活動拠点の確保

行政の施設を利用、図書館と連携

イ 人材確保と育成

資料を活用した広報活動や学生との連携

HPや口コミによる出会いの場をつくる

ウ 活動資金の調達

広く広報活動を行う

行政の支援・助成を活用

出版物の発行や有料フォーラムの開催

エ 著作権・肖像権問題

専門家への相談

顔の判別ができるものは排除

オ 事業化（経済基盤の確立）

提案型事業展開を実施する

多世代交流拠点としての付加価値を高める

カ 継続的な活動（今後の利活用）

新たな展開を考えることと人の和を広げる

地域コンテンツ協会の設立

キ 資料の保存

図書館と協働やDVDの貸し出し等を行う

資料を取捨選択するための基準づくり

ク 地域基盤の確保

地域づくりのニーズから活動をコーディネート

NPO・個人・団体をつなぎ、緩やかに縫合



No.1
はこだて写真図書館

（函館市）
NPO法人はこだて
フォトアーカイブス

No.３
市民参加型ネット

かすみがうら＊ネット
（茨城県）

かすみがうら＊ネット

No.４
蛙蛙ライブ
（龍ヶ崎市）

NPO法人茨城県南
生活者ネット

３ｰ２ 各事例の紹介

No.６
円通寺古墳発掘調査
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾎﾟｯﾄﾞｷｬｽﾄ

2008（栃木市)
國學院栃木短期大学

No.７
桐生アーカイブス・

プロジェクト（桐生市）
NPO法人桐生地域情報

ネットワーク

No.８
大宮二十景

（さいたま市大宮区）
大宮区区民会議

No.９
長池伝説から長池
物語（八王子市）

NPO法人FUSION長池

No.１０
調布市民放送局

（調布市）
調布市民放送局

No.１１
みんなでつくる横濱写
真アルバム（横浜市）
横浜写真アーカイブ

実行委員会

No.１２
港南郷土史デジタル

アーカイブ事業
（横浜市港南区）
港南歴史協議会

No.１３
あおばみん映像アーカ
イブ（横浜市青葉区）
青葉区民ポータルサイト

運営委員会

No.１４
映像メディアの蒐集・
保存・制作・発表

（横浜市保土ヶ谷区）
映像メディア倶楽部

No.１５
栄区歴史画像資料館

（横浜市栄区）
横浜市民メディア連絡会

No.１６
甲斐之庫（かいのくら）

（山梨県）
NPO法人地域資料デジ

タル化研究会

No.１７
上田市地域映像

デジタルアーカイブ
（上田市）

上田市マルチメディア
情報センター

No.２
Hakodadigital
（函館市）

函館マルチメディア
推進協議会

No.５
地域映像資料収集
保存事業(宇都宮市)
宇都宮市立視聴覚

ライブラリー

No.１８
長崎年表写真館

（長崎市）
個人：藤城かおる
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主催団体名
（代表者）

はこだてフォトアーカイブス／ＮＰＯ法人
（津田 基）

団体概要
（活動内容など）

広く写真図書・資料を公開し、写真に関する研究事業を行い、写真文化の発展に寄与することに
より不特定多数の人々の利益の増進を図ることを目的とする。
2001年1月5日、内閣府に認証。会員数約100人。

所在地・URL
北海道函館市
http://www.photo.hakodate.jp

事業・活動の名称 はこだて写真図書館

事業・活動の期間 2001年10月〜継続中

事業・活動の内容

・はこだて写真図書館の運営。教育活動。写真書誌の作成。そのプロセスで写真をデジタル化し、
Webにも写真を掲載している。

・団体はNPO法人で内閣府の管轄。会員は1割が函館市。その他は東京や関西など。学芸員、写真
家などもメンバーに多い。会員数約100人。

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

・基本的に「作品（性）」という規準で、NPO団体のメンバーなどに個別に働きかけ、人のつなが
りで写真を集めている。

・アートとしての写真だけに限らず、民俗学的、商業的にも価値があと思える写真を収集。作業プ
ロセスとしてデジタル化をしている。年代的には1839年〜2000年が対象。

事業・活動を
始めたきっかけ

最初に「写真図書館」を作ったのは90年代半ば。当時の写真図書館は、四谷三丁目（東京都）に
あった。その後、2001年に函館に移住。資料を集める組織として永続的に活動を続けるため、函館
の地を選んだ。
当時は、国内の写真アーカイブがほとんどなかったので、必要性を感じて始めた。70年代の写真展
の記録などの資料もなかった。写真を広くとらえて、日本の写真世界を構築したいという思いがあ
る。
横浜・長崎と並び、写真発祥の地である函館を中心に、日本の写真の生成を考えるというスタンス
で活動している。

アーカイブしたもの
の活用事例

・アーカイブで集めた写真を書籍化している。Webにも掲載している。
・写真を、東京メトロのポスターとして提供するなど、商業的な利用への対応もしている。
・2年に1回東京でも展覧会を開催している。

事業・活動の効果

・函館の写真の展覧会には3,000人も来る
・アーカイブ作業を通して、データを編集した物が、多くの人に受け入れられる。
・たくさんのひとに価値ある写真を見る機会を提供できる。
これらのことは、家庭や企業に眠っている写真の価値を再認識するきっかけになると感じている。
写真展などでは、高齢者が孫などに、当時の記憶を呼び起こして、昔の話を語るようなシーンがよ
く見られる。

今後の展開

外部から助成を受けていない。坦々と一年一年積み上げていく。年に1回、写真展を通じて成果を
提供していく。
・旧はこだて写真図書館の蔵書、写真資料を散逸させず、その保存に努め、公共の文化的資産とし

て新たな活用・一般公開のかたちを実現させる。
・函館を中心とした地域の写真、映像資料の調査研究を継続し、その成果を公表していく。
・函館市十字街（末広町）「まちづくり交流センター」内の展示室等で、函館の歴史的写真を中心

にした展示企画を定期的に催していく。

事業・活動を進める上
での問題点や課題

・事業継続のための資金面の課題。
・若い人にいかに興味を持ってもらえるようにするかが課題。

問題点や課題の
解決策

・若い人に興味を持ってもらえるようにするために、インターネットの活用が大事だと考えてい
る。ネットの活用は不可欠。

・出版活動などの収益事業と非営利事業のバランスを取っていく。

事業・活動の
周知広報の方法

会員への会報（年1回）。ちらし、Web。メディアが必ず取り上げてくれる。

ＮＯ．１
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事業・活動への
参加形態

NPOの会員（法律上の社員）は約100人。全員がボランティア。日常的にかかわってくれるボラン
ティは7〜8人。

アーカイブ作業の形態 日常的に収集・保存作業をおこなっている。

事業・活動の
拠点（場所）

・代表者自宅
・展覧会等は「まちづくり交流センター」などで実施

事業・活動資金の
調達の方法

会費・寄付

他の組織との
協力体制

BankART 1929などとのモボ・モガプロジェクト
北海道立函館美術館、市立函館博物館、函館中央図書館など

＜はこだてフォトアーカイブス＞

写真展

＜茨城県南生活者ネット＞

映像番組作成講座

＜函館マルチメディア推進協議会＞

デジタルアーカイブ
カレンダー



主催団体名
（代表者）

函館マルチメディア推進協議会／任意団体
（川嶋 稔夫：公立はこだて未来大学）

団体概要
（活動内容など）

北海道 道南圏の情報化を推進し、魅力ある地域づくりに貢献する。

所在地・URL
北海道函館市
http://hakodadigital.sakuratan.com/

事業・活動の名称 Hakodadigital

事業・活動の期間 2004年～継続中

事業・活動の内容 函館地域におけるデジタルアーカイブの推進

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

主として函館市中央図書館と、公立はこだて未来大学が作業を進めている地域文化財（古写真・古
地図・絵画）のデジタル化資料を利用している。

事業・活動を
始めたきっかけ

函館中央図書館と、公立はこだて未来大学が進めていたディジタルアーカイブ事業、本会メンバー
の渡辺保史が進めていたハコダテスローマップなどの街づくり事業を総合して、地域活性化のため
のイベントを企画したことから。

アーカイブしたもの
の活用事例

・シンポジウム(Hakodadigital): デジタルアーカイブの成果を市民に伝えるために，ほぼ毎年
行っている。

・パネル展（歴史的資料の複製展示）
・デジタルアーカイブカレンダーの作成（2009年より）

事業・活動の効果

・活動の結果、デジタルアーカイブ写真資料が、新聞、広告、観光などの様々な側面で活用される
ようになった。

・デジタルアーカイブという考え方が市民に普及し、ボランティアなどの積極的な協力が得られる
ようになってきた。

今後の展開

・地域の資料を継続的に保存してゆくために必要なデジタルアーカイブへの理解を深め、一層の協
力を得るとともに、地域研究に加え、歴史資料を活用した商品の開発や観光への展開等を図って
いきたい。

・横浜市、沖縄などで進行中のアーカイブ事業とも連携していきたい。
・年に1回は、写真アーカイブの事業や、市民向けに成果を発表する場を続けていく。

事業・活動を進める上
での問題点や課題

基本的にこれまでアーカイブ事業そのものを行うのではなく、デジタルアーカイブのとりくみの
広報活動と、資料の活用・応用方式の紹介が主要な役割であると考えてきた。
本会の活動は、基本的にボランティアベースであり、それが望ましいと考えるが、イベントや事
業によっては会場費やアルバイト代等が必要となるため、補助金を活用することが必要になって
くるケースも多い。その確保が現時点での課題である。

問題点や課題の
解決策

函館開港150周年に合わせて、横浜市などと連携して、市民の手による写真アーカイブの構築事業
を遂行中である。

事業・活動の
周知広報の方法

チラシのほか、新聞や放送を活用している。

事業・活動への
参加形態

ボランティア（１１名）

アーカイブ作業の形態 アーカイブ作業自体は行っていない。

事業・活動の
拠点（場所）

函館商工会議所

事業・活動資金の
調達の方法

会員（個人・企業）の会費による。

他の組織との
協力体制

函館観光情報学研究会等と連携。

ＮＯ．２
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主催団体名
（代表者）

かすみがうら*ネット／任意団体
（前川 道博：長野大学 企業情報学部 准教授）

団体概要
（活動内容など）

「霞ヶ浦*」を広く地域社会の在り方・自然環境・歴史的なことなどの視点で捉え、メンバー相互
が主体的に問題を発見・解決していこうとするためのネットワークである。(注)「霞ヶ浦*」は、
霞ヶ浦、北浦、外浪逆浦、常陸利根川などが束なるインターレイクを意味する表記である。本団
体では、単一の湖「霞ヶ浦」と区別するためにこの表記を用いている。

所在地・URL
茨城県
http://www.kasumigaura.net/

事業・活動の名称 市民参加型ネット「かすみがうら*ネット」

事業・活動の期間 2000年9月～継続中

事業・活動の内容

本格的に情報資源をデジタル化し、ネットに公開してくためには、大容量のディスクスペース、
データベース、Webサイト自動生成エンジンなどの機能が求められる。情報化の進展によっては、
さらにサーバの分散化が求められる。「かすみがうら*ネット」は、通常のプロバイダのホーム
ページサービスでは実現しにくい、これらの要求に応えるデータセンターの役割を担う。
霞ヶ浦*およびその周辺地域と関わる情報資源は、殆どが未整理状態であったり、紙媒体等に記録
されたものであるために、ネット上で共有できない状態になっている。こうした情報資源（またそ
こに内包される知識）は、デジタル化しネット上に公開することで、未来永劫に渡り、多くの人々
が学習に役立てたり、素材として再利用することに道が拓かれる。

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

霞ヶ浦*およびその周辺地域と関わる以下のような活動を対象とする。
・自然環境保全活動
・地域活性化・地域アイデンティティ形成・地域のエラボレーション（よりよくすることを提案し
たり実践すること）等を目的とするボランティア活動

・「総合的な学習の時間」における児童生徒による研究、学校の自由研究
・地域学習活動（学校教育・社会教育・生涯学習等）
・地域の自然環境・社会・行政・産業・文化・歴史・地理等に関する研究活動
・情報資源のデジタル化・アーカイブ化に関わる活動
これらを、「かすみがうら*ネット」のウェブサイトから一元的に公開する。

事業・活動を
始めたきっかけ

IT革命と言われながら、現実には誰もがホームページ制作を自力で行うことさえやさしくない。ま
して情報量が多くなるほど制作やその更新は難しくなる。「かすみがうら*ネット」では誰もがICT
の恩恵を受け、それぞれの活動をより有益に楽しいものとすることができるように、グループや個
人の連携が図れる専用のサーバを設け、併せて学習・情報化支援ツールの提供を始めた。
また、この取り組みを通して、現在のネットワークに何が求められるのか、どのような手段を提供
すると市民主体の活動が支援できるのかを検証しながら、当初から、来たるべき「ネット社会」の
メディアのあり方を模索している。

アーカイブしたもの
の活用事例

以下の団体・個人が、自律分散的な形でそれぞれのホームページ（兼デジタルアーカイブ）を公開
している。
団体：かすみがうら*ネット、古建築研究会、土浦の自然を守る会、アースデイつくば実行委員会、

宍塚の自然と歴史の会、日本野鳥の会茨城支部、NPO法人アサザ基金、浜松環境ネットワー
クなど

個人：前川道博（「マッピング霞ヶ浦*」）、菊地敏夫（「泳げる霞ヶ浦」）、鈴木康夫（「霞ヶ
浦の自然」）など

事業・活動の効果

・前川道博『マッピング霞ヶ浦*』が第2回いばらきデジタルコンテンツ大賞グランプリを受賞
（1999年1月）。
・2000年に会を発足させ、2009年時点で約70名にメンバーを拡大（メーリングリスト参加者数）。
・2000年以降、年数回のオフ会（学習会、定例会）、協働学習イベント等を開催し、霞ヶ浦*地域
の各地に人的なネットワークを広げた。

・2002年、オーサリング支援ツール「PushCorn」を導入し、情報発信者数が増えた。
・霞ヶ浦*を超え、浜松環境ネットワーク、エコ・ウォークin手賀実行委員会（千葉県手賀沼）、
蕪栗ぬまっこクラブ（宮城県）、おおせっかランド（青森県）などにもかすみがうら*ネット
サーバを用いた情報発信の輪が広がった。

・かすみがうら*ネットが茨城県地域計画課の「霞ヶ浦情報発信モデル事業」（平成18～19年度）
を受託し、霞ヶ浦*地域の情報発信力強化に貢献した。

・鈴木康夫『霞ヶ浦の自然』が文部科学大臣賞を受賞（第14回マイタウンマップコンクール）2008
年3月。

ＮＯ．３
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事業・活動を進める上
での問題点や課題

2000年以降、ICTを活用したコミュニティづくり、分散型デジタルアーカイブづくりを試行してき
た。しかしながら、アクティブなメンバーが広がらないのが実情である。人的なネットワークの
広がり、活動の持続性ある展開などの点では、「細く長く」の状況にある点は否めない。ICTが苦
手だった市民の支援の段階から、今後は、「地域づくり」という視点で、地域の問題発見・問題
解決のために、ICTを緩やかに適用する、という方向での活性化を図っていくことが課題である。
地域デジタルアーカイブに対する地域社会での関心は依然として低く、地道にその活動の実践、
アーカイブの啓発などを行っていく必要がある。

問題点や課題の
解決策

・かすみがうら*ネットを始めた当時の状況はICTが活用できない人口が多く、ICT活用と情報発信
を支援することが主たる目的であった。現在は、より広範な「地域づくり」のニーズが高まっ
てきており、より一段と高い地域活性化の視座から活動をコーディネートしていく。

・ＮＰＯ、任意の団体、個人などをこれまで以上につなぎ、緩やかに縫合させていく。全員が全
くのボランタリーな形での活動参加である。無理したり息切れしないように細く長く続け、活
動の諸資源（デジタルアーカイブなど）を、後世に伝えていくためにも地道な努力を継続させ
ていく。

事業・活動の
周知広報の方法

主にウェブサイト、メーリングリスト

事業・活動への
参加形態

その他（７０名）

アーカイブ作業の形態
自発性に基づく、自律分散型の形態である。義務はなく、ボランタリーな意思がアーカイブを成
長・発展させる原動力である。

事業・活動の
拠点（場所）

土浦市を中心とした霞ヶ浦*地域

事業・活動資金の
調達の方法

事業費は基本的に設けない手弁当方式の運営。ただし、サーバ利用については毎年、利用者から
資金カンパを募っている。助成金（霞ヶ浦情報発信モデル事業等）を獲得し事業を推進したこと
もある。

他の組織との
協力体制

サーバ運用はeメディア研究会と連携することにより、運用負担の軽減を図っている。

今後の展開

目指す方向は、地域社会のあり方などの問題意識を感じ、解決を図る人々が孤立することなく、お
互いにお互いの力を活かし合えるようにし、自律・成熟した地域社会の実現を導いていくことであ
る。そのためにも、団体や個人がそれぞれの記録・リソースをアーカイブ化・共有化していく文化
を継続して育てていきたい。
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主催団体名
（代表者）

茨城県南生活者ネット／ＮＰＯ法人
（松原 卓朗）

団体概要
（活動内容など）

・相互扶助の有償ボランティアコムサービス
・生涯学習講座
・コラボレイトショップ（貸しボックスショップ）

所在地・URL
茨城県龍ヶ崎市
http://www.ik-cn.tv

事業・活動の名称 蛙蛙（かわずあ）ライブ

事業・活動の期間 2004年8月〜継続中

事業・活動の内容
地域の情報を映像で発信するために、インターネットのテレビ放送を実施している。映像番組の編
集を手軽にするためと、交流の場を設けるために、毎週金曜日にスタジオをセットしてライブ放送
を行っている。

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

地域に関することであれば、対象は何でも良い。
市民の活動を紹介することを中心に、各理事が、活動している人をスタジオに連れてくる。

事業・活動を
始めたきっかけ

・地域活動の情報発信をすることを考えた。
・映像番組ソフトを筑波大学から購入した。
・フリーター等を含めた若者がやる気になった。

アーカイブしたもの
の活用事例

アーカイブとしては、自らの活動の映像記録とすること、更には、多くの地域情報が加わることで、
将来的には地域の映像図書館となることを目指している。

事業・活動の効果
ライブ放送として、スタジオに出演者として参加していただくことで、人同士のネットワークが拡
がっている。ただし、制作したコンテンツが流通するほどの効果は、まだない。

今後の展開

蛙蛙アライブの２つの目的
・人の交流を増やすこと
・ライブ放送を積み重ねることにより、地域の映像図書館にすること。
従って、「継続すること」が最も重要であり、さらには、放送の回数も増やしていきたい。
また、事業として拡大・安定化（収益の確保）させていくことも目指している。

事業・活動を進める上
での問題点や課題

技術スタッフの不足及び組織的にパワーが不足していること。

問題点や課題の
解決策

・クチコミ広報などでスタッフを募集する。
・若いスタッフを雇用することが解決策の一つと考えられるが、人件費に見合う事業収入を確保

する必要があることから、事業の拡大を試みる。

事業・活動の
周知広報の方法

ホームページ・市の広報紙

事業・活動への
参加形態

有償ボランティア（３名）、ボランティア（１名）、他（１４名）→理事が企画に参加

アーカイブ作業の形態 主に一人の理事が不定期に作業。

事業・活動の
拠点（場所）

龍ヶ崎コミュニケーションハウス

事業・活動資金の
調達の方法

ＮＰＯ法人茨城県南生活者ネットの活動として、広報的経費としてまかなっている（年間約７０
万円）。将来的には事業収入を得る。

他の組織との
協力体制

他のグループ・活動団体にもライブに出演していただいている。

ＮＯ．４
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主催団体名
（代表者）

宇都宮市立視聴覚ライブラリー／宇都宮市役所

団体概要
（活動内容など）

学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図る。
市内の団体に対し視聴覚機材や教材の提供とその利用を促進する。

所在地・URL
栃木県宇都宮市
http:// www.ucatv.ne.jp/~u_avl/

事業・活動の名称 地域映像資料収集保存事業

事業・活動の期間 2007年10月〜継続中

事業・活動の内容
当館が所蔵する16mmフィルムの中から後世に伝えたい地域映像資料はもとより、広く市民に呼び
かけ、寄せられた映像資料をデジタル保存し、また地域の催事等での上映も行っている。

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

地元新聞社やTV局に協力いただき、市内在住や市外転出者にも広報し、できるだけ多くの方から
の協力を得られる努力を行っている。無料で8mm映写機貸出も実施中。

事業・活動を
始めたきっかけ

二度と撮ることができない古い映像資料は、市にとっての貴重な財産と考え、できる限り早期に収
集に着手したかった。

アーカイブしたもの
の活用事例

地元新聞に掲載されたり、ＮＨＫや地元TV局番組でも取り上げていただく中から、市民に関心が生
まれ、地元自治会の会合時や社会教育の催事等に上映の機会を得ている。将来は学校教育の資料と
して活用を図っていきたい。

事業・活動の効果
映像資料の更なる発掘のため、市内小中高・大学等にも協力を要請し、倉庫（金庫）に眠る8mm
フィルムや16mmフィルムの発見にも期待を寄せている。

今後の展開
映像の劣化が著しいフィルムをデジタル保存することは、早急な課題と考える。捨てられる前にま
ず収集することが先決。
今後はこれら貴重な映像をインターネットで公開するなど利用拡大を図りたい。

事業・活動を進める上
での問題点や課題

映像資料（特に古いもの）がなかなか集まらない。
新聞やTVなどでもっと多くの呼びかけが必要と考える。

問題点や課題の
解決策

TVの全国放送を見て、県外在住者から７０年前のフィルムが送られてきた。
市民のみならず、広く広報活動を行う必要性を感じている。

事業・活動の
周知広報の方法

市の広報紙や新聞、TV局などの協力

事業・活動への
参加形態

正規職員／社員（1名）

アーカイブ作業の形態 不定期：フィルム等が収集された時

事業・活動の
拠点（場所）

宇都宮市立視聴覚ライブラリー施設内

事業・活動資金の
調達の方法

公費負担

他の組織との
協力体制

特になし

ＮＯ．５
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主催団体名
（代表者）

国学院栃木短期大学考古学研究室／大学研究室
（小林 青樹）

団体概要
（活動内容など）

栃木県を中心とした遺跡の発掘調査を通じて、地域と連携し、教育活動を実施する。

所在地・URL
栃木県栃木市
http://web.me.com/tochitanarc/

事業・活動の名称 円通寺古墳発掘調査プロジェクト・ポッドキャスト2008

事業・活動の期間 2008年8月〜継続中

事業・活動の内容
本研究室が２００４年から実施している、栃木県栃木市に所在する前方後円墳である円通寺古墳の
発掘調査の状況について、調査の記録をデジタルアーカイブとして一般に公開する。

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

アーカイブの対象：本学研究室実施の円通寺古墳の調査
アーカイブの範囲：調査にかかる作業の記録・本学調査（本学調査対象のみ）
コンテンツの入手方法：教員・学生による撮影。データはポッドキャストを通じて、ダウンロード
可能。

事業・活動を
始めたきっかけ

2004年に始まった調査を通じて、調査記録のデジタルアーカイブの公開の必要性を考慮して開始。

アーカイブしたものの活
用事例

本学での学生の教育への活用と、本学博物館を通じた、一般への展示・公開にて活用。

事業・活動の効果

・遺跡の存在の周知
・一日に限定される現地での説明会を、インターネットを通じて実施でき、遠隔地や障害者等の利

用拡大につながった。
・教育的効果（学生に対して）

今後の展開 学生の製作による、地域の歴史的文化遺産の調査記録をデジタルアーカイブとして公開予定。

事業・活動を進める上
での問題点や課題

・外注せず自前で製作し、公開するための予算と技術をいかに獲得するか。
・周知や広報の方法が難しい

問題点や課題の
解決策

・現在、改善対策を検討中。
・今後の志向：できる限り低予算で（できれば無料）で実施できるように検討中。

事業・活動の
周知広報の方法

メール・調査案内などの郵便を通じて

事業・活動への
参加形態

ボランティア（１０名）

アーカイブ作業の形態 ボランティア学生による、不定期作業

事業・活動の
拠点（場所）

短大考古学研究室

事業・活動資金の
調達の方法

教員の個人研究費による

他の組織との
協力体制

栃木市教育委員会、栃木県教育委員会、栃木県埋蔵文化財センター

ＮＯ．６
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主催団体名
（代表者）

1)ＮＰＯ桐生地域情報ネットワーク／ＮＰＯ法人
（塩崎 泰雄）

2)ＦＭ桐生／株式会社
（塚越 紀隆）

団体概要
（活動内容など）

情報化を通して、「ひとづくり・まちづくり」のお手伝いをする団体

所在地・URL
群馬県桐生市
ＮＰＯ桐生地域情報ネットワーク http://blog.kiryu.jp http://sns.kiryu.jp
ＦＭ桐生 http://www.kiryu.fm

事業・活動の名称 桐生アーカイブズ・プロジェクト

事業・活動の期間 1998年4月〜継続中

事業・活動の内容

当初は、ＮＰＯ法人桐生地域情報ネットワークが桐生広域の文化・産業・歴史のアーカイブ、特に、桐生織
物から始まったプロジェクトも、織物職人、布地、桐生の民話などに及び、これらの活動がきっかけとなり
開局に参画したＦＭ桐生（2007年開局のコミュニティＦＭ局）と協働し、映像、音声を含めた「まちの記憶」の
アーカイブス事業を展開。その活動の中から、市民の連携が生まれ、産官学を包括した“場”としての運営
をＮＰＯとＦＭ桐生とで協働して行っている。

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

ＦＭ桐生を媒体として当ＮＰＯがコーディネートする桐生広域の文化・歴史・産業・生活・人・自然等々の情
報、収集・編集・放送する、番組アーカイブ事業や、群馬大学の脱温暖化プロジェクトとの協働によるプロ
ジェクトの推進など、他の組織との多岐に渡るコラボレーションが主体。

事業・活動を
始めたきっかけ

1989年、桐生市老人クラブ連合会が制作した冊子「あすへの遺産」を元に、群馬大学工学部の学生と老人
クラブメンバーと協働して制作した『撚糸用水車をお御召の記憶』（冊子）、『桐生お召と職人の記憶』（冊
子）、『職人が語る桐生お召の世界』（動画）が活動のきっかけとなった。

アーカイブしたものの活
用事例

2007年に開始した『ふるさと桐生の民話』は、市民が組織した『放送劇団・言の葉』と当ＮＰＯが協働してラ
ジオ番組“ふるさと桐生の民話”を制作、２０３話の番組制作と、Web上での公開を目指して、活動を継続中。
ＦＭ桐生で放送すると共に、Blog上で地図やテキスト（物語）の公開を行う予定。地域の小中学校へCDを
配布し、地域の文化歴史教育の一助とする。

事業・活動の効果
活動の場をＦＭ桐生に置いたことで、ラジオを聞ける高齢者や市民が増え、反響も多い。収録番組を再編
集して地図情報や、テキスト、画像を加えてWeb上にアーカイブすることで、日々の放送がアーカイブ作業
となっている。

今後の展開
ＦＭ桐生とＮＰＯ法人桐生地域情報ネットワークでは、市民ディレクター養成講座を開催して、アーカイブの
企画、制作、編集のできる人材育成を予定し、作り手の育成を目指と共に、市民制作団体のクオリティを
上げ、他地域で利用可能な“商品”の発掘・制作を目指し、収益源としての“番組”作りを計画している。

事業・活動を進める上
での問題点や課題

ご多分にもれず“ひと・かね・もの“に苦労するが、ＦＭ桐生との協働でＮＰＯ活動への理解は、
大分浸透した。良質の番組が欲しいＦＭ桐生と、放送の機会が欲しい市民活動家との調整、制作
費のねん出、ボランティへの手当、将来はＦＭ桐生の支払も生じる。
ＦＭ桐生という“場”を使ったアーカイブズ事業の“パブリック・ビジネスモデル”の確立が一
番の課題となっている。

問題点や課題の
解決策

国の補助事業等へのエントリーを行い、提案型の事業展開続けてきたが、昨年度は地方の元気再生事業
を受託し、地域メディア（FM桐生）を使った人材育成事業と、新しいパブリック・ビジネスモデルの実験を行
い、ある程度の手ごたえを得た。本年度も継続した事業の展開を行う予定。

事業・活動の
周知広報の方法

ＦＭ桐生、Web、紹介テキスト（印刷）

事業・活動への
参加形態

正規職員／社員（１名）、嘱託（３名）、ボランティア（１０名）

アーカイブ作業の形態
制作ボランティア（放送劇団・言の葉）が収録、編集、制作を行い、ＦＭ桐生で放送
ＮＰ:ＫＡＩＮが、Web上への掲載を行う（テキスト、音声、地図）
ＦＭ桐生は番組を提供（番組スポンサーを募集）

ＮＯ．７
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事業・活動の
拠点（場所）

ＦＭ桐生の会議室、編集室
ＦＭ桐生より収録機器等を無償貸与

事業・活動資金の
調達の方法

番組への提供スポンサーを募集し、活動費に充当（ＦＭ桐生の厚意）

他の組織との
協力体制

群馬大学工学部学生、桐生市民活動支援センター・ゆい、桐生放送劇団『言の葉』
桐生タイムス（番組表掲載）、桐生市教育委員会

＜宇都宮市立視聴覚ライブラリー＞

円通寺古墳発掘調査プロジェクト

新あすへの遺産
＜桐生地域情報ネットワーク＞

映画会パンフレット

＜國學院栃木短期大学考古学研究室＞
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ＮＯ．８

主催団体名
（代表者）

大宮区区民会議／大宮区長による嘱託機関
（加藤 久美子）

団体概要
（活動内容など）

区民と行政の恊働、区民の意見を魅力あるまちづくりに反映させることを目的とし、各団体から
の推薦者、及び自薦により選ばれた20名程度の委員によって、月に1回のペースで会議を開催。

所在地・URL
さいたま市大宮区
http://www.omiyakumin.com/

事業・活動の名称 宝ものデータベース

事業・活動の期間 2008年9月〜継続中

事業・活動の内容
公募等で集まった大宮区の魅力ある宝ものを、将来的な様々な利用を視野に入れ、文字や画像デー
タとして蓄積する。

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

対象：大宮区内にある魅力あるもの、場所など
入手方法：区民からの応募など

事業・活動を
始めたきっかけ

第３期区民会議での「大宮の魅力づくり」部会の活動を通して

アーカイブしたもの
の活用事例

具体的な活用は今期（2009年4月〜）以降

事業・活動の効果 現段階では不明。

今後の展開
想定される事例としては、HPや冊子による紹介、将来的には観光案内などにも活用出来るのではと
考えている。

事業・活動を進める上
での問題点や課題

区民の協力が必須となるので、いかに認知度を上げるかが課題。また、応募された宝ものの基準
も明確にする必要がある。

問題点や課題の
解決策

応募された宝ものについての審査機関の設置が必要と考えている。

事業・活動の
周知広報の方法

区が発信する各種メディア

事業・活動への
参加形態

嘱託（１０名）

アーカイブ作業の形態 嘱託の委員による不定期作業

事業・活動の
拠点（場所）

大宮区役所コミュニティー課内

事業・活動資金の
調達の方法

大宮区より

他の組織との
協力体制

今期以降、検討予定。
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ＮＯ．９

主催団体名
（代表者）

エヌピーオー・フュージョン長池／ＮＰＯ法人
（富永 一夫）

団体概要
（活動内容など）

1999年12月に法人を設立。現在では、八王子市長池公園の指定管理を主に地域貢献事業を展開中。

所在地・URL
東京都八王子市
http://www.pompoco.or.jp/

事業・活動の名称 地域ブランド開発計画：長池伝説から長池物語

事業・活動の期間 2006年4月〜継続中

事業・活動の内容 八王子市長池公園の管理・運営をベースに地域情報をアーカイブしている。

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

八王子市長池公園の管理・運営をベースに、地域情報を日常的に入手してＨＰにアップしたり印刷
物にしたりしている。

事業・活動を
始めたきっかけ

1994年4月に、富永が自宅を購入して長池地域で暮らすようになったことがきっかけ。

アーカイブしたもの
の活用事例

長池公園内の湧き水の池「長池」にまつわる「長池伝説」を2008年8月に掘り起した。
長池伝説を基本のブランドにして地域ブランド「長池物語」を開発中。
ポストカード、地域の歴史、散歩道の紹介等々を実施している。

事業・活動の効果

2008年度事業として、地域資源の発見と明確化を実施。
人口統計、大学・高校・中学・小学校・幼稚園・保育園の数と所在地を明確にした。
町会・自治会・管理組合の数と所在地も明確にした。
公園等地域の交流拠点も明確にした。

今後の展開

主に八王子市東部地域内に多世代の交流拠点づくりを他団体に呼びかけていく。
そのことによりＮＰＯフュージョン長池が指定管理する「長池公園」だけでなく、多くの団体との
協働によって「地域の多世代交流拠点」を形成し、この交流拠点毎に「自由に自立したアーカイブ
活動」が行われていくこと確立したい。

事業・活動を進める上
での問題点や課題

事業の継続性が最大の課題。
指定管理は、2009年4月から第２期の５年協定に入るが、もし指定管理者でなくなるとアーカイブ
活動も継続不可能になる。

問題点や課題の
解決策

指定管理だけではない経済基盤を確立することが課題。
多世代交流拠点としての付加価値を高めることで、指定管理の協定金以外の安定収入を得られる
ようにすること。

事業・活動の
周知広報の方法

ぽんぽこかわら版の編集と配布。地域の電子掲示板システム：ＨＰの作成。地域の電子井戸端会
議システム：メーリングリストを活用。その他講演会等で広報活動。

事業・活動への
参加形態

正規職員／社員（１名）、嘱託（２名）、パート／アルバイト（３０名）、
ボランティア（約２００名）

アーカイブ作業の形態
ＨＰ：パートスタッフが業務の一環として実施。
かわら版：年４回、編集作業と印刷を外部に発注して実施。
出版：プロジェクト毎にチームを結成して実施。

事業・活動の
拠点（場所）

八王子市長池公園自然館

事業・活動資金の
調達の方法

ＮＰＯ法人の会費、寄付金、かわら版やＨＰへの広告代

他の組織との
協力体制

これから具体化すべく活動中。
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事業・活動の名称 調布市民放送局

事業・活動の期間 2005年8月〜継続中

事業・活動の内容

１．J:COMケーブルテレビで、市民による手づくりの番組を放送
２．ホームページにてJ:COM放送と同時に動画配信
３．市内各施設にて上映会開催・各イベントに参加
４．図書館映像ライブラリーにて、放送番組のDVD貸し出し
５．学習とネットワーク作りのために、市民テレビ局フォーラムを開催
６．その他

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

・調布市内全域（番組内容によっては、近隣多摩地区も含む）
・自ら企画、取材、撮影、編集し、コンテンツを制作。

事業・活動を
始めたきっかけ

調布市地域情報化基本計画策定に市民参加として加わったメンバーが、地域情報化の一つの方法と
して、コミュニティFMで、地域のインタビュー番組を市民自ら放送したことがきっかけ。その後、
音声だけで伝えきれない情報を、映像を通じて発信しようと三者（相互塾、やあやあネット、みん
なdeねっと）に働きかけて活動を始めた。

アーカイブしたもの
の活用事例

自分たちが発信した情報をきっかけに、活動に参加する市民が増えてほしい。そのために、市内の
様々な施設などで上映会をしたり、調布市のＨＰや関係団体のＨＰとのリンクなど、二次利用に努
めている。

（例） ・竹灯篭の番組⇒調布市商工会
・深大寺、七福神の番組⇒調布市観光協会
・駅伝の番組⇒調布市体育協会
・京王線連続立体交差事業の番組⇒京王電鉄、調布市 など

事業・活動の効果

地域のイベント・歴史・活動等を取材し映像に編集・制作することによって、
１．地域を知り、住んでいる所の良さを再発見できる。
２．地域のネットワークが広がる。
３．人と人、活動と活動を結び付けるマッチングの役割を担う事できる

等の効果がある。また、隔週で内容を更新することによって、地域コンテンツが自動的に蓄積され、
結果的に地域の貴重な資料となっている。

今後の展開

市民や市民グループから「活動を記録に取ってほしい」「過去の眠っている情報を掘り起こし、次
世代に伝えていきたい」などの要望は多い。その要望に応えながら市民に必要な情報を、いつでも
どこでも誰でも見ることができることを目指している。
情報が行き渡ることによって、そこから新たなネットワークができ、地域活性化や地域コミュニ
ティの再構築が進み、災害時や、高齢化の時代に対応できる世の中になることを望んでいる。

主催団体名
（代表者）

調布市民放送局／任意団体
（大野 三紀子）

団体概要
（活動内容など）

調布放送局は、調布市民自らが、地域情報化のために企画・制作して、地域情報を発信・紹介す
ることを目的に作られた「市民による市民のための放送局」であり、地域情報に関する映像をマ
ルチメディア展開し、地域情報の流通を活発にすることで、地域コミュニティの活性化を図る。

所在地・URL
東京都調布市
http://www.chofu-catch.tv/

事業・活動を進める上
での問題点や課題

・市民の自主的な活動として行っているが、運営や制作は個人ベースであるため、成果物を安
全・安定的、かつ継続的に保管する環境が整っていない。市民が色々な方法で必要な情報にア
クセスしやすい環境づくりを進める。

・情報の共有や共有資料の保管などには、現在各自のＰＣを利用しているだけでは、限界があり、
拠点作り（場所の確保）が急務となっている。

・活動を理解し、継続的に携わってくれる人材の育成を並行的に行わなければならない。

問題点や課題の
解決策

・市立図書館、郷土博物館、歴史資料室と協働で地域情報のアーカイブとして保管し、ＤＶＤの
貸し出しができるようにしていきたい。

・産官学民との協働を進めることにより、それぞれの役割分担が自然にでき、協力関係が強化さ
れれば、地域情報をアーカイブできる可能性が広がると思われる。場所の確保などの課題も同
様。そのためにも、より多くの情報を共有し、様々な人・団体と一緒に活動しながら解決策を
検討していきたい。

ＮＯ．１０
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事業・活動の
周知広報の方法

・ＨＰにて広報、メールによる番組のお知らせ
・関係団体のＨＰから調布市民放送局へのリンク
・上映会の実施
・市内の各イベントにも積極的に参加し、周知するように努めている。
・マスメディアにも取り上げてもらえるよう、定期的なプレスリリースを行っている。

事業・活動への
参加形態

ボランティア（１９名）

アーカイブ作業の形態

・放送番組制作のための作業は、全てボランティアで実施。映像活動は隔週更新。
・企画会議を隔週で行い、番組の品質保持のため、VTRチェック、WEBチェック、品質管理などを

番組ごとに行って、番組内容に偏りがないか、著作権等の権利関係などのチェックを行ってい
る。

事業・活動の
拠点（場所）

・MCの撮影には、調布市文化会館たづくりのスタジオ。
・国領にある市民活動支援センターのオープンスペースで、企画会議、打ち合わせ、運営会議な
ど利用。

事業・活動資金の
調達の方法

会員・賛助会員の会費、並びに市民の方の寄付で行っている。今後、この活動が広がり、放送時
間帯、活動メンバーが増えて安定的に活動ができる状態になれば、法人化し、事業収入等独自の
資金調達ができるようになることが望ましい。

他の組織との
協力体制

・調布市役所、市内映画会社の協力を得て活動している。
・映像配信用サーバーについては、国立大学法人電気通信大学から貸与を受けている。

地域ブランド書籍

＜エヌピーオー・フュージョン長池＞

＜調布市民放送局＞

放送番組のDVD

宝ものデータベース
（画面はサンプル）

＜大宮区区民会議＞
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主催団体名
（代表者）

横浜写真アーカイブ実行委員会／任意団体
（小此木 歌藏）

団体概要
（活動内容など）

実行委員会は、横浜商工会議所、財団法人横浜開港150周年協会、社団法人横浜港振興協会、横浜
市で構成し、インターネットのサイト「みんなでつくる横濱写真アルバム」を運営。
運営・システム開発は、横浜市民メディア連絡会の協力を得て、横浜開港150周年事業の市民参加
を推進する「Y150市民参加プラットホーム推進委員会」が行っている。

所在地・URL
横浜市
http://www.yokohama-album.jp

事業・活動の名称 「みんなでつくる横濱写真アルバム」

事業・活動の期間 2009年3月〜2009年9月（以降の継続を検討中）

事業・活動の内容
・横浜の歴史を記録した写真を市民・企業からWEBサイトに投稿し、共有・活用してもらう。
・市民・企業が持つ横浜の暮らしや商いなどを写した、開港から現在に至るまでの「見せたい」
「残したい」写真をインターネットで共有する。

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

横浜を写した写真全般が対象。WEBサイトから投稿。フォーラムイベントなどの実施の際に、ス
キャンコーナーを設置し、デジタル化・登録のサポートを行っている。
また、運営事務局内に編集部を設置して、地域で郷土史の研究などに取り組む団体や、商店街、個
人などに取材をし、特集記事としてコンテンツ化している。

事業・活動を
始めたきっかけ

2009年の横浜開港150周年事業として、多くの企業や市民が参加でき、後に残る事業を検討する中
で、ネットによる横浜の写真を共有するプロジェクトを実施することになった。

アーカイブしたものの
活用事例

「みんなでつくる横濱写真アルバム」は、歴史や文化、経済や産業振興、地域の発展、市民の生活
文化など、横浜を語る「写真」を通して、魅力ある郷土の共有財産づくりに貢献することを目指し
ている。インターネットに投稿された写真は、投稿者が「クリエイティブ・コモンズ」ライセンス
を設定し、広く共有することができる仕組みとなっている。また、運営期間中に写真展を実施する。

事業・活動の効果

・横浜市内で郷土史の研究に取り組む団体などの所在情報が集まってきている。
・フォーラムイベントなどを通じて、団体間の横のつながりができている。
・事業運営において、全国各地で類似する取り組みを行っている実践者などを招いたシンポジウム
などを通じて、函館や沖縄など他地域とのつながりができた。

今後の展開

・2009年9月末までの運営期間中に、3回程度のフォーラムイベントを実施する。
・横浜市内18区各地で活動する郷土史研究会や、生涯学習グループ、市民活動団体などの協力を得
て、各地域ごとのアーカイブの取り組みを紹介する。また、8月21日〜31日には、集まった写真を
展示する「写真展」を予定している。

ＮＯ.１１

事業・活動を進める上
での問題点や課題

・事業継続のための資金面の課題。
・多くの人に事業を知って頂くための広報。
・事業を知り、関心を持つが、データ化（スキャン）や登録などのネットの操作が不得手な利用

者への対応。
・2009年9月末で事業が終了する。その後、蓄積された写真データをどのような体制で運営してい

くかを現在検討中。

問題点や課題の
解決策

・横浜市の広報の他に、メディアへのパブリシティ活動を通じて、事業を広めていく。
・フォーラムイベント時にスキャン・登録のサポートをしている。
・市内のパソコンボランティア団体の協力を得て、より多くの人に支援ができるよう検討中。
・ボランティアスタッフや、協力団体の参加の仕組みやアクションプログラム作りに努めていく。
・公式WEBサイトのブログなどの更新頻度を上げて、ネットでの検索で見つかりやすくするように

努めている。

事業・活動の
周知広報の方法

横浜市の広報。記者発表。ちらし、ポスター。横浜開港150周年関連サイトからのリンクなど。

事業・活動への
参加形態

嘱託（５名）、ボランティア（１０名）
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アーカイブ作業の形態
公式WEBサイトに登録することで、写真の掲載ができるようになる。月〜金で常駐スタッフが対応。
土日も含め登録される写真の目視管理を実施するなど、日常的に収集・管理作業をおこなってい
る。

事業・活動の
拠点（場所）

運営事務局をNPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ内（中区日本大通）に設置。
市内各地に出向き、フォーラムイベント＆スキャン・登録支援を行っている。

事業・活動資金の
調達の方法

実行委員会予算

他の組織との
協力体制

・実行委員会に横浜市も参加しており、広報面などで協力を得ている。また、市内各地の団体の
協力で、各区版のフォーラムイベントを実施している。

・函館・沖縄などでアーカイブ活動に取り組む団体との協力・連携を図っている。

＜横浜写真アーカイブ実行委員会＞

みんなでつくる横濱写真アルバム

写真募集ポスター
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主催団体名
（代表者）

港南歴史協議会／任意団体
（馬場 久雄）

団体概要
（活動内容など）

・港南の歴史・文化を調べ、(参加団体)お互いの情報交換をする。
・地域の人達へ郷土史を 判り易く、広く、後世へ伝える。
・港南地域の歴史・文化等郷土史に関わる記録を発掘し、記録・保存活動を推進する。

所在地・URL
横浜市港南区
http://www19.atwiki.jp/konanrekishi/

事業・活動の名称 デジタル技術を活用して、郷土史の保存と伝承を心掛ける会

事業・活動の期間 2007年4月〜継続中

事業・活動の内容

・港南百景デジタルア－カイブ写真展：現在の街並み・景観から郷土史を顧みる。
・古写真のデジタル化：明治時代開校の小学校保存写真・民具のデジタル化。
・「ふるさと港南の昔話」の読み聞かせＤＶＤ化、とＨＰへの音声と共に掲載。
・過去8年間の史跡探索街歩き記録(ＰＣの中に保管)を冊子化。(出版計画中)
・映像を活用した郷土史講演会、講座の開設。
・ＩCＴ技法による史実の検証：個人のＨＰ上に掲載し、公開している。

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

・郷土史に関わる事(港南区は昔武蔵の国「久良岐郡」と相模の国「鎌倉郡」だった)
・先ずは、古写真のデジタル化：小学校保存の古写真→個人宅保存の古写真へ
・図書館(神奈川県・横浜市・港南区)の史料、歴史博物館

事業・活動を
始めたきっかけ

・2006年横浜会議「横浜往来」地域ア－カイブ活動(2007年報告)がキッカケで、港南百景デジタルア－カイ
ブ会が生まれ、過去からあった区内郷土史関連8団体が連携を取るように、2007年4月に「港南歴史協議
会(当初は連絡会)」が誕生した。

・その際に、アナログ活動をデジタル活動でもって、如何に「つなぐ」かを目標とした。

アーカイブしたものの
活用事例

・学校保管の古写真のデジタル化→ＨＰへ掲載→講演会・写真集へ活用。
→個人宅保有の古写真・史料の発掘へ！

・「ふるさと港南の昔話」の読み聞かせＤＶＤ化→ＨＰへ掲載→講演会へ活用。
・ＰＣの中に保管されていた過去8年間の史跡探索街歩き記録を冊子・出版化。
・現在の街並み・景観写真展→「街の景観カレンダ－」の発行。

事業・活動の効果

・写真展、講演会→ＩCＴ技術を活用した講演会→聞く人、見る人達にとって判りやすい。
・ＩCＴ技術による史実の検証→ＨＰへ掲載発表→講演会で活用：見る側に判りやすい。
・ＤＶＤ、ＰＰ活用による講演会→判りやすいため、関心層を広める効果あり。
・古写真・史料のデジタル化→保管・管理・整理・リスト作成・活用がしやすくなった。
・ＨＰの活用：地域以外に広く知ってもらえた。(他所より情報交換のキッカケとなる)

今後の展開

・上記活動は全て始まったばかり(途中経過)で、今後は、広がった「街の輪(和)」をまちづくりへ向けて活用
していきたい。

・「港南の歴史と文化」(2008.8 出版)や「港南の景観カレンダ－」(2008.11 発行)
をキッカケとし、更にＩCＴデジタル記録を活字化し、人々の目に触れやすいように出版化して、実績を重
ねたい。

・郷土史史料の保管管理責任(場所を含めて)について、行政側に再考を促したい。

事業・活動を進める上で
の問題点や課題

・人材の確保：郷土史に関心があり、ＩCＴ技術に優れた人材。「語り部」の発掘
・場所の確保：①郷土史資料の保管場所：現在は小学校の資料保管室(保管管理の問題)

②活動拠点(本拠地)
・活動資金

問題点や課題の
解決策

・人材の確保：ＨＰより、口コミ、噂より、会合での出会い。
・場所の確保：①郷土史資料の保管場所：街の声の盛り上がりを期待。

②活動拠点(本拠地)：現在は区民活動支援センタ－を活用しているが、今後、図書館との
連携(講演会、写真展等)を深めて、図書館の活用も検討。

・活動資金：区民に判りやすい郷土史関連の出版物を企画発行して、資金としたい。

事業・活動の
周知広報の方法

・チラシ、ポスタ－
・港南区広報誌、タウンニュ－ス
・ＨＰ
・口コミ

ＮＯ.１２
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事業・活動への
参加形態

全員区民ボランティア：１２名(＋α：構成団体よりの協力）

アーカイブ作業の形態 全て、個人ボランティア。

事業・活動の
拠点（場所）

・個人宅、寺院
・タウンカフェ(写真展、講座)
・区民活動支援センタ－、地区センタ－(会合)
・図書館、地区センタ－：写真展(講演会、写真展) 
・区役所ロビ－：写真展

事業・活動資金の
調達の方法

・行政からの助成金：区民企画講座、写真展
・参加者からの会費：歴史講座、歴史散策歩き：参加者からの参加費
・「港南の歴史と文化」出版費用

他の組織との
協力体制

・区内/郷土史関連団体グル－プとの連携
・横浜市民メディア連絡会：他区からの情報入手
・図書館

＜港南歴史協議会＞

古写真のデジタル化

郷土史勉強会
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主催団体名
（代表者）

青葉区民ポータルサイト運営委員会／任意団体（ただし、事務局は行政）
（中谷 英世）

団体概要
（活動内容など）

「いつでも誰でも参加できる地域の情報基盤作り」を目指し、地域情報の集約・情報発信の促進、
区民活動のＩＣＴ化支援などを行うため、横浜市青葉区役所と協働で「青葉区民ポータルサイト
『あおばみん』」を管理・運営。

所在地・URL
横浜市青葉区
http://aoba-portal.net/

事業・活動の名称 あおばみん映像アーカイブ

事業・活動の期間 2005年3月〜継続中

事業・活動の内容
地域ポータルサイトである「青葉区民ポータルサイト『あおばみん』」のコンテンツの１つとして、地域のイベ
ントや郷土の歴史など、区民生活に有意義な情報をアーカイブ化している。

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

・アーカイブの対象や範囲を限定はしていないが、地域ポータルサイトのコンテンツであるため、地域情報
を中心に取り扱っている。

・コンテンツの入手については、「青葉区民ポータルサイト運営委員会」が作成しているもの、同会と区役
所が協働で実施している「あおばみんメディアリポーター養成事業」から誕生した「あおばみんメディアリ
ポーターチーム」が作成したものをアーカイブ化するほか、青葉区役所が制作している広報テレビ番組
「あおバリューTV from 丘の横浜」も取り扱っている。

事業・活動を
始めたきっかけ

「青葉区民ポータルサイト『あおばみん』」のコンテンツとして、サイトの開設当初から映像コーナーを設け、
当初は「あおばみんビデオ館」という名称でスタートした。
きっかけは、サイト開設時の検討段階において、WEBの特性を活かしたコンテンツを検討した結果、サイト
に設置することとなった。

アーカイブしたものの
活用事例

・郷土史を取り扱った「青葉区歴史まちあるきシリーズ」のほか、「あおばみんメディアリポーターチーム」の
中で取材を検討しているいくつかの題材については、力を入れて取り組んでいる。二次利用としては、制
作した映像を再編集して、青葉区広報テレビ番組「あおバリューTV from 丘の横浜」で放映するほか、
CATVイッツコムのCS放送「イッツコムチャンネルアクセス」などに提供して放映した。
・「青葉区歴史まちあるきシリーズ」は地域の図書館にもアーカイブされているほか、地域の郷土史イベン
トなどで放映されるなど活用が図られている。

事業・活動の効果
最近では、地域の自治会から防災訓練の取材を要請されたり、区役所広報テレビ番組の制作を行うなど、
区民が自ら取材・発信する「区民メディア」として認知されており、加えてアーカイブは、次世代に引き継ぐ
映像記録として、区民のふるさと意識の醸成や区政の運営に役立つことが期待されている。

今後の展開

団塊の世代をはじめとした多くの地域住民が、地域と関わりを持つ機会を今後一層求めてくる中で、様々
な活動や地域の情報を、身近なインターネット等を通じて、映像により容易に発信・入手することで、地域
活動への参加促進や地域コミュニティの円滑化が期待されている。
この「あおばみん映像アーカイブ」は、そうした映像情報の受け皿の一つであり、発信する手段となってい
るが、今後も充実を図るため、各種事業と連動しながら、事業を推進していきたい。

事業・活動を進める上で
の問題点や課題

アーカイブをより効果的に活用してもらうには、アーカイブ自体の魅力を高めることが重要であ
り、そのためには、区民生活に有意義な地域情報を恒常的に発信できる体制づくりが必須と考え
ます。
そのための人員確保や予算確保を継続的に実施できるか否かが、事業及び活動を進める上での課
題となっています

問題点や課題の
解決策

区役所との協働事業（青葉区協働による地域力アップ事業）認可を得ており、人材育成等を含めた事業費
の補助を受けるとともに、作業スペースを確保してもらい、活動を実施している。

ＮＯ.１３
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事業・活動の
周知広報の方法

行政広報誌「広報よこはま青葉区版」（紙媒体）、青葉区ホームページ・地域ポータルサイト「あおばみん」
（WEB）など

事業・活動への
参加形態

ボランティア（20名）

アーカイブ作業の形態 非常勤のボランティアによる不定期活動（ただし、月１回会議を実施）

事業・活動の
拠点（場所）

青葉区役所内

事業・活動資金の
調達の方法

区からの補助（青葉区協働による地域力アップ事業）

他の組織との
協力体制

区（協働パートナー）、イッツ・コミュニケーションズ株式会社（技術支援・発信媒体の提供など）

郷土史情報番組
＜青葉区民ポータルサイト運営委員会＞

＜写真・映像部会＞

区制８０周年記念事業
（横浜市保土ヶ谷区）
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主催団体名
（代表者）

映像メディア倶楽部（「まちのメディア研究会」の発展形態）／任意団体
（長野 修一）

団体概要
（活動内容など）

横浜市保土ヶ谷区の過去の映像蒐集・保存、及び現在の映像作成・発表

所在地 横浜市保土ヶ谷区

事業・活動の名称 映像メディアの蒐集･保存･製作・発表（名称は未定）

事業・活動の期間 2007年4月〜継続中

事業・活動の内容
保土ヶ谷区の区制８０周年を契機に、過去のビデオデータ（区保存データを含む）及び区民から収
集した写真データを集め、加えて保土ヶ谷区の歴史・産業・名所等の変遷及び現在の姿を映像にま
とめた。

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

・保存されている映像データを全て収集・保存（区役所保存・民間保管分）
・記念写真集を作成（写真グループ）のため広報にて呼びかけ、収集データの保存
・“今の保土ヶ谷”の映像・写真を撮影・保存

事業・活動を
始めたきっかけ

区制８０周年記念事業の一環として体系的にデータの蒐集・保存・発表を実施。

アーカイブしたもの
の活用事例

・製作ＤＶＤ「映像で見る保土ヶ谷～わがまち保土ヶ谷の今～」を区民に配布、及び区役所内にて
放映

・フォーラム・イベントの機会に放映

事業・活動の効果
・一過性でなく、継続的にデータの蓄積を図り、次の区制１００周年につなげていく。
・広く区民･学校に、区の歴史・現在を知らせる成果があった。

今後の展開
区制８０周年にて、体系的に蓄積・製作したデータに、今後のデータを加え、保土ヶ谷の映像ライ
ブラリーをまとめていく。併せて、他のまちづくりグループの活動を映像に残し、製作していく。

事業・活動を進める上
での問題点や課題

現在、「まちづくり支援」の補助金の対象であるが、期限後は自主活動となるので、活動資金の
捻出が課題となる。

問題点や課題の
解決策

新しいプロジェクトとして立ち上げ、支援を受けて継続・推進する。

事業・活動の
周知広報の方法

区の広報で周知、活動手記の作成など。

事業・活動への
参加形態

ボランティア（４名）、他（４名以上）→写真グループ

アーカイブ作業の形態 ボランティア製作グループとして継続活動

事業・活動の
拠点（場所）

アワーズ（生涯学習支援センター）や自宅における編集

事業・活動資金の
調達の方法

「まちづくり補助金」がベース

他の組織との
協力体制

写真活動グループ、及びまちづくり工房など、他のボランティアグループとの連携・協力

ＮＯ.１４
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主催団体名
（代表者）

横浜市栄区／行政
（窓口：区政推進課 広報相談係）

団体概要
（活動内容など）

所在地・URL
横浜市栄区
http://www.city.yokohama.jp/me/sakae/kusei/archive/

事業・活動の名称 栄区画像アーカイブ～区民と共有するまちのすがた～

事業・活動の期間 2009年3月〜継続中

事業・活動の内容 横浜市栄区の所蔵写真の公開 横浜開港150年に向けてのイベントのひとつ

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

・区役所にてイベントなどの記録写真
・職員及び近隣住民からの寄付

事業・活動を
始めたきっかけ

アーカイブしたものの活
用事例

栄区のイベント写真

事業・活動の効果
ボランティアによるコメント入力機能を用い、職員以外の多くの人たちがコンテンツを見て、より多くのコメン
トをもらった。

今後の展開
・2009年3月から一般公開。今後は区民市民に対して、情報を募ることにより受け口を確立する。
・数千枚の写真情報を、横浜市民メディア連絡会に寄贈していただいた経緯により、市民メディアでの運用
になる。

事業・活動を進める上
での問題点や課題

・著作権、個人情報保護
・写真（情報）の価値判断→無意味な写真の扱いに対する疑問

問題点や課題の
解決策

区職員による判断で顔が判断できるものの排除
入手経路別に寄贈できるかの判断（区職員）

事業・活動の
周知広報の方法

栄区のHP

事業・活動への
参加形態

非常勤により作業を実施。

アーカイブ作業の形態

事業・活動の
拠点（場所）

横浜市栄区役所内、公衆WEB接続PC、及びボランティア自宅

事業・活動資金の
調達の方法

栄区予算

他の組織との
協力体制

横浜市民メディア連絡会

ＮＯ.１５
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事業・活動の名称 地域資料デジタルアーカイブス甲斐之庫（かいのくら）

事業・活動の期間 1999年4月〜継続中

事業・活動の内容

著作権フリーを原則とする地域文化資料のデジタルアーカイブを構築し、ネット公開することに
よって、地域の人々が過去に学び、社会教育、まちづくり、文化、芸術等の振興などの分野で、希
望あふれる新たな未来を設計することを支援する活動を、市民による主体的ボランティア活動とし
て実践している。

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

・地域の貴重な文化資源のすべて
・コンテンツ入手については、会員の主体的な発掘、収集活動のほか、外部からの口コミによる依

頼、公共機関からの依頼等様々。

事業・活動を
始めたきっかけ

従来の博物館や図書館・資料館等において所蔵する貴重な資料も、デジタル化なくしては活用でき
ない状況に至ったものの、デジタルアーカイブを担う人材の欠如、行政におけるアーカイブ事業へ
の関心の低さなどが発展を妨げている。この障害を打破するため、図書館関係者や、情報化を推進
している民間企業の仲間が、山梨の情報化について自主学習を始め、「市民の市民による市民のた
めのデジタルアーカイブ」の実践活動を通して、地域社会の文化・学習活動に貢献しようとNPO
「地域資料デジタル化研究会」が設立された。

アーカイブしたもの
の活用事例

・地域の生涯学習教材としての活用
・地域の報道機関の番組制作での活用
・地域の観光ツアーにおけるパンフレット資料への提供
・博物館の企画展へのパネル貸出展示等。

事業・活動の効果
地域コンテンツをオープン教材として開発し、その教材をインターネット上で利用公開することを
目的とした活動により、山梨県立博物館における企画展への資料提供や同県内のＮＰＯ（特定非営
利活動法人つなぐ）が行っている「まちづくりツアー」時にまちの解説用にパネル化して使用。

今後の展開
学校や公民館の生涯学習講座における地域教材、学校教材としてのデジタルコンテンツ作成とアナ
ログコンテンツとして出版への新たな展開に取り組んでいる。

主催団体名
（代表者）

特定非営利活動法人 地域資料デジタル化研究会／ＮＰＯ法人
（小林 是綱）

団体概要
（活動内容など）

地域資料デジタル化の研究と実践、地域資料デジタル化に関する普及啓発、図書館・博物館等の
学習施設の情報化及びサービスに資する事業等。

所在地・URL
山梨県笛吹市
http://www.digi-ken.org/

事業・活動を進める上
での問題点や課題

・地域文化資源の掘り起こし（アーカイブすべき素材の所在を明らかにする活動）
・人材育成（意欲、スキル、インセンティブなど）
・機材の調達（市民活動として使用できる機材、ソフト等の調達）
・活動の活性化（モチベーションの維持、インセンティブの設定など）
・事業化の仕組みづくり（持続的なアーカイブ活動のための資金調達を含めた仕組み）
・拠点の確保（市民活動拠点としての“たまり場”的アーカイブスタジオの確保）

問題点や課題の
解決策

アーカイブをいかに利活用するか、というところがこれからの課題。アーカイブし「蓄積」する
ことと、「コンテンツの流通・活用」する活動は切り離して検討しており、その試みとして、
「山梨地域コンテンツ協会」の設立に向けて、地域の関係者と研究調査活動を重ねている。

事業・活動の
周知広報の方法

・ホームページによる情報公開を基本とする。
・毎年行われる県内のイベント「山梨テクノフェア＆マルチメディアエキスポ」への出展
・各種イベントでの広報

事業・活動への
参加形態

正規職員／社員（６名）、パート／アルバイト（４名）、ボランティア（２６名）

アーカイブ作業の形態 アーカイブ班を中心に活動。メンバーは会員で無償。会員であればメンバーに入れる。

事業・活動の
拠点（場所）

山梨県内（主に笛吹市、甲府市、山中湖村山中湖情報創造館）

事業・活動資金の
調達の方法

アーカイブの活動については、殆どボランティアでまかなっているので活動資金は無いに等しい。
但し、僅かながら写真ネガ（データ）の貸与による収入もあるので、今後はビジネス的な展開も
考えたい。

他の組織との
協力体制

・地域ボランティア ・他ＮＰＯとの協働 ・山梨県立博物館との協働事業の展開

ＮＯ.１６
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＜地域資料デジタル化研究会＞

＜上田市マルチメディア情報センター＞

作業風景

博物館企画展

出前上映会

＜藤城かおる＞

長崎年表冩眞舘（サイト）
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主催団体名
（代表者）

上田市マルチメディア情報センター／地方自治体
（滝澤 正美）

団体概要
（活動内容など）

・情報化社会に対応できる人材の育成
・地域の個性を情報発信
・情報活用支援センター機能を充実

所在地・URL
長野県上田市
http://www.umic.jp

事業・活動の名称 上田市地域映像デジタルアーカイブ事業

事業・活動の期間 1996年2月〜継続中

事業・活動の内容
・地域に残る映像資料の収集、保存・デジタル化、活用
・文化財、産業技術の映像としての保存

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

対象：上田市・長野県に関する過去の写真・フィルム、文化財など
入手方法：映像制作会社、テレビ局、一般市民など

事業・活動を
始めたきっかけ

昭和初期に上田市にあった飛行場の映像フィルムの発見

アーカイブしたものの
活用事例

出前上映会：長野県や上田市をテーマにした、映画やテレビ番組を公民館や学校などで上映。19年
度は52回、20年度は29回開催。

ホームページ：インターネット上に公開。14サイトを運営中。年間116万アクセス。

事業・活動の効果

・出前講座として公民館等で古い映像を高齢者等を対象に上映できるようになった。これによって、
自治会活動の活性化などにつながった。

・小中学校の地域学習の教材として活用できるようになった。これによって、子ども達の地域に対
する関心が高まった。

今後の展開
・収集された資料を利用して、一層の地域学習や情報発信を進める。
・一層の活用のため、収集資料全体のデータベース化と、著作権等の権利問題の整理、利用のため

のルール整備などを行う

事業・活動を進める上
での問題点や課題

収集された資料の取捨選択。特に、フィルムの場合は映写しないと内容の確認ができないため、
コストと時間がかかる。

問題点や課題の
解決策

取捨選択のための基準づくり。

事業・活動の
周知広報の方法

上田市広報、学校向けのお便り、報道発表

事業・活動への
参加形態

正規職員（４名）、臨時（４名）

アーカイブ作業の形態 常勤、非常勤ともに不定期作業。外部委託もあり。

事業・活動の
拠点（場所）

上田市マルチメディア情報センター

事業・活動資金の
調達の方法

上田市の一般財源から支出

他の組織との
協力体制

長野県デジタルアーカイブ推進協議会(長野県主宰)
NPO法人地域文化アーカイブス(内閣府認証)

ＮＯ.１７
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主催団体名
（代表者）

藤城かおる／個人

団体概要
（活動内容など）

サイト上での年表の作成を中心に、長崎の事象と写真を収集

所在地・URL
長崎県長崎市
長崎年表 http://www4.cncm.ne.jp/~makuramoto/
長崎考現学 http://www.geocities.jp/inakatch/index.html

事業・活動の名称 長崎年表冩眞舘

事業・活動の期間 2003年6月〜継続中

事業・活動の内容

長崎年表：事象の収集
長崎年表冩眞舘：古写真の収集

「長崎年表」「長崎年表冩眞舘」は、あくまでも一個人が趣味の延長線上でつくっているサイト。
グローバルな位置づけとして「長崎年表冩眞舘」は、「長崎年表」のなかの一つの表現方法としており、歴
史エッセイの「長崎補色」、はたまた「眼鏡橋日記」を含んだ「長崎考現学」など、全てが著者（藤城）の表現
方法として一貫しているもの。

ｱｰｶｲﾌﾞの対象や範囲
ｺﾝﾃﾝﾂの入手方法

対象・範囲は、主に長崎市。
あらゆるメディアから、コンテンツを入手。

事業・活動を
始めたきっかけ

長崎の奥深い歴史を知ったことから。

アーカイブしたものの
活用事例

年表ではより細かい事象の収集。長崎年表冩眞舘ではより多くの写真の収集。
これまで３～４件ほど写真の使用を望む問い合わせがありましたが、自分所有のものでない限り、その都
度、初出や所蔵先を伝えてきた。

事業・活動の効果
あまり認知はされておらず、年表自体のアクセスカウント総数は、立ち上げ2089日目の３月５日で２万6658
アクセス、１日平均12.7アクセスと決して多くはないが、多方面で活用されている模様。

今後の展開 引き続き、長崎の歴史を掘り起こしていき、これまで以上に奥深い事象の収集が目指す。

事業・活動を進める上
での問題点や課題

年表の問題点で言えば、長崎のマニアックな事柄をインターネットで検索すると、自分のサイトがヒットする
が、詳細な内容は、まだネット上に掲載していないということ。

問題点や課題の
解決策

年表では無断使用の件では、著作権協会を仲介に相手方に使用料を払ってもらい解決したが、「編集著
作物」としての位置づけを明確にしていきたい。

事業・活動の
周知広報の方法

クチコミ（積極的な広報活動はしていない）

事業・活動への
参加形態

個人レベルの活動であり、作業は一人で行っている。

アーカイブ作業の形態 不定期：情報や写真が集まり次第、更新。

事業・活動の
拠点（場所）

長崎市内・自宅

事業・活動資金の
調達の方法

個人の収入による。

他の組織との
協力体制

長崎の情報を含有する全ての情報が協力媒体とも考えられる。

ＮＯ.１８
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第４章 まとめ

４ｰ１ デジタルアーカイブの価値

(1) 地域コミュニティの活性化

地域ＩＣＴ利活用の一事例として、デジタルアーカイ
ブ活動があります。活動拠点としてコミュニケーション
のリアルな場が生み出され、新たに人やコンテンツが集
まり、次なる展開が生まれます。即ち、まちづくりに大
きく貢献しています。

(2) 世代間交流の促進

地域情報化の推進が、逆にＩＣＴ利活用の世代間格差
を生じています。しかし、デジタルアーカイブの活動は、
ＩＣＴの知識がなくても、十分に参加できます。

シニア世代が所蔵するコンテンツはかけがえのない財
産であり、そこに若い世代の技術力がプラスされて、両
者に対話の場が生まれ活動の幅が拡がります。
地域で世代間の交流が希薄化する中で、お互いの利を

もって相互につながる機会を提供することができます。

(3) １００年の記録

過去の記録を掘り起こすことも、現在の記録を後世に
残すことも、共にデジタルアーカイブであり、特に現在
の何気ない日常の出来事や資料が、１００年後には、平
成の文化、歴史そして日常を語る上での証言として、と
ても大きな資料価値を持つことになります。

(4)  現代の正倉院

正倉院には9000点を超える膨大な資料がありますが、
その種類も豊富で中国伝来の国宝級のものから生活に密
着した資料まで幅広く存在し、奈良の歴史文化・日常生
活を今日に伝えています。現在進めている活動も地域の
魅力を記録して、全国へそして未来へとつなげる活動か
ら、まさに現代版正倉院と言えるでしょう。
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(5) 高齢者の心を支える「回想法」

回想法とは、高齢者に対する心理療法の一つで、古写
真を見せたり懐かしい話をするなど、会話に参加するこ
とで、認知症の予防に役立てることをいいます。デジタ
ルアーカイブ活動が高齢者の自信回復や生きがいづくり

に貢献します。

(6) デジタルの強み

ア 多彩な見せ方、より理解を高める表現方法

美術館等で文化財を見る場合には、裏側が見えない
など一定の制限がありますが、デジタル化によって、
３６０度全方位から見ることも可能になります。
さらに、過去の資料に基づき、現在は消滅している

ものも、３Ｄ画像で復活させることが可能です。

イ 障害者への配慮が可能

音声やテロップによる注釈を付加することで、障害
のある方への対応が可能なほか、健常者にとっても、
視覚的に理解を深める工夫が可能です。

ウ データの移行

技術の進歩により、記録媒体もより便利・安全なも
のとなり、データの移行やバックアップをまめに行う
ことでコンテンツを安全かつ長期間保存することがで
きます。

エ 情報の連鎖

デジタル化によりコンテンツが流通しやすくなり、
人から人へ、地域から地域へ、オリジナルのまま、あ
るいは、加工し付加価値をつけながら広がって行きま
す。
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４ｰ２ 今後の展開

(1) 後世につなげるために

ア メタデータを付加させる
保存するコンテンツ（写真や映像）にメタデータ（時

間や場所等）を付加させることは、とても手間のかかる
ことですが、後世において、理解が深まるように残すた
めには、とても大切な作業です。

イ 紙とデータで残す

コンテンツの質感を残すためにも、古写真や過去の
フィルム等のオリジナル（原本・原品）を末永く適切に
保存・保管することが大切です。

しかし、同時に技術と労力を要するため、デジタル化
することにより世代を超えた記録を残すことができます。

一方、今はデジタル機器で記録するのでオリジナルが
デジタルです。技術が進歩した時の対応が重要になりま
す。次の技術でデジタル化を繰り返すことによって、着
実に後世につなげることができます。

ウ 地域コンテンツの創造と利活用

地域資源を発掘し、そこに付加価値を付けて住民参加
型の地域コンテンツを創造し、誰もが気軽にストックし
て情報発信できる場を提供することが重要で、そこに、
持続性・永続性のある利活用の道が開かれます。

エ 活動の継続

これからの活動は、独立独歩からフェイスツーフェイ
スのアナログ的な付き合いを密にして連携するムーブメ
ントを起こすことが大切で、それが継続の近道です。
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(2) 新たな事業展開を図るために

ボランティアのみの活動には限界があります。行政・教
育機関・企業との連携や支援、そして、明確な役割分担が
できることで、事業化の道が開かれます。地域の記憶の担
い手が自立できれば、夢を抱く若者たちも登場してくるこ
とでしょう。これは「環境教育」や「自然体験活動」の中
では成功しています。職業としての自然観察・自然体験ガ
イド（インタープリター）になりたい若者は着実に増えて
きていますし、こうした職業がエコツーリズムなどの施策
によってバックアップされていくことも大切です。

(3) 人材育成（初心者から実践者まで）

これまでのデジタルアーカイブの養成は、博物館学や美
術館学といったアカデミックな領域におけるデジタルアー
キビスト(*)の育成でした。

しかし、地域の活動では、一般的・民衆的なアーカイブ
ですので、手法はおのずと異なります。より実践的な地域
の担い手を養成する必要があります。ある時は実践者とし
て、ある時はアドバイザーやコーディネータとして、地域
で活動されている方々に対して指導的立場になることもあ
ります。そのような人材に求められるスキルを洗い出し、
育成カリキュラムの作成とその実施が必要となります。

やがて、このような方が、地域の「ハブ」として地域内
をつなぎ、さらには、地域間で連携することによって、新
たな人材を発掘し、次なるデジタルアーキビストを育成す
ることになります。

※ デジタルアーキビストとは、デジタルアーカイブ活動に従事している人を
いい、企画・発掘・保存・活用までを総合的に管理し、著作権や文化芸術・
まちづくりなど、付帯する知識までを持ち得た専門職です。
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４ｰ３ 地域デジタルアーカイブの仕組み

(1) まちづくりにつながる仕組みづくり

各事例から学んだまちづくりにつながるヒントを整理して、
これからデジタルアーカイブを始める方が円滑に活動を開
始できるように、また、今後新たな展開を考えている実践
者の方に少しでも参考になるように、仕組みづくりを考え
ました。

ポイントは、次のとおりです。

ア 地域住民がまちづくりの主役となる

地域住民がまちづくりの視点で地域の貴重なコンテン
ツを発掘し、その良さを実感して、自ら後世に伝えよう
とする意識を育てます。

イ シンプルでかつ誰でも参加しやすい仕掛け

少しでも多くの住民に理解・協力を得るためには、誰
もが容易に参加できる、「まちの歴史散策ツアー」のよ
うな身近なイベント参加から始め、その様子をビデオに
残し、後に公開することで参加者の関心を高めます。

ウ 地域内外で連携し協力関係を持つ

主体である住民の中でも、まちづくりに関心のある方、
ICTの知識のある方、デジタルアーカイブに明るい方を
巻き込む一方で、大学や行政または地域メディア（ＣＡ
ＴＶ・コミュニティＦＭ等）との連携を視野に入れ、活
動をコーディネートします。

(2) 仕組みの事例と利活用

上記事項を基本として考案した仕組みが次頁のとおりです。
地域で活動する方が地域の特性や問題点を考慮した上で、具
体化を図っていただくための基本システムです。利活用でき
る部分から、ご参考としてください。
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・行政・企業：

（サーバー構築支援）
・大学・ＮＰＯ：
（サーバー運用支援）
・レンタルサーバーの活用等

・誰でも参加しやすい体験学習や、まち歩きツアーを開催します。
・市民リポーターによる取材で、地域コンテンツを作成します。
・出張上映会や展覧会で、高齢者や児童との交流を促進します。

・インターネット放送
・ＣＡＴＶ
・コミュニティＦＭ

・地域SNS
（情報発信の支援）

＜次なる展開へ＞
活動の認知度ｱｯﾌﾟ
新たな人的交流
コンテンツの利活用

有料の講演会・写真展
の開催、書籍やDVD等の
作成・販売を行います。
人材育成講座も開催！

＜事業化への道＞
サーバー維持管理・
活動資金の調達

地域住民
アーキビスト

アクティブシニア
市民リポーター

ｻｰﾊﾞｰ貸与

行政・
大学等

地域
メディア

連携 連携
ＩＣＴ利活用

継

続

出張上映会やHP・地域

メディアから情報発信
して住民の参加と理解
を深めます。

＜地域デジタルアーカイブでまちづくりの仕組み＞

地域コンテンツの創造と利活用



デジタルアーカイブまちづくり事例集
平成２１年５月作成

制作者：関東ICT推進NPO連絡協議会
連絡先：同協議会事務局

（総務省 関東総合通信局 情報通信連携推進課内）

TEL：０３－６２３８－１６８２
e-mail：it-npo@soumu.go.jp
URL：http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ai/npo/index.html/

～最後に～

今回ご紹介した活動は、地域の特性をうまく捉え、
各団体や個人の方が自らのやり方で進めてきた先進事
例です。今後活動する中でのヒントがきっと見つかる
と思います。
もし、本書がきっかけとなり、地域間で活動者同士

の交流が生まれたり、連携した新たな展開が起これば、
編者としても大きな喜びとなります。
この度のアンケートにご回答いただきました皆様に

は、お忙しい中、ご協力いただき誠にありがとうござ
いました。
この場をお借りして感謝を申し上げます。
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