
 

成  果  報  告  書 
【H26年度教育改革推進事業経費】 

 

所属部局        観 光 学 部 代表者氏名 出 口 竜 也 

事項名      ＯＳＭとＬｏｃａｌＷｉｋｉを活用した地域資源の発掘と情報発信によるリーダー育成 

当初計画に対する目標達成率         ７０％ 事業の終了時期 平成 ２７年 ３月 

予算配分総額  ８８５，０００ 円   経費使用総額  ８４９，７４０ 円   

【事業の成果】※具体的に記入してください。 

本申請事業は、オープンソースの地図であるOSM（Open Street Map）と地域情報をウィキペディア形式で記事化できるLocalWikiを複合的に活用した

地域資源の発掘と情報発信を行う作業を通じて、持続可能な社会を担うリーダーの育成を行うことを主たる目的としたものである。今年度は、各種団体

による地域づくりの実践事例の蓄積が多く、後方支援組織としての南紀熊野サテライトを擁する和歌山県田辺市の中心市街地をフィールドに実施、具体

的には「マッピングパーティ」と呼ばれるフィールドワークの手法を活用した。これは、GPSを持ちながら当該地域に詳しい方を含めた複数名で現地を

歩き、地域資源のポイントごとに取材を行い、その後は室内に場所を移し、パソコンを活用して収集した情報をOSMの白地図上にプロットするとともに、

LocalWikiを活用して記事を書き込みながら情報を整理し、順次LocalWikiのホームページ等に公開していく作業を集団で実施していく手法である。 

対象地域の事情に詳しい住民の参加を募り、本学学生との協働を行うことによって、学生だけでは得られない地域資源の詳細な情報の獲得をはかると

ともに、外部者の視点を持つ本学学生による地域資源の評価を地域住民に提供することで地元の価値のとらえ直しを行う機会の提供を可能にしている。

今年度は、その土台作りを行うべく、田辺市の協力者の方々にOSMとLocalWikiの操作方法を習得していただき、過去に作成した紙媒体の観光地図のデ

ータ入力等によるデジタル化が実現した。以下、今年度に実現した実績を記す。 

まず、本申請事業で実施した各種活動を通じて田辺市内の各種団体（田辺市役所、田辺商工会議所、株式会社南紀みらい、田辺観光協会、田辺市熊野

ツーリズムビューロー、南方熊楠顕彰館、紀伊民報、ＦＭ ＴＡＮＡＢＥ、つれもてネットワーク、田辺高等学校等）および、和歌山県情報政策課とのネ

ットワークを新たに形成することができた。これは、2014年 6月 20日、21日の両日にわたり、出口と杉山幹夫産学連携・研究支援センター客員教授が

各種団体対して丁寧に本申請事業の趣旨を説明し、誠意を持って協力の要請を行ったことに始まるものである。続く8月20日の「田辺市LocalWiki、OSM

勉強会」でマッピングパーティ開催にあたっての方針が決定され、8月21日に田辺市のLocalWikiのリージョンが、南紀みらい株式会社によって立ち上げ

られた。一方で、7月30日、和歌山大学システム情報学センター演習室で、マッピングパーティ運営者を育成する講義が行われ、受講した学生2名が後

に現場で重要な役割を演じた（資料2を参照）。 

 「高校を卒業したらみんな出て行く。大学生が来てくれただけで嬉しかった。大歓迎だ」と田辺市熊野ツーリスズムビューローの多田稔子会長からコメ

ントをいただくほど、地元における和歌山大学と学生に対する期待は大きい。 

 田辺市における情報発信のネットワーク形成は、同時に学生に地域学習の機会を提供するフィールドの形成を行うことでもあったとみることができる。

マッピングパーティにおける情報編集作業の会場として、南紀みらい株式会社、田辺商工会議所、南方熊楠顕彰館の快く提供していただき、学生の地域

における活動拠点として平成27年度以降も活用させていただけることをお約束いただいた。 

 こうした地域の盛り上がりは、マッピングパーティの実施回数にも波及した。本申請事業においては、当初 3回程度の実施を予定であった。しかし、

応用可能性が認知され、和歌山県情報政策課がオープンデータに関する取り組みとして「インターナショナルオープンデータデイin和歌山2015」（2015

年2月21日：ビッグユーで実施）において紹介する機会をいただくとともに、地域防災にも援用できるとの認識から和歌山大学防災教育研究センターと

の連携で機会をいただき、合計で5回のマッピングパーティが実現し、のべ約120名の参加を得た。参加者からは「これは世界に田辺を発信出来るツー

ルだ」、「自分の街の形を意識した」、「今まで紙にまとめてきたことがネットで発信できる」、「防災と商売は結びつかないと思っていたが、認識が

浅かった」、「高等学校の教育に使いたい」、「歴史と地図が結びついた」、「自分のいる場所の標高がわかる」、「ぜひ来年度これを使った活動を学

生とやりたい」などの感想が得られた。本申請事業によって田辺市の中心市街地の地図はほぼ完成し、LocalWikiの記事は 2015年 3月現在で、160ペー

ジ、287 ファイル、129 マップを達成している。詳しい報告はLocalWiki上にまとめられているので、下記のURL等を参照してほしい

（https://ja.localwiki.org/tb/2014.10.11マッピングパーティ。また、別添の資料1、資料５、資料６、資料７を参照のこと）。 

このスピード感あふれる田辺市の取り組みは、アメリカ・カリフォルニア州デービス市に拠点を持つLocalWikiオーガニゼーションにも高く評価され、

2014年8月の時点で日本語によるLocalWikiのサーバ入力・閲覧環境が整備された。また、田辺市の動きに刺激を受けた千葉県船橋市、北海道室蘭市で

は相次いでリージョンを立ち上げ、先行していた神奈川県藤沢市や北海道札幌市の活動にも大きな影響を与え、全国的な活性化をもたらしている。また、

学生が地域における課題を学ぶ上での重要なツールとして活用可能であることの認識が関係者間で共有できた点も本申請事業の大きな成果であった。具

体的には観光振興、文化振興、商店街振興、産業振興、担い手育成、防災教育、防災と商業、過疎と高齢化問題、地域メディア等で活用可能であること

が確認され共有されている。こうしたテーマを複数組み合わせた上で地域を多面的に把握していくためのさまざまなアプローチについて検討し、学生に

提供し教育していくためのプログラム開発が来年度以降の課題である。さらに、こうした動きが県内外の複数の自治体に波及したこともぜひ指摘してお

きたい。先にも述べたとおり、和歌山県庁の情報政策課が本申請事業の枠組みを取り込んで2015年2月21日に田辺市のビッグユーにおいて開催した「イ

https://ja.localwiki.org/tb/2014.10.11


 

ンターナショナルオープンデータデイin和歌山」に橋本市、紀の川市、有田市等の一般市民や行政職員、シニア団体のつれもてネットワーク、WIDA（和

歌山県情報化推進協議会）の関係者等がOSMならびにLocalWikiの学習会に参加、その有用性が高く評価され、平成27年度以降の県内各地での実施依頼

が本申請事業とは別件で舞い込みつつある。和歌山県情報政策課も察知し、杉山幹夫産学連携・研究支援センター客員教授に対して平成27年度以降の防

災、過疎対策、観光振興、農業振興などで何らかの連携打診がなされている。また、県外については奈良市、大阪府河内長野市、京都府伏見桃山区など

で活動の萌芽が観察されるようになっている。いずれも、本申請事業におけるマッピングパーティの実施事例に刺激されたものである。こうした動きは、

本学の学生が将来的に県内外の多くの拠点において学習の機会を獲得できる可能性を示唆するものであり、平成27年度以降も田辺市において活動を継続

し、体制をより盤石なものとし、教育プログラムの本格的な開発を推進していくことが今後の課題である。 

 

【当初計画段階との対比】※上記目標達成率を判断した理由等 

・「学生の学習のためのフィールドづくり」80％。当初の予測を大幅に超えて多分野にわたるフィールドが確立するとともに、他地域への仕組みの移転

もできる見込みがほぼ立ったことから80％とする。・「地域の協力者の確保」80％。当初より地域での活動実績のある各種団体に参加を呼びかけたため、

協力者については十分に確保できたので80％とした。今後は、すでに協力者となっていただいている方々からの紹介をいただきながら、より広範なテー

マをカバーできるような協力者の確保を行っていきたいと考えている。 

・「行政との連携」80％、今年度は田辺市の中心市街地に限定して目標を設定していたが、観光セクションにとどまらず、防災、情報セクションへと連

携の可能性が広がり、県庁、橋本市などへと波及したことから、予想以上の成果が上がったと判断したので80％とする。 

・「地域ネットワークの形成」90％。南紀熊野サテライトの古久保綾子コーディネーターの献身的な協力のもと、通常は調整が極めて困難な各種団体間

の円滑な調整による盤石かつ協力的なネットワークが構築された。このネットワークは来年度以降の活動においても十分に機能するものと確信できるの

で90％とする。 

・「学生の動員」20％。当初は公募による学生の選抜とチャーターバスによる動員ならびにマッピングパーティの実施を予定していたが、関係各所への

打診を行うとともに、ＯＳＭならびに LocalWikiの学習会を実施する過程でまずは地元の協力体制を整備し、盤石なものとすることが先決であると判断

し、学生の動員は出口研究室の学生2名と此松研究室の学生1名にとどめ、試行的に実施した。なお、学生の動員は都合5回実施されたマッピングパー

ティのうち1回のみだったので達成率は20％とした。 

 

 以上の5項目を平均すると、(80％＋80％＋80％+90％+20%)/5=70% になるため、当初計画に対する目標達成率を70％とする。 

 

【今後の展望等】 

○本事業の発展性 

・はからずも、同時期に和歌山県情報政策課が取り組んでいたオープンデータ事業との連携が実現したことで、地域の観光、教育、産業、経済等のあり

方を横断的に学ぶフィールドが和歌山県全体にできあがる可能性が浮上している。 

 

・本申請事業を通じて田辺高等学校との関係が構築されたことから、高大連携による教育改革の可能性も浮上している。 

 

・本申請事業を通じて関係が構築された老人団体 NPO法人つれもてネットワークとの連携から過疎問題や、老人問題へと取り組みを拡張させる可能性も

浮上している。・当初、商業振興と防災情報を対立してとらえていた商店街の商店主が、本申請事業への参加を通じて災害からお客様を守ることもおも

てなしの一つであると意識を転換させてくれたことから、平成27年度以降、防災と商店街振興の関係をテーマとするこれまでにはなかった発想によるマ

ッピングパーティを学生と実施したいとの声があがっており、新たな展開が期待されている。 

 

・田辺市だけではなく、紀の川市、橋本市、有田市でも LocalWikiリージョンが立ち上がり、九度山町、日高町なども導入を検討していることから、今

後フィールドの大幅な展開が期待できる。 

 

○改善すべき事項 

・田辺市をフィールドとした授業を実施する場合の学生の交通手段と宿泊先の確保。 

・マッピングパーティの実施に際しての日程や期間の調整 

 

○大型の競争的資金等（COE、GP等）への申請実績及び今後の予定 

・これまで、大型の競争的資金等の実績はないが、将来的には本申請事業を核の一つとしたＧＰの申請が可能になるよう実績を積み重ねていきたいと考

えている。 

 

 



 

 

〇その他特筆すべき事項 

 ＯＳＭとLocalWikiは、これまで個別のツールとして利用されてきたという経緯を持っているが、本申請事業はこの両者を統合（LocalWikiを通じてＯ

ＳＭとリンク）し、バランスよく活用することの意義をかねてから主張している杉山幹夫産学連携・研究支援センター客員教授の指導のもと、この両者

を活用したマッピングパーティを核にしている点で全国的に見ても先進的な取り組みである。 

また、本申請事業ではフィールドで調べたことを科学的データ、主観的感想を問わずLocalWikiの記事として、ＯＳＭの位置情報付きでサイト上に保存

できるため、後輩達にデジタルデータとして引き継がれ、蓄積される性質を持っている。また、その土地の本来の活動に寄り添うため、参与と観察を同

時に行うことで臨場感を持って地域で活動できることも本申請事業の特徴である。 

 

 

 

※ 事業内容・成果等がわかるポンチ絵（写真・挿絵など）や関係資料を添付してください。 
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資料 1  

LocalWiki Tanabe  2015 年 3 月末現在 160 ページ、287 ファイル、129 マップ 
2014 年 8 月 20 日 田辺市 LocalWiki、OSM 勉強会 

 
 まず、マッピングパーティの実施に先立って、LocalWiki と OSM のツールの勉強会が

開催された。田辺市、田辺観光協会、南紀みらい株式会社、田辺市熊野ツーリズムビュー

ロー、ほか地元企業数社からの参加者を対象に、マッピングパーティ開催にあたっての意

見交換がなされた。また、米国の LocalWiki.org より、この日程にあわせて日本語で操作

の出来るサーバの無償提供がなされ、翌 8 月 21 日に田辺市の LocalWiki リージョンが立

ち上がった。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



資料 2 
 2014 年 7 月 30 日 和歌山大学システム情報学センター演習室において、学生（主に観

光学部出口ゼミと教育学部此松ゼミの学生）に対して、マッピングパーティ運営者を育成

する講義を行った。 
その際、ネットで公開されている講義用資料を活用し（https://ja.localwiki.org/sapporo/）、

その後の全国におけるマッピングパーティで活用される教科書的な役割を果たすようにな

る。また、後にこの講義の参加者が第１回田辺市マッピングパーティに参加し、その運営

に重要な役割を演じる。 
 

2014 年 10 月 11 日 第１回田辺市マッピングパーティ 
 
 8 月 20 日に確立した方針のもと、田辺市における最初のマッピングパーティが和歌山

大学と南紀みらい株式会社の共催で開催された。当初から地元の第三セクター企業が主催

するのは全国的に見てもかなり珍しい事例である。今回は、参加者約 20名に対して本学

杉山客員教授ならびにボランティア参加をしていただいた奈良女子大学・西村雄一郎准教

授が OSM と LocalWiki の概要について解説を行った。あわせて、7 月 30 日の講義 OSM
と LocalWiki を学んだ出口ゼミの学生二人が、LocalWiki のインストラクター役をこなし

ながら、参加者に対するヒアリングを行った。参加学生は「一緒に作業をすることで話し

をうかがいやすかった」、「調べたことが記事になって、やりがいを感じた」、「田辺の

方に喜ばれて嬉しかった」、「もっと田辺の街を歩きたい」などの感想を残している。ま

た、参加者からは「学生さんがいるだけで空気がよい」、「和歌山大学の学生さんの教え

方がうまかった」、「また学生さんに来てもらいたい」などの声があがった。 
このように、今回実現したマッピングパーティは、本学が中期計画で明記している「双

方向の授業内容の充実」に資するとともに、地域調査を通じた地域への興味がもたらす

「学習への動機付け」や地域調査にあたって課される事前学習を通じた「学習習慣の形

成」が期待される。また、マッピングパーティへの参加は「専攻する学問分野」を越えた

知識の習得をもたらすだけでなく、「コミュニケーションの能力」、「問題解決能力」、

「情報リテラシー」の習得を推進するとともに、地域住民との共同により「社会人として

の基礎力」の育成に寄与することへの示唆ともいえる。 
（詳細は、https://ja.localwiki.org/tb/2014.10.11マッピングパーティを参照のこと） 

 
 
 
 
 
 

https://ja.localwiki.org/tb/2014.10.11


資料 3  
第 6 回南紀田辺うめぇバル 2014https://ja.localwiki.org/tb/  

 
2014 年 11 月 15 日にＪＲ紀伊田辺駅周辺において、田辺市の商店主を中心に LocalWiki

の編集作業が行われた。この編集作業を通じて、参加 31 店舗の記事がタグで集められ、

一つのページに仕上がっている。前回のマッピングパーティがきっかけとなった田辺市の

皆さんの自主・自律的な取り組みと評価できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ja.localwiki.org/tb/


資料 4 
2014 年 12 月 6 日 第 2 回田辺市マッピングパーティ  
 

 旧市街を歩き、新たに得られたデータをビッグユーに持ち帰り、OSM と LocalWiki へ
の入力を行うことを主眼とした。今回は南紀みらい株式会社および紀伊民報との共催で運

営され、約 20名が参加した。前回に引き続きボランティア参加をいただいた西村雄一郎

奈良女子大学准教授と杉山客員教授が田辺の可能性について講演を行った後、参加者によ

る LocalWiki の記事作成のための講習を行った。参加者からは「楽しかった」、「大事な

お菓子を紹介出来て光栄です」との感想をいただいた。 

なお、今回から田辺高校教諭と和歌山県庁情報政策課の担当者の参加をいただくととも

に、次回以降の連携について検討がなされた。また、マッピングパーティ実施の第一人者

である田中秀幸東京大学教授の参加もいただき、活発な意見交換がなされた。 
 また、前日の 12 月 5 日には、出口および杉山客員教授が田辺高校の校長、教頭、担当

教諭および紀伊民報との打ち合せに臨み、田辺市における和歌山大学の学生の研究フィー

ルドづくり等についての意見交換がなされた。その際の提案は、紀伊民報からは既に田辺

観光協会との連携で構築されているデータベースに LocalWiki のデータを入れ込むこと、

田辺高校からは、そのデータ作りにあたって田辺高校の生徒と和歌山大学の学生を共同さ

せたいというものであり。いずれも前向きに検討する方向で合意した。



資料 5 
 

2015 年 2 月 21 日 インターナショナルオープンデータデイ in 和歌山 
 
 WIDA（和歌山県情報化推進協議会）を通じて、ビッグユーにおいてインターナショナ

ルオープンデータデイin 和歌山を開催にあたって、田辺市、南紀みらい株式会社、田辺

高校、紀伊民報等、南方熊楠顕彰館、田辺市熊野ツーリズムビューローなどに参加を要請

し、WIDAの案内を通じて参加した橋本市、紀の川市、NPO法人つれもてネットワーク、

南紀熊野観光塾の塾生を交えてマッピングパーティを実施した。このマッピングパーティ

の実施を通じて、紀の川リージョン、橋本リージョン、印南リージョンなどが立ち上がっ

た（詳細はhttps://www.facebook.com/events/315682431974141を参照のこと）。 
 
 

2015 年 2 月 28 日  
  
杉山客員教授がWIDA主催で橋本市において開催されたマッピングパーティに招かれ、

LocalWikiの編集を住民とともに行い、橋本市からは 2015 年度の活動への参加要請を打診

された。この日に、有田市からの参加者が有田リージョンを立ち上げている。また、九度

山町も利用の検討を始めた（詳細はhttp://wida.jp/2015/02/15/2015odt_hashimoto/を参照のこ

と）。 
 
橋本市のLocalWiki 

（https://ja.localwiki.org/hsm）

https://www.facebook.com/events/315682431974141
http://wida.jp/2015/02/15/2015odt_hashimoto/
https://ja.localwiki.org/hsm


資料６ 
 
防災に関する考察 

 2015年 3月 14日～16日にかけて南紀熊野サテライトと防災教育研究センターとの連携

による防災に関するマッピングパーティが実施され、南紀みらい株式会社、田辺高校を中

心に、田辺市の各種団体の関係者約 10名とOSMとLocalWikiの防災対策での活用方法等に

ついて意見交換を行った（詳細は https://ja.localwiki.org/tb/2015.3.14-16を参照のこと）。 

また、南紀みらい株式会社からは、夏休み期間中に毎年実施されるイルカと触れ合うイ

ベントの最中にすぐ近くの避難所まで歩く企画を織り込むことや、その企画に学生を参加

させることなどの提案がなされた（詳細はhttps://ja.localwiki.org/tb/を参照のこと）。 
 

https://ja.localwiki.org/tb/2015.3.14-16
https://ja.localwiki.org/tb/
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