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社会課題の解決を図り、生活者の幸福度や質の向上の実現に向けて

先進的な国や地域において独自のアプローチでスマートシティの取り組みが実践される中、

渋谷区の特色・渋谷らしさを活かした推進が重要です。

渋谷区は、「多様性」により人財・情報・サービス・機会が集まり、

都市に求められる機能がコンパクトに集積しており、

パリやニューヨーク、ロンドンに並ぶ成熟した国際都市として発展する可能性を秘めています。

渋谷区の強みである「多様性」を活かし、どのようにスマートシティを推進し、

「ちがいを ちからに 変える街。渋谷区」で描く未来像を実現していくか、

この資料では渋谷区の目指すスマートシティの姿と

それを実現するために必要な考え方や取り組みについての基本方針をまとめました。

はじめに

２
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ちがいを ちからに 変える街。渋谷区

渋谷は世界を変える。
いや、「渋谷が」世界を変える。
本気でそう信じてみよう。

この街に存在する
ありとあらゆる人間を、仕事を、価値観を、
ドラマを、チャンスを、祝福しよう。
それらがさまざまであることを、
それゆえに生まれる熱を、愛そう。

ちがっている、ということは、かけがえない。
それは未来を動かす力になる。

それぞれの成長を、一生よろこべる街へ。
あらゆる人が、自分らしく生きられる街へ。
思わず身体を動かしたくなる街へ。
人のつながりと意識が未来を守る街へ。
愛せる場所と仲間を、誰もがもてる街へ。
あらたな文化を生みつづける街へ。
ビジネスの冒険に満ちた街へ。

街にかかわる人がひとり残らず、
自分の人生を謳歌できる。
そんな渋谷区を、あなたといっしょにつくりたい。
混ざり合って生まれる価値こそが
それを可能にするのだと、この街で証明してゆこう。

３
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本基本方針の位置づけ

渋谷区基本構想
未来像・・・「ちがいをちからに 変える街。渋谷区」

渋谷区長期基本計画

「ちがいをちからに 変える街。渋谷区」という未来像の実現に向け、渋谷区長期基本計画で示す各政策分野について『スマート化』の観点から分野横断的に取り
組む指針をまとめたものになります。

分野（A）
子育て・教育・
生涯学習

分野（B）
福祉

分野（C）
健康・スポーツ

分野（E）
空間とコミュニティの

デザイン

分野（F）
文化・

エンタテイメント

分野（G）
産業振興

 分野（D）
防災・安全・環境・
エネルギー 

渋谷区スマートシティ推進基本方針
渋谷区長期基本計画で示す各政策分野について『スマート化※』の観点から分野横断的に取り組む指針

渋谷区基本構想の考え方を継承

※スマート化とは:デジタル技術やデータを活用した産官学民の共創促進、都市全体の効率化・高度化を図ること

6
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社会潮流、人々の価値観・行動の変化２

スマートシティの潮流３

渋谷区の現状とチャレンジ４

本基本方針の位置づけ１

渋谷区が志向するスマートシティの方向性５
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42
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34

34

1950年 2018年 2030年

社会潮流の変化
世界を取り巻く課題

世界の人口増加率は鈍化傾向

にあるものの、人口の規模は

増加しています。また、人々

はより豊かな生活を求めて、

都市部への人口の集中が進ん

でいます。

10 12 16
25

61

78

98

1800年 1850年 1900年 1950年 2000年 2020年 2050年

人口の都市一極集中世界規模での人口増加

1900年以降、人口が爆発的に増加

2050年には98億人に到達し、

環境の悪化、食糧供給等の問題が

懸念される。

世界の人口推移・予測（2019年）

単位：億人

世界の都市人口の推移・予測（2018年）

単位：億人

約55%
都市人口
約60%

人々はより豊かな生活を求め、都市人口は、

2030年には約6割まで増加し、

都市への一極集中が顕著に。

出典： 「World Population Prospects 2019」（国連経済社会局人口部）（ https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ ）、 「World Urbanization Prospects The 2011 Revision」（国連経済社会局）
（ https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/WUP2011_Report.pdf ）、「The World’s Cities in 2018」（国連）
（ https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Jan/un_2018_worldcities_databooklet.pdf ）を加工して作成

世界規模で人口が増加し、都市部への人口集中が進む。

30%未満

都市以外
の人口

76

85

25
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31% 14% 7%

4%

3%

40%

社会潮流の変化
世界を取り巻く課題

産業の発展に伴い、１人当た

りの環境負荷は高まっており、

また、人口増加も相まって、

環境汚染の拡大や自然資源の

不足が国際的な問題となって

います。

出典： 「世界の二酸化炭素（CO2）排出量 国別ランキング・推移（BP）」（グローバルノート株式会社）（ https://www.globalnote.jp/post-3235.html ）、「Global Gridded Model of Carbon Footprints (GGMCF) 」（ Environmental Research Letters ）

（ https://www.citycarbonfootprints.info/ ）、「2021 State of Climate Services」（世界気象機関WMO）（ https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21963#.Yh2yeOjP1PZ ）を加工して作成

特に、人口集中する都市では、持続可能な開発が命題。

水等の

自然資源の不足
都市を中心とした

環境課題の深刻化
世界のCO2排出量（2020年）

中国 アメリカ インド

ロシア

その他

日本

温室効果ガス排出量の多い都市ランキング
（2018年）

単位：百万t-CO2

世界人口に対する水不足の予測
（2021年）

… …

単位：億人

36

50

2018年 2050年

水不足に直面する人口
14億人増加

世界のCO2排出量の半数以上を

上位5か国が占める。
日本は、世界で5番目にCO2排出量が多い。

人口500万人以上の都市が

CO2排出量のトップを占める。

世界的な人口の増加、経済の発展、

気候変動等により、2050年には

約50億人が水不足の状態に陥ると見込み。

276.1
272

233.5
208.5

196.4

132.8

1位. ソウル
2位. 広州

3位. ニューヨーク
4位. 香港

5位. ロサンゼルス

9位. 東京/横浜
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社会潮流の変化
日本を取り巻く課題

社会的な様々な課題の解決が

求めれる中、日本においては

少子高齢化が進んでおり、対

処するためのリソースが不足

してきています。また、人的

リソースが限られる中、課題

解決に向け必要不可欠となる

デジタル化への対応が世界的

に遅れている状況です。

出典： 「日本の人口の推移」（厚生労働省）（ https://www.mhlw.go.jp/content/000826227.pdf ）、
「電通、世界 24 カ国で国際比較した「デジタル社会指標」と「デジタルニーズ充足度」を発表」（株式会社電通）（ https://www.dentsu.co.jp/news/release/pdf-cms/2019038-0409.pdf ）を加工して作成

行政のデジタル対応の遅れ

対応負荷がさらに増大
少子高齢化による

生産年齢層の減少
年齢区分別人口の推移・予測（2019年）

単位：万人
12,617

8,808

2019年 2065年

老齢人口
（65歳以上）

38.4%
(+10.0%)

生産年齢人口
（15～64歳）

51.4%
(-8.1%)

2065年には国内総人口が8,800万に減少し、

うち老齢人口が約4割に高まり、また

生産年齢人口が約5割まで減少する見込み。

デジタル社会指標(DSI スコア)の国別順位
（2019年）

1位：シンガポール

2位：米国

3位：中国

22位：日本

世界24か国平均

……

国別デジタルニーズへの充足度（2019年）

「デジタル社会指標」にて、日本は22位(24カ国中)。
DSIスコア：社会・人々に資するデジタル経済がどの程度構築されているかを示す。①ダイナミズム(デジタル経済の成長度合い・活

力)、 ②インクルージョン(デジタル成長の恩恵を受ける層の広さ、人々のデジタル活用度)、 ③トラスト(成長の基盤となるデジタル社

会への信頼度)の3要素を実地・文献調査の結果から指標化したもの

「デジタルニーズ」にて、日本が最下位(24カ国中)。
デジタルニーズ充足度：デジタル経済が人々のデジタルニーズを満たしているかどうかを示す。「基本的ニーズ」、「心理的ニーズ」、

「自己実現ニーズ」、「社会課題解決ニーズ」の4つの観点から評価

少子高齢化が進む日本、デジタルを活用した効果的な対処が必要。

… …

基本的ニーズ 心理的ニーズ 自己実現ニーズ 社会課題解決ニーズ

67%

69%

59%

29%

49%

27%

27%

27%

26%

38%

69%

62%

63%

21%

45%

74%

76%

75%

32%

49%

1位. インド

2位. 中国

3位.タイ

24位. 日本

世界24か国平均

5,426

4,527

9,034

7,507
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社会潮流の変化
日本を取り巻く課題

さらに、人口が集中する都市

部を中心に、コミュニティ機

能が脆弱化しており、社会的

な孤立化への対応や、自然災

害へのレジリエンス(回復力)

強化が求められています。

出典：「令和元年度 世論調査」（内閣府）（ https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-shakai/2-1.html ）、「企業等の東京一極集中に関する懇談会 とりまとめ」（国土交通省）（ https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001384143.pdf ）

都市部で進む

社会的孤立
都市における

自然災害への脆弱さ
現在の地域での付き合いの程度について

（2019年）

自然災害により影響を受ける可能性のある人数
（2020年）

社会的孤立や自然災害への対処等、都市課題が多い。

令和元年度の世論調査にて、「現在の地域での付き合いの程度」の質問に

対して、「よく付き合っている」もしくは「ある程度付き合っている」と回答した人

の割合。

0

2000

4000

6000

東京～横浜 名古屋 大阪～神戸 福岡

単位：万人

地震

洪水

津波

その他

都市部を中心に孤立化が進んでおり、

大都市においては、約4割が

地域の人との付き合いがない状況で、

社会的な孤立度の高さが喫緊の課題。

東京圏は、地震・津波などの自然災害により

影響を受けるリスクが、

他の都市と比べ極めて大きい。

57%

59%

60%

71%

74%

大都市（東京都区部）

大都市（総計）

中都市

小都市

町村
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社会潮流の変化
日本を取り巻く課題

それぞれの都市が社会課題の

解決を図り、より魅力的で

人々が持続可能な形で暮らし

ていけるまちづくりを志向し、

都市間での創意工夫による競

争が増しています。そのよう

な中、日本は他の国際都市と

比較し都市成長率が相対的に

低い位置にあり、人々が感じ

る幸福度も低い傾向にありま

す。

1

21
27

34

出典： 「世界の都市総合力ランキング」（一般財団法人 森記念財団 都市戦略研究所）（ https://mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2020_summary.pdf ）（ https://mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2021_summary.pdf ）、「World Competitiveness Ranking」（IMD）
（ https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/ ）、「東京の競争力・成長戦略について」（国土交通省）（ https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001374934.pdf ）、「The World Happiness Report」（Sustainable 
Development Solutions Network）（ https://worldhappiness.report/archive/ ）を加工して作成

経営者が選ぶ都市総合力スコアランキング
（2020年）

1位：ロンドン

2位：ニューヨーク

3位：シンガポール

9位：日本

……

世界の主要都市で会社を経営する経営者が、重視する指標を6分野（経済、研究・

開発、文化・交流、居住、環境、交通・アクセス）を選出し、評価・ランク付け

「世界競争力年鑑」日本の総合順位の推移
（2021年）

• 競争力に関連する統計データと経営層を対象とするアンケート調査結果から作成

• データは、政府が公表している統計を中心に、アンケート調査は対象各国の企業経営層が自

国の競争力を評価

1990年 2020年2000年 2010年

経営者から見た日本の魅力度は、

他の都市に比べて低い。競争力も年々低下し、

競争力の強化が急務。

直近5年間のGDP成長率（都市別）
（2021年）

東京は国際社会の中で経済的実力が低下。

他の国際都市と比較し

都市成長率が停滞・低下

46 54 56

世界幸福度ランキングにおける日本の推移
（2021年）

日本の幸福度は低く、魅力の強化が必要。

他の国際都市と比較し

幸福度が低い

• GDP、社会的支援、健康寿命、社会的自由、寛容さ、汚職の無さ・頻度に関して調査・アン

ケートを取得し、過去3年の平均値で順位を決定

8%

4%

1位 ダブリン 2位 上海 3位 北京 41位 東京…

2015年 2021年2018年

都市間の競争激化、日本の成長率・人々が感じる幸福度の低下等、魅力強化が必要。

経営者・高度人財に選ばれるための

競争が激化
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FIRE Movement
Financial Independence, Retire Early

• 北米を中心に広まった、経済的独立と早
期退職を目標とする新たなライフスタイル
を啓蒙するムーブメント。

• デジタルネイティブ世代（物心ついたときから
インターネットが身近にある世代）を中心に
人気

• 贅沢よりも、自分の時間や思いを尊重して、
自由にコントロール可能な生き方が欲しい。

Before

3ステージ
の人生
（単線型）

Future

マルチ
ステージ
の人生

（ステージを行き来）

人生のマルチステージ化

長寿化によるマルチステージ化

仕事 引退後学校

~80歳▼

会社勤め

ボランティア

留学 探検

組織に
雇われない

働き方

~100歳▼

学校 引退

出典：「投資に動き出した若年層で芽生えるFIREの機運」（大和総研）（ https://www.dir.co.jp/report/column/20210621_010677.html ）

長寿化が進む中、社会におけ

る仕事や生き方の選択肢が広

がってきています。従来の学

ぶ・働く・定年退職といった

単線型の人生設計から、個々

人の価値観等に沿った自分ら

しい生き方が多様化し、人生

設計のマルチステージ化（複

数のキャリアを持ち、多様な

人生を歩むこと）が進んでい

ます。

価値観･行動の変化
より自由な生き方
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28%

37%

25%

34%

東京圏：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

東京都23区

2019年12月

2021年10月

2019年12月

2021年10月

出典：「第4回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査 2021年」（内閣府）(https://www5.cao.go.jp/keizai2/wellbeing/covid/pdf/result4_covid.pdf)、「地方暮らしに関するアンケート 2020年」 （(株)トラストバンク）
( https://www.trustbank.co.jp/newsroom/newsrelease/press340/)、「地方暮らしに関するアンケート 2020年」 （(株)トラストバンク）(https://www.trustbank.co.jp/newsroom/newsrelease/press431/)、「住民基本台帳人口移動報告2021年（令和３年）結果 」（総務省）
( https://www.stat.go.jp/data/idou/2021np/jissu/pdf/all.pdf）を加工して作成

地方移住への関心
（2021年）

東京都特別区部における転入超過数の推移
（2014-2021年）

志向する地方暮らしのスタイル
（2020年）

新型コロナウィルスの感染拡

大によるテレワークの普及等

に伴い、地方暮らしへの関心

が高まっています。都心在住

者を中心に関心が高まってお

り、移住・定住よりも二地域

居住の暮らし方が人気です。

東京では2020年7月に初めて

の転出超過を記録しています。

価値観･行動の変化
より自由な生き方

単位：人

65,654 70,490

57,082

57,010 60,909 64,176

13,034
-1482

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

0

新型コロナによる地方暮らしに対する関心の変化
（2020-2021年）

46.0％

2020年

60.5％

2021年

+14.5％

31.1% 42.4% 24.3%

移住・定住
(地方圏のみで暮らす)

二地域居住
（都市部と地方圏の

どちらにも生活拠点をもつ）

ワーケーション
(都市部に生活拠点を
もちつつ、休暇をかねて
地方圏でも仕事をする)

東京圏・東京都23区いずれも、

地方への暮らしに対する関心が高まっている。

地方暮らしのスタイルとしては、移住・定住よりも、

二地域居住を志向。

東京都特別区部は、

2014年以降初めての転出超過。

新型コロナを契機に都内在住者の間で

地方暮らしへの関心が高まる。

首都圏在住者を対象にした「地方移住への関心について」のアンケート調査。

「強い関心がある」「関心がある」「やや関心がある」と回答した人の割合

増加傾向

東京都内に住む20歳以上の男女へのアンケート調査

新型コロナで地方暮らしへの関心
が高まった人の推移

東京都内に住む20歳以上の男女へのアンケート調査

6.4%

9.4%

11.2%

31.3%

41.7%

地方暮らしに関心あり

58.3%

特に関心
はない

関心があり、すでに二地域居住
やワーケーションを実施

関心があり、今後、地方
暮らしをする予定がある

関心があり、情報を集めている

関心はあるが、
何もしていない
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“私”目線が
より重要に

50

53

23

16

34

58

32

23

とにかく安くて経済的なものを買う

できるだけ長く使えるものを買う

自分のライフスタイルにこだわって商品を選ぶ

自分の好きなものはたとえ高価でも貯金して買う

2000年 2018年

出典：「Life reimagined」（Accenture）（ https://www.accenture.com/jp-ja/insights/strategy/reimagined-consumer-expectations-reference ）、 「生活者1万人アンケート（8回目）にみる日本人の価値観・消費行動の変化」（野村総合研究所）
（ https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/report/cc/mediaforum/2018/forum272.pdf?la=ja-JP&hash=11CCF832BC6EC6481392389F6BBD74B4D12C51A2 ）を加工して作成

“パーソナライズ”という価値の出現
（2021年）

“自分目線”重視への消費スタイルの変化
（2018年）

全体の
約50%

「私のことを覚えてくれているか」「可能な限りパーソナルな体験を提供してくれるか」
「私が本当に必要とする時にサービスを利用できるか」
オンラインショッピングの拡大に伴い、消費者はカスタマーサービスに、これまで以上のことを期待するようになっています。
スピーディーな対応はもちろんのこと、個人のニーズをこれまで以上に尊重し、配慮するよう求めています。

Accenture Life reimagined: 消費者のパラダイムシフト* レポート

“ “
デジタル技術の進展等により、
消費者は手軽で個別最適化さ
れたサービスに慣れ、より
“私目線”に合った、さらに
パーソナライズしたサービス
や体験を追求しています。民
間の便利で使いやすいサービ
スに慣れた住民は行政サービ
スにおいても同等の水準を求
めています。

価値観･行動の変化
より私目線で 単位：%

*アナリティクス：ツールを使用してデータのパターンを発見、解釈し、伝えること
*パラダイムシフト：その時代や分野において当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の価値観・物の見方などが革命的にもしくは劇的に変化すること

先進6か国への調査によると、保健福祉や世のサービスにおいて、

アナリティクス*を活用したよりパーソナライズ

されたサービスの提供を望む住民は5割。

消費活動において、自分のライフスタイル・

興味関心を重視する消費者が増加。
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街がどう変容するか？（変化の定着・発展）
(post COVID-19)

オフラインでの商業（実店舗）の価値が変化
• 従来は商品の展示・販売に軸足
• 今後はリアル店舗での体験価値が基軸となる

（ストーリーや体験を提供する場/RaaS（小売りのサービス化）など）

都心/郊外それぞれに訴求ポイントが変化
• 従来は郊外から都心（オフィス）へ人が集中
• 今後は住宅付近の安全で利用自由度の高いオフィスと、対面コミュニケーションや保管等

を担う都心オフィスへ二極化し、各種機能・設備が充実する

行政DXと規制緩和の推進
• 従来は対面・紙ベース。申請の受付処理、書面送付等の定型的な業務が高負荷
• 今後はオンライン・パーソナライズ・自動化されたサービスへの転換と規制緩和が加速する

地方＆郊外の社会インフラニーズの増加
• 従来は都心一極集中を前提とした都市インフラの構築
• 今後は在宅ワークやリモートワーク等の行動変化から、通信インフラ・ライフラインの普及が

都心以外にも加速する

生活と仕事を両立可能な住環境ニーズが加速
• 従来は固定された間取りや快適性が優先
• 今後は在宅ワークの浸透により、柔軟な間取り変更や仕事環境に適した通信環境・設備

機器のニーズが加速する

消費

オフィス

社会
基盤

行政

住宅

危機発生
(COVID-19)

ソーシャル
ディスタンシング

/ロックダウン発生

医療崩壊

消費冷え込み/
失業・倒産多発

ポストコロナにおける街の変
容や新たな需要を想定した
“まちのスマート化”は今後ま
すます推進されることが想定
され、都市間・地域間におけ
る魅力を高める手法としても
重要性が高まることが考えら
れます。

価値観･行動の変化
新型コロナウィルス
の影響
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社会潮流、人々の価値観・行動の変化２

スマートシティの潮流３

渋谷区の現状とチャレンジ４

本基本方針の位置づけ１

渋谷区が志向するスマートシティの方向性５
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スマートシティの取り組みとは
少子高齢化や環境問題などの様々な社会課題の解決や、多様化する人々の価値観やニーズに合わせた、新たな都市運営の実践
が求められています。このような中、人々の幸福度や生活の質の向上を持続可能な形で実現していくためには、生活者目線に
立ち、デジタル技術の活用と産官学民の共創による新しい都市運営モデルを推進していくことが必要になってきています。

【背景】 複雑化する都市課題への
公的リソースによる対処の限界

グローバル規模での人口増加、都市部への人口
集中により、環境問題、貧富の格差、過密化に
よる暮らしにくさ、などが国際的な課題に。＋日本
においては超少子高齢化、激甚化する災害の対
応など先進課題も山積み。
➡持続可能な形での社会課題の解決と経済発
展の両立が不可欠！

デジタル技術の進展、ネットワークの普及に伴う情
報のオープン化が加速し、人々の行動やニーズは
多様化。個々人が自身にあった価値観、働き方、
暮らし方を選択する時代に。
➡個々人に合ったサービスの提供がより重要に！

社会情勢の変化

人々の価値観・行動の変化

持続的に発展し続けるための、

最適な都市運営の実践

一人ひとりの価値観や生活様式に
合ったサービス提供

人々の“幸福度・Well Being”の向上

デジタル技術の活用 産官学民の共創市民中心

C
O

V
I
D

-

19

に
よ
り
、
変
革
ス
ピ
ー
ド
が
加
速
化
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スマートシティで目指す『都市運営』
複雑化する様々な課題解決を図りつつ、多様化する人々のニーズに対応するには、限られた行政リソースによる都市運
営だけでは限界があります。デジタル技術やデータを活用し生活者視点のアプローチで、関わる人々が自分事化し、産
官学民の共創によって地域社会を形成していくことがスマートシティ推進を通じて目指す都市運営の姿になります。

今後

一方通行のコミュニケーション
行政を中心に、地域課題の解決や公益性の高いサー
ビスを検討・提供。事業者は各自、または行政からの
発注を基にサービスを開発・提供。産官学民の共創は
希薄。

産官学民による共創型・双方向コミュニケーション
すべての関係者がアクティブに「共に考え、共に創る」➡「共に提供者であり・受益者」

• オープンで積極的な『民』参加の重要性を訴求 … “何が変わったか”の成果を可視化・共有
• 参加しやすい仕組みづくり …気軽に意見を発信・公開・議論できる仕組み
• より強固な関係構築 …オープンでありながら定期性・能動的な場の形成(Decidim等)

これまで

区民

行政 (供給者)

事業者(供給者)

サービス利用

サービス開発

政策立案 サービス検討

サ
ー
ビ
ス
利
用

サ
ー
ビ
ス
提
供

利
用

提
供

発
注

納
品

一
方
通
行

学民

官
政策立案

場づくり

産
実現性検討

サービス開発

地域全体・区民
提
供

利
用

デジタル技術

課題の共有

アイデア創出評価・意見の共有

都市プラットフォーム

データ
共に考え、共に創る
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デジタル技術の活用が進んだ都市における市民幸福度
デジタル技術を都市に取り込んだ国においては、国民の幸福度が比例関係的に増加する傾向にあります。これは、デジタル技術
の活用によって、効率化や体験の幅が広がることで、暮らしにおける時間的なゆとりや多様な人々との交わりなどを創出できる
ためです。デジタル技術を活用した都市運営を進めることで、多様化する地域課題の解決や市民ニーズへの対応を実現するだけ
でなく、地域社会における一人ひとりのより幸せな暮らしを満たす可能性を秘めています。

*デジタル経済・社会指数（DESI）は、総計33のデジタル化の進展を示す指標を、5種の大項目及び13種の小項目に帰属させ、総合的に集計することで算出される指数。大項目

は、ブロードバンド・インフラの充実度を示す「接続性（Connectivity）」、ICT環境に対する適応度を示す「人的資本（Human Capital）」、消費者によるネットサービスの利用度

を示す「ネット利用度（Use of Internet）」、企業によるICT活用度を示す「デジタル技術の統合（Integration of Digital Technology）」、公共部門におけるICT活用度を

示す「デジタル公共サービス（Digital Public Services）」の5項目で構成

出典：「日本の都市におけるデジタル化の進展と幸福度の関係」、総務省「ICTによる人間の「拡張」の生活・働き方への影響」（株式会社野村総合研究所）
（ https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/publication/region/2020/05/2_vol202.pdf?la=ja-JP&hash=087EEADFAF7AA09A921C0C0BCE0C871A76C5E5C6 ）を加工して作成

フィンランド
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デジタル経済・社会指数*と幸福度の関係デジタル社会の発展と「人間の欲求」の関係性

自己実現

生理的欲求

安全欲求

承認欲求

社会的欲求

• 自作の小説・絵・音楽・踊り等を共有サイトに
投稿

• モビリティの外装や内装（特に色）を自由に
切替る

例

• SNSのフォロワーを増やす

• SNS上でのコミュニケーション
• リアルタイム翻訳による円滑なコミュニケーション

物
質
的

精
神
的
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参考 人間の欲求の変化

アメリカの心理学者アブラハム＝マズローは、「人間は自己実現に向かって絶えず成長する」と仮定した上で、欲求を

階層分類し、下位の欲求が満たされるとより上位の欲求を追求する人間の心理メカニズムを提唱しています。昨今のデ

ジタル技術の発展に伴い、より高次元の精神的な欲求を満たす可能性が高まる一方、新型コロナウィルスの蔓延により、

低次元の物質的な欲求への担保もその重要性を増しています。

出典：「令和元年度情報通信白書」（総務省）（ https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/pdf/index.html ） 、
「平成30年度デジタル化による生活・働き方への影響に関する調査研究」 （総務省）（ https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/r01_02_houkoku.pdf ）を加工して作成 ※「マズローの欲求5段階説」

生理的欲求

安全欲求

承認欲求

社会的欲求

自己超越

自己実現

生命の維持、生きていくための基本的・本能的な欲求
「呼吸」「食欲」「睡眠欲」等、生命の維持に不可欠のもの。

自身の安全を守る、 「身体」「雇用」「家族」「健康」「財政」の安全に対する欲求
外部の影響により、生命の危険が冒される懸念がないことを望む欲求。新型コロナウイルスが蔓延するなか、安心
安全な社会生活を送るための必要な情報を集められ、心理的な落ち着きを得られている状態。

関係性の中でさらに認められたい、「自尊心」「他者からの信頼」「他者からの尊敬」に対する欲求
従来のように、ただ車・家等の社会的ステータスがあれば良いのではなく、自分の人生の目的、意味に合致してい
ることがより重要に。

「社会的欲求」は同じ興味関心の人とのつながりを指す。「友人関係」「家族」「性的関係」 に対する欲求
オンライン化やフィジカルディスタンス(身体的、物理的距離の確保をしながら、人と人のつながりを保つこと)が
必要な今、職場における居場所や自分をサポートしてくれる人との関係確保がより重要に。

自分以外の人のことを考え、見返りを求めず、他者への献身や平和などを目標にして行動する状態
新型コロナウイルスが蔓延するなか、「正しいことを正しく行うという姿勢」はデジタルでつながり、一人ひとりが参加・
貢献する潮流が後押し。

自分の可能性をフルに開花し、 「正義感」「達成感」「自発的である」「問題が解決できる」状態に対する欲求
運命を切り開き、ゴールに向かい、逆境と戦い、独り立ちしていられることを指す。やり続ける力と向上心を伴う。

よ
り
重
要
に

継
続
し
て
追
求

新型コロナウイルス
の影響

物
質
的

精
神
的
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マイナス面の解消
グローバル課題として、都市のCO2排出量が全世界の約7割を占め
る中、経済成長スピードの鈍化を回避するために、より良いエネル
ギー効率に基づく都市環境の整備が各国の共同取り組み目標に。
国連をはじめ、行政主導の “都市の低炭素化”が取り組まれた。

プラス面の創出
世界の都市間で、市民、企業、投資者、旅行者を奪い合う時代に
おいて、街の新たな価値創出に関する、ユーザ目線によるオープン
イノベーションがより重要に。

• 市民から見て、“住みたい都市”か？
• 企業から見て、“立地したい都市”か？
• 民間および公的資金から見て、“有望な投資先”か？
• 旅行者から見て、“訪ねたい都市”か？

スマートシティの潮流 ～①取り組み目的の変化～
スマートシティに取り組む目的について特に近年では、環境改善を含め従来のマイナス面を解消する社会課題の解決志向から、
街の新たなプラス面や価値を創出する志向へと転換傾向にあります。住民のQoL向上、産業創出や振興といった“プラス面”を創出
する都市戦略のもと、生活者目線によるオープンイノベーションを取り入れた素早い取り組みが求められています。

“低炭素化”の実現

プ
ラ
ス
面
を
創
出

マ
イ
ナ
ス
面
を
解
消

“街の魅力強化”の実現

• スマートサービスの創出やまちデータの基盤

構築・相互データ連携による商業的価値の

向上

• 消費者/住民サービスや自治体サービスのデ

ジタル化を通じた住民の課題や不安を解消・

QoL向上

産業創出

振興

住民の

QoL向上

• インフラコストの削減やデータを活用した稼働

効率の改善による管理コスト最適化/利益

最大化

• エネルギー供給量と経済成長スピードのバラ

ンスを保ち、持続的な成長を実現

都市インフラ

維持

環境改善
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環境

防災 健康 交通

スマートシティの潮流 ～②取り組み内容の変化～
社会課題や個人ニーズが複雑化する現代社会において、ある一分野における課題解決は、他分野における新課題の引き
金になり得ることもあります。そのため、スマートシティによる都市課題への対処は従来の「分野特化型」から、他分
野と連動してより全体最適を図ろうとする「分野横断型」へ変化しています。

“分野特化型”

プ
ラ
ス
面
を
創
出

マ
イ
ナ
ス
面
を
削
減

複数分野横断型
デジタル技術・データを活用し、各分野の都市課題に対して個
別に対処するのではなく、生活者視点で分野間が連動し、全
体最適を可能にすることを目指す取り組み。

（例）
• 福島県・会津若松市・・・『スマートシティ会津若松』

健康や福祉、教育、エネルギーといった市民生活を取り巻く幅広い分野での
結びつきを強化しながら、取り組みを推進

• デンマーク・コペンハーゲン市・・・『Copenhagen Connecting戦略』
民間企業や大学と協力し、データを活用し、インフラ整備をはじめ、交通、教
育やエネルギー等複数分野において、都市全体の効率性向上に取組む

“複数分野横断型”

環境 防災 健康 交通

分野特化型
2010年頃より、環境・エネルギー分野をはじめとした、個別
分野へのデジタル技術の活用に特化した取り組み。

（例）
• 環境分野・・・スマートグリッド(次世代電力網)等、エネルギー消費の効率化
• 防災分野・・・センサーネットワークを活用して減災情報(土石流・水位等)の

提供等（例、長野県塩尻市）



24

社会潮流、人々の価値観・行動の変化２
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渋谷区は、個性的な魅力を
もったエリアが集約し、それ
ぞれが時代やニーズの変化に
応じて進化を続けています。
常にアップデートされていく
豊かな地域特性は、住民だけ
でなく、様々な企業や商店、
国内外からの来街者を数多く
惹きつけています。

渋谷区の現状
多様性にあふれた街

渋谷区概要
• 人口：23万人

※生産年齢人口：16.3万人
• 世帯数：14.1万

※単身世帯： 6割
• 産業：

情報通信業、小売業、
飲食サービス業 等が中心

昼：夜＝6.7万人:6.8万人

• 住民人口が多い居住エリア
• 玉川上水旧水路緑道やにぎわいのある商店街を

生かし、ゆとりや活力のある拠点
• 住民、事業者等による地域主体の活動が

活発

笹塚・幡ヶ谷・初台・本町

昼：夜＝3.1万人:3.6万人

• 戸建て住宅を中心に、近年ではマンション等の立
地が増加、住民人口が多く、生活中心地

• 持ち家住居の面積平均が区内で大きい（85平
米以上）

• 夜間人口・昼間人口共に増加傾向

代々木上原・代々木八幡・参宮橋

• 全体として緑地が多く (緑被率47％)、新国立競
技場などスポーツ関連施設による高い集客力

• 原宿駅・表参道駅周辺等をはじめ、ファッション・若
者文化発信の中心であり、個性的な商業集積

昼：夜＝15.3万人:4.5万人

代々木・千駄ヶ谷・原宿・神宮前

昼：夜＝17.8万人:2.3万人

• 世界知名度の高い、街の顔・シンボル
• 商業・エンタテイメント、文化交流、生活機能等が

複合的に集積したエリア
• 駅周辺の再開発が進み、駅から街へつながる歩行

者ネットワークの整備やバリアフリー化が進展

渋谷駅周辺

昼：夜＝11.3万人:5.2万人

代官山・恵比寿・広尾

●渋谷

●神泉

●代々木公園

●幡ヶ谷
●初台

●新宿

●恵比寿

●明治神宮前

居住：30％

居住：16％

居住：10％

居住：23％

居住20％

出典： 「渋谷区人口ビジョン」（令和２年改定案）（渋谷区）（ https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/kusei/r2_shibuyajinkouvision.pdf ）、「渋谷区産業・観光ビジョン」（渋谷区）（ https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/com/000047966.pdf ）、「まちづくりマスタープラン」
（渋谷区）（ https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/com/2020machidukuri_plan_gaiyo.pdf ）、「国勢調査（H28）」（総務省）（ https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001080615 ）を加工して作成

玉川上水旧水路緑道再整備
「農」や「食」をテーマに、地域住民と緑豊かな暮
らしを実現し、さらには、緑道から新たな「創造活
動を育てる」地域コミュニティの育成を目指す

西参道プロジェクト
西参道高架下の利活用により、将棋文
化の発信や新たな賑わい拠点形成を目
指す
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• 商業やコンテンツ産業などが集積、個性的な飲食
店や物販店がある一方、落ち着きのある住宅エリア
もあり、職住近接を生かしたクリエイティブな拠点

• コワーキングスペースなどが立地し、新たなライフスタ
イルが創造される
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渋谷区では、異なる属性を
持った多様な人々、サービス、
ビジネスが集積することで、
魅力ある街を形成しています。

渋谷区の現状
多様性にあふれた街

• 生産・活動人口が多く、多くの人が集まるエリアとなっているだけで
なく、多様な人々が集う。

• 事業所数も年々増加傾向にあり、かつ集客力のある多様なサービ
スを提供する施設が多数存在。

• 多様なビジネスを展開する業種があり、特にIT産業に携わる事業者
が多い。

• 「渋谷」に興味関心を持つ人が多く、検索数では上位にランクイン。

出典： 「渋谷区人口ビジョン」（令和２年改定案）（渋谷区）（ https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/kusei/r2_shibuyajinkouvision.pdf ）、「渋谷区産業・観光ビジョン」（渋谷区）（ https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/com/000047966.pdf ）、「まちづくりマスタープラン」（渋谷区）
（ https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/com/000038883.pdf ）、「経済センサス」（総務省）（ https://www.e-stat.go.jp/ ）、Instagram（ https://www.instagram.com/ ）、Google Trends（ https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP ）を加工して作成

生産年齢人口(15～64代)の割合：約70%
日本全体の生産年齢人口（約60%）に対し、10%も多
い（2020年）。

夜間人口に対する昼間人口の数：約2倍
通勤・通学・観光等で多くの人が集う（2015年）。

多様な国籍の人が訪問
韓国、中国、アメリカ、台湾、香港、オーストラリア、タイ、フラン
ス、イギリス、シンガポール、等（2018年）

ほぼ全ての業種が展開
農林水産業を除く、ほぼ全ての業種が展開（2016年）。

IT関連スタートアップ企業の数：1位
IT関連のスタートアップ企業の多さは、港区・千代田区と比べ、
渋谷区が最も多い（2019年）。

Instagramのハッシュタグ数：1位
都心5区において「渋谷」のハッシュタグ数はトップ。
（2022年1月末時点）

Google Trendsの検索回数：2位
都心5区におけるGoogleの検索回数は、新宿区に次いで渋谷
区が2位 。 （2022年1月末時点）

情報

もの・サービス人々

ビジネス

2009年 2014年 2019年

60,000

40,000

2009年以降、
事業所数は増加傾向。

渋谷区の事業所数の推移
（2009-2019年）

東京23区における集客施設の数
（2014年）

東京23区において集客施設の数
は最多で、また種類も多い。

81

渋谷区 新宿区 港区

集客施設の種類
• 映画館

• 公会堂・集会場

• 劇場・演劇場

• 展示場

• 客席を有する体育

館・観覧場、等

26



27出典： 「渋谷区産業・観光ビジョン」（渋谷区）（ https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/com/000047966.pdf ）、「令和元年経済センサス‐基礎調査」（総務省）
（ https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200552&tstat=000001137226&cycle=0&tclass1=000001137228&tclass2=000001137229&tclass3val=0 ）を加工して作成

• スタートアップ企業数が多く、先進的な取り組みを行う事業者が集う。

• はじめての取り組み・サービスを行う際、渋谷が選ばれることが多く、革新性でも期待が大きい。

先進性・革新性

• 多様な人が集い、ビジネスやコミュニティを形成しており、寛容性や国際性にも富んでいる。

寛容性・国際性

6.2%

4.8%

2.5%

2.3%

2.2%

新宿区

港区

渋谷区

中央区

千代田区

外国人就業者割合：3位/5位
都心5区において、外国人就業者割合が3番目に
多い（2015年）。

港区

千代田区

新宿区

渋谷区

中央区 ……

*文化・交流スコア：5指標（ハード資源・ソフト資源・受入環境・交流実績・
発信実績）の定量値の平均を合計した値

文化・交流スコア：4位/23位
東京23区における都市特性評価において、
「文化・交流スコア*」が3番目に多い（2019年）。

日本初の開設
性的少数者を支持・支援・配
慮した福祉事業所

日本初の交付
同性カップルへの
「パートナーシップ証明」

性別・年齢・障がいを問わず、
誰もが使用できる公共トイレを
区内に設置。

スタートアップ企業数：1位
東京23区内におけるスタートアップ企業数
（2019年）

1,651 1,586 

1,106 
758 662 

406 
221 207 

953 

渋
谷
区

港
区

千
代
田
区

中
央
区

新
宿
区

品
川
区

目
黒
区

文
京
区

そ
の
他1

5

区

新規把握事業所数：2位
都心5区における新規把握事業所数
（2019年）

Googleの初の海外拠点として、
渋谷にオフィスを設立。

日本MS独自の取り組みで、オープンクラウド
サービスの情報発信拠点を開設。

日本初となるIKEAの都心型店舗を開業。

大手IT4社が 「SHIBUYA BIT 
VALLEY」プロジェクトを始動。
（サイバーエージェント・DeNA・GMOインターネット・ミクシィ）

多様性を原動力に先進性や革
新性のあるビジネスが集うこ
とで、より変化に富んだサー
ビスの提供に結びつけていま
す。また、様々な人を受け入
れる土壌が形成されており、
その寛容性の高さから、常に
多様な文化が交流し、新しい
イノベーションが起きる街と
して世界に認知されています。

渋谷区の現状
多様性にあふれた街

27

26,060 

港区 渋谷区 千代田区 新宿区 中央区
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多くの区民が積極的にまちづ
くりに参加し、もっと良い街
にしていきたいという意識を
持っています。それらの意識
を高めて、取り組みにつなげ
ていくことが街をよりよくし
ていく上で重要です。

渋谷区の現状
区民の意識

出典： 「令和3年度 渋谷区 区民意識調査 報告書（概要版）」（渋谷区）（ https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/kotyo/kuminishikichosa_kekka.html ）を加工して作成

• 約95%の住民が渋谷をもっと良い街にしたいと思っており、約７割の
住民がまちづくりに関与したいと考えている。

住民の約9割が、より良いまちづくりに関心

渋谷をもっと良い街にしたい

と回答：約95%

区政に関心がある

と回答：約92%

まちづくりに積極的に関与したい

と回答：約69%

• 約9割の住民が渋谷区に住み続けたいと回答し、
転出希望者は、5%未満にとどまる。

住民の9割以上が、渋谷区に住み続けたい

• 約9割の住民が渋谷区に愛着を持っていると回答。
• 約8割の住民が渋谷区に対して誇りを持っていると回答。

住民の約9割が、渋谷区に愛着を持つ

渋谷区に愛着を持ってい

ると回答：約89%

渋谷区に誇りを持ってい

ると回答：約77%

• 渋谷区に対し、多様性・ジェンダー平等に取り組み、時代の先端にい
る街、また、ストリートカルチャー等、他にはない文化があり、流行・情
報・文化の発信地のイメージを持つ。

渋谷区＝多様性・時代の先端・文化の発祥地

多様性を受け入れている街

であると回答：約53%

ジェンダー平等

であると回答：約34%

時代の先端にいる街

と回答：約40%

流行や文化、情報の発信地

であると回答：約51%

渋谷区に住み続けたいと回答：

約95%

28
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渋谷区の

多様性

寛容性
国際性

にぎわい
交流空間

文化
芸術

先端性
革新性

自然
癒し空間

29
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多様性による強みを持ちつつ
も、多様な⼈々が暮らし・訪
れる都市として、解決すべき
都市課題もあります。このよ
うな都市課題の解決を図りつ
つ、⼈々の⽣活の質の向上を
図っていくことが渋⾕区にお
ける今後のチャレンジだとい
えます。

渋⾕区の現状
チャレンジ・課題

出典︓ 「渋⾕区⼈⼝ビジョン」（令和２年改定案）（渋⾕区）（ https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/kusei/r2_shibuyajinkouvision.pdf ）、 「令和２年度 渋⾕区 区⺠意識調査」（渋⾕区）（ https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/kotyo/kuminishikichosa_kekka.html）、
「⾸都直下地震等による東京の被害想定」（東京都）（ https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/571/20220525/n/houkoku01.pdf ）、「渋⾕区内の整備地域における不燃領域率と延焼遮断帯形成率の推移」（東京都市整備局）
（ https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/pdf/bosai4_94.pdf ）、「渋⾕区産業・観光ビジョン」（渋⾕区）（ https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/com/000047966.pdf ）を加⼯して作成

• 有事の対策として、昼間⼈⼝が多いエリアにおける帰宅困難者を受け
⼊れる施設の確保や、居住エリアを中⼼とした町全体の災害を防ぐ取
り組み等、より安全なまちづくりが求められる。

有事の際のレジリエンス確保
• 既存の景観・リソースを活かした⽂化・交流イベントの機会を質と量の
双⽅向で創出することで、より多様な⼈財を惹きつける魅⼒あるまちづ
くりが求められる。

より魅⼒的な⽂化・エンタメの追求

東京都⼼における従業員とクリエイティブ産業*従事者数（2016年）

⽂化・交流分野における渋⾕区の弱み（2019年）
• 景観・まちづくりへの積極度
• イベントの数・評価
• 宿泊施設数

• 単⾝で、在住期間の短い流動的な住⺠が多く、地域イベント等への関
⼼も低いため、地域コミュニティ等を通した共助のネットワーク形成が必要。

地域のつながり・コミュニティ機能の強化

在住期間が短い (10年未満) 住⺠
の割合（2020年）︓約54%
地域イベントへの参加に興味がないと
回答（2020年） ︓約59%
町会・⾃治会に未加⼊と回答
（2020年） ︓約44%

• ⽣産年齢⼈⼝の減少と⾼齢化が進むことが想定される中、限られた⼈
財を有効活⽤し、協⼒し合える体制・仕組み作りが求められる。

⽣産年齢⼈⼝減少に対処する体⼒確保

2020年 2030年 2040年 2050年

71
%

19
%

70
%

20
%

65
%

25
%

61
%

30
%

⾼齢者
2020年から
+11%

⽣産年齢⼈⼝
2020年から
-10%

東京都と⽐較した際の単⾝者の数
（2015年）︓約1.3倍

夜間⼈⼝に対する昼間⼈⼝の数（2015年）
︓約2倍
⾸都直下地震が発⽣した際に想定される
帰宅困難者数（2022年）︓約24万⼈
不燃領域率（2016年）・
延焼遮断帯形成率（2019年）︓約61%

不燃領域率︓市街地の燃えにくさを⽰す指標、
延焼遮断帯形成率︓市街地⽕災の延焼を阻⽌する空間

クリエイティブ
産業従業員割合

港区
100万⼈

21
%

全従業員数
渋⾕区
53万⼈
20
%

割合は
ほぼ同じ

数は
約1/2

*クリエイティブ産業︓個⼈の創造性や技能、才能に由来し、また知的財産権の開発を通して富と雇⽤を創出しうる産業のこと
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都市を取り巻く課題

渋谷区のチャレンジ

「ちがいをちからに変える街。渋谷区」という未来像の実現に向けては、渋谷区に関わる人々や組織の共創関係構築が不可欠です。そのために、デジタル技術やデータ
の活用を通じて、産官学民の力を従来よりも繋ぎやすく、混じりあう機会を多様に創出し、渋谷区の持つ『多様性』の力を最大限高めていくことが重要であると考えます。

将来人口の減少

コミュニティ機能の強化

レジリエンスの確保

文化・エンタメ業界の再興

渋谷区のアセット・強み・・・人財・情報・サービス・資金等を呼び込む力

多様性
多種多様な人財やアイデア、

サービスが集積。

都市全体の『Well Being』、『シティプライド』が向上
一人ひとりの幸せ

個々の“渋谷民”が自分らしく活動し、多様な価値観・コミュニティが共存・協働していく

世界人口の増加、環境問題、COVID-19、
超少子高齢化、災害対策、ニーズの多様化 etc “渋谷民”中心の視点

デジタル技術やデータの活用 産官学民の共創による『都市経営』

渋谷区スマートシティ『ソーシャルキャピタル(人的ネットワーク・信頼関係)』の形成

独自・
先進課題に
チャレンジ

寛容性・国際性
多様な価値観を惹きつけ、

常に新しいカルチャートレンドを発信。

先進性
スタートアップ育成、都市再開発
行政DXを他市に先駆け実施。

※本方針におけるWell Beingとは : 一人ひとりが幸せを実感し、心豊かに暮らしている状態。

３2

渋谷区が志向するスマートシティの方向性
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スマートシティ推進で描く将来像１

スマートシティ推進における５つの取り組み２



事業者

楽しさを共につくり
体感できる

スマートシティ推進の
アプローチ

気軽に仲間と
つながれて力になれる

「私」目線で
いつでも安心快適に

生活の質の向上

人のつながり・信頼関係の構築
つながる 参加する

渋谷での生活が
いつも＋αの価値に

市民 教育NPO 訪問者

時代に合った制度や
枠組みの設計

渋谷区アセット

Well being &
City Prideが
溢れる街が形成

社会における
人間関係や信頼関係
（ソーシャルキャピタル）
をより多様な形で、
つくりやすく、つながり強くなる

データ活用を含む
5つの柱の取組み

「個」の幸せと連動して「地域」の魅力が増幅していく　Well Beingとシティプライドの溢れる街へ

社会価値創出の
循環型モデルの実践 

社会のつながり機会の
創出

デジタル技術とデータの
共同活用推進

『都市経営を主導する自治体』への
変革

渋谷区

一人ひとりの幸せ

デジタル技術やデータを活用し、渋谷区に関わる人・コミュニティ・組織・空間が、多様な形でつながり、混ざり合う仕組みづくりを進めて
いきます。社会とのむすびつきや助け合い、仲間との出会いをよりオープンに多様な形で創出していくことで、人のつながりや信頼のネット
ワークを広げ、地域全体のちからへと変えていきます。これらの取り組みを通して、一人ひとりが幸せを実感し、自分らしく生きる社会が形成
されていくことで、まちの魅力を向上させ、シティプライドがあふれる街を実現していきます。

３4



デジタル技術やデータを活用し、「個」の幸せと連動して「地域」の魅力が増幅していく
Well Beingとシティプライドの溢れる街へ

渋谷区に集まるすべての人の力を、
まちづくりの原動力にしていきたい
と考えています。渋谷区に住む人
（区内の不動産に権利を有する人も
含む）だけではなく、渋谷で働く人、
渋谷で学ぶ人、渋谷を訪れる人、
渋谷が好きな人など、渋谷に関わる
さまざまな人を「渋谷民」と称します。

「渋谷民」について

気軽に仲間と
つながれて力になれる 楽しさを共につくり

体感できる地域の困りごと・お手伝いの必要な
ことが表出し『助けて』・『支えたい』
が見える・繋がっていく。地域内外、
個人・法人の壁を越えた『関わり』で
笑顔・チャレンジが増えていく。

渋谷での生活が
いつも＋αの価値に
買い物や移動、ボランティア活動への
参加といった日々の活動にポイント
が付与される。自分のための利用は
もちろん、子育て支援や地域活動と
いった社会貢献等への活用もでき、
ハッピーをみんなで分け合える。

「私」目線で
いつでも安心快適に
区民、事業者、NPO、学校や行政等
の連携強化及びデジタル技術の活
用を通じ、デジタルとリアルの両面
から一人ひとりの安心を支える。

気軽にアイディアを共有し、各種活動
に参加することで、あったらいいな！
を一緒に実現する。同時に、“楽しい”
体験にも自然と出会え、新しいチャ
レンジへ挑戦する可能性が絶えず
生まれる。

一人ひとりの幸せ

スマートシティ推進を通じて目指すこと
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地域に関わるデータを収集・共有

地域課題をきめ細やかに把握

多様化・複雑化するニーズに応えるサービスの創出

ライフスタイルや生活状況に適した行政情報やサー
ビスが、煩雑な申請手続き不要で提供される。

一人ひとりの学習進度や目標、個性等を把握し、
ニーズや目的に合った学びの機会が提供される。

生活の「困った」を気軽にオンライン・オフラインで
相談でき、私にあった情報や支援を得られる。

区内の買い物やイベント参加、地域活動への貢献など様々な活動
が個人や地域にポイント還元される。

デジタル地域通貨で常に＋αな生活

区民だからこそ、公共施設や公共交通、子育て支援等をお得
に利用できる。

渋谷をよくしたい個人やコミュニティ、事業者がリアルやオンラインで
つながり、多様な取り組みを創発する。

渋谷民でつながる・力になる

サイバー空間でのシュミレーション等により、関係者の理解と
対話を深め、共に課題解決を図っていく。

過去・現在・未来を見ながら
まちづくりに参画

サイバー空間上の渋谷区で、未来の都市開発にアイデアを出し、
それが現実世界へ取り込まれていく。

一人ひとりのアイデアが
渋谷をかたちづくる

リアル・バーチャルの
垣根を超えた地域体験

現実空間上の各スポットに情報やサービスが提供され、
手ぶらで街歩きを楽しめる。

スマートフォンを操作しなくても、音声や身振りに対応
する技術で、サービスや支援を利用できる。

オープンイノベーションによる共創

区民でよかった
公共サービス特典

一人ひとりにあった
行政サービス 多様な学びの機会 わかる・つながる安心感 インクルーシブな生活環境

スマートシティ推進により目指す世界観

サイバー空間上で、渋谷の文化、ファッション、エンタメ等を体験
でき、世界と渋谷がリアルタイムにつながりファンが増えていく。

世界中に渋谷体験を楽しさを共につくり
体感できる

気軽に
仲間とつながれて
力になれる

渋谷での生活が
いつも+αの価値に

「私」目線で
いつでも安心快適に
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渋谷区 産官学民連携によるサービス事例

高齢者デジタルデバイド解消事業

課題：

高齢者のデジタルデバイド(情報格差)の解消

実施内容：

∗ 2021年9月より、高齢者へのデジタル機器の無料貸与

(2年間)をはじめ、スマホ使用サポートの講習会や

コールセンターの設置、有志の区民からなるデジタ

ル活用支援員の育成等を実施。これにより、高齢者

のデジタルデバイドを解消し、健康増進及び安全安

心の確保、生活の質の向上を目指す。

∗ 大学と連携したデータの分析により、区の高齢者施

策や各種コンテンツの見直し・改善につなげていく。

遠隔協同子育て支援ロボット

未就学児向け発達巡回の実証実験

課題：

子どもの発達課題の早期発見による障壁の解消

実施内容：

∗ 2021年10月より実証実験を開始。ロボットの遠隔操

作にて、遠く離れた園児と発達あそびを行い、子ど

もの発達状況（得手・不得手や特徴）を日常的に観

測。蓄積データをもとに、子どもの発達に関する早

期発見や発達状況を評価し見合った支援をサポート。

∗ 保育園及び一般家庭による実証実験を経て、保育園

や幼稚園等の乳幼児向け施設や発達に不安がある一

般家庭向けへの発達支援へ展開予定。

公立保育園

おむつの負担軽減サービスを導入

課題：

保護者や保育園における紙おむつ管理負荷の軽減

実施内容：

∗ 保護者の紙おむつへの記名や持参の手間の解消、保

育園側の園児ごとに紙おむつを個別管理する業務負

荷の軽減を目指し、2021年11月から2か月間、区内

18の公立保育園全園を対象に、紙おむつやおしりふ

きを直接届ける民間サービスの実証実験を実施。

∗ 2022年1月より、東京23区の公立園で初の公立保育園

で同サービスの正式導入を開始。

民
学
官

産
民
学
官

産
民
学
官

産

インクルーシブな生活環境 多様な学びの機会 区民で良かった公共サービス特典
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スマートシティ推進で描く将来像１

スマートシティ推進における５つの取り組み２



スマートシティ推進における５つの取組み

行政デジタルチャネル

民間デジタルチャネル

アナログな場

etc．．．
ダッシュボード等データ可視化の仕組み データ連携や基準・ルール

都市経営※1を主導する自治体への変革
⇒ 戦略的な都市経営におけるビジョン提示・経営主体

渋谷区の目指す将来像の実現に向けて、５つの取組みを推進し、渋谷区の持つ多様性の力を高めていきます。

戦略的な都市経営体として多様なコミュ
ニケーションチャネルより地域ニーズを
把握。庁内でのデジタル技術やデータ
利活用推進と共に、率先し集約データを
可視化・共有し、都市リソースを巻込んだ
オープンなまちづくりの土台を整備。

多様な地域課題の対応に向けたファンド・実行主体を組成。公的資
金＋都市リソースを活かした共助型ビジネスモデル。

  社会のつながり機会の創出
⇒まちづくりへの参加を促進・シティプライドの向上

C

時代に合わせた制度・枠組みの設計 ⇒ 都市経営の実現・促進のための潤滑油E

A 社会価値創出の循環型モデルの実践
⇒ 多様な主体のちからを集結

D

デジタル技術とデータの共同活用推進
⇒ 地域データの連携促進

B

目に見える形・体感可能な形で、地域課題の解消・より良い生活サービスの提供を通じ、
「渋谷民」のまちづくりへの関心や共感を呼び起こし、より積極的な参画に繋げる。

渋谷区で住む・働く・学ぶ アイデアを出し合う 施策実施・サービス化
デ
ー
タ
活
用
を
含
む
5
つ
の
柱
の
取
組
み

※1 都市経営とは：情報、サービス、人、財源といった限られた地域資源を効率的、効果的に組み合わせて、地域の課題を解決し、持続可能なかたちで社会価値を創出していくこと。
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A.『都市経営を主導する自治体』への変革
都市経営を主導する自治体への変革に向け、行政DXへの積極投資により職員の生産性向上や人財育成、それらを通じた区民視点での質の高いサービスの提供を
推進していきます。

戦略的な都市経営におけるビジョン提示・経営主体

直観的に情報提供・共有

進化するデジタル技術とデータを活用し、
区民視点でより良いサービスの提供

業務と人財のスマート化による
渋谷区運営の効率化と部署間連携の強化

渋谷区＝『都市経営を主導する自治体』

渋谷民への価値創出

地域課題を解決 地域資源を活かす

区HP 区民・事業者
ポータル ・・・LINE シティ

ダッシュボード
スクール
ダッシュボード

各種
ダッシュボード

情報 サービス 人財 資金・財源

渋谷区

成熟した国際都市として魅力向上へ
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民間サービスの活用や分野横断で
伝わる、使えるサービス提供を追求

∗ 積極的なデジタル技術の活用と組織や分野の垣根を越えた

協力強化を推進していきます。

∗ 広く利用されている民間デジタルサービスを行政サービスへ積極的

に連携していくことで、多様な人々にとっての使いやすいサービス体

験を提供していきます。

一人ひとりに寄り添う
区民目線での行政サービス提供

∗ 時間や場所に関係なく、いつでもどこでも利用できる行政サービス
を増やしていきます。

∗ 一人ひとりの状況に適した行政サービスの提供やオンラインサポー
トを充実していきます。

∗ 人にやさしい技術を活用したデジタルデバイド解消を図って
いきます。

進化するデジタル技術とデータを活用し、区民視点でより良いサービスの提供
デジタル技術・データを活用し、区民目線の『使いやすさ』を重視した、時間や場所に縛られない質の高い行政サービスを提供

していきます。より良いものをより早く提供するために産官学民の連携を積極的に進め、民間サービスの活用などを通じた双方

向なコミュニケーション強化を図っていきます。

『都市経営を主導する自治体』への変革A
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業務と人財のスマート化による行政運営の効率化と部署間連携の強化
デジタル技術やデータ活用を土台に多様化するニーズを適切に把握し、組織横断的なDX推進体制のもとデータを用いたEBPM

の実践及びデジタル人財の育成を通じ庁内業務の効率化、高度化を図っていきます。

『都市経営を主導する自治体』への変革A

渋谷民の課題を
適切に把握するためのデータ活用

∗ 業務で蓄積されたデータに加え、産官学民との連

携協力体制を通じて生成・収集されたデータも積

極的に活用していきます。

∗ 区民ニーズや地域課題を的確に把握することで、

客観的エビデンス（根拠や証拠）を基にして、

政策の立案や実行を効果的・効率的に取り組ん

でまいります。

デジタル技術を活用した

組織業務の効率化、高度化推進

∗ デジタル技術やデータを活用し、定型事務の効

率化・簡素化による庁内リソースの確保を推進し

ます。また、業務の高度化を図り、付加価値の

高いサービスを提供していきます。

∗ きめ細かな職員対応が求められる区民コミュニ

ケーションや専門知識が要求される施策立案等

に職員の業務リソースを投下していきます。

自治体の変革を支える

デジタル人財の育成・確保

∗ デジタル技術やデータを活用し業務やサービスの

効率化・高度化を推進するデジタル人財の

育成・確保を推進します。

∗ スキルレベルのモデル設定をはじめ、多様な研修

機会の充実、民間企業との人事交流といった産

官学民の交流促進を進めていきます。
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渋谷区における行政DXの在り方（案）
データ基盤、組織設計・人財育成、ポートフォリオ整備を通して業務の効率化および高度化を実現していきます。
渋谷民に対しより質の高い最適化されたサービス・施策を提供し、行政運営を透明化した上で渋谷民と街を共創する
都市経営の体制を実現していきます。

LINE・自動回答

チャットボット
区HP・SNS

シティ
ダッシュボード

区民・事業者
ポータル

ワーク管理 レポーティング データ可視化
(BIツール)

データ分析

デジタル
地域通貨

利用者
タッチポイント

各種
ダッシュボード

組織・人財育成

ポートフォリオ

データ基盤

部門設計

収入増加 コスト削減

💰 税収

税外収入

人財育成 外部人財
A

P
I

渋谷民

業務効率化・BPR

業務高度化

定型業務の自動化による
事務コストの削減

住民課

エビデンスに
基づく政策立案

EBPM

単純作業の
アウト

ソーシング

産官学民
連携推進

XXX課 XXX課

AI・RPA

窓口系業務 内部・企画系業務

区民 事業者 他地域利用者等

スマートサービス化 行政の透明化 オープンな渋谷共創機会

💰
納税

問合せ・相談

機械学習

申請・手続き 各種連絡・研修 企画・立案

データ・技術の活用

業務組織・人財設計

ポートフォリオ

渋谷民への『より便利』で『高付加価値な行政サービス』提供

渋谷民をより広く巻込んだ『オープンなまちづくり環境』

目指す『行政DXの視点』

•スマートサービス化による利便性向上
利用者の使いやすさを主軸に、時間や場所に縛られないセルフ型オンラインサー
ビスを提供(相談・申請・手続き等) 。サービスの継続利用によりサービス内容が
パーソナライズされ、個人に最適化された行政サービスの提供を実現。

•行政業務の透明化による信頼関係強化
財政の使用状況、政策KPI等、データを可視化・分析し情報公開(オープン
データ)を行うことで、説明責任を全うするのみならず、渋谷民と双方向コミュニ
ケーションの土台を形成。

•アセットの共有による共創機会・都市経営の促進
区保有情報の積極的公開をはじめ、外部人財・リソースを活用しやすい各種プ
ラットフォーム制度推進により、産官学民コラボ・都市経営の活性化を促進。

①データ基盤の構築
庁内・外データの可視化・活

用の基盤づくり

1. 庁外利用者タッチポイント
2. 庁内外ダッシュボード
3. デジタルコミュニケーションプラッ

トフォーム

③財源・ポートフォリ

1. 投資対効果を重視した予算
検討

2. 政策KPI可視化
3. 地域全体のキャッシュ

フロー増の促進

②組織設計・人財確保

1. 旗振り部門の組成
2. 採用・昇進等、必要ルール・

制度の策定
3. 内部人財の育成・発掘
4. 外部人財の活用

(採用・委託・パートナーシップ)

A. 業務効率化
BPRや先進技術(RPA・AI等)の活用
を通じた必要業務の特定、単純・定型
業務の自動化による
「庁内リソースの確保」。

B. 業務高度化
EBPM、組織・人財像の見直し等を通
じ、個々の職員生産性向上や外部リ
ソース活用による
「業務の質を高め、幅を広げる」。

都市経営に必要な
業務遂行・企画推進するリソースの確保

③ポートフォリオ②業務組織・人財設計①データ・技術の活用

・・

業務システム 等

渋谷区行政DXの全体像（案）
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参考 行政DXの将来像 ①データ基盤・システムの考え方

• デジタル技術の進化を背景に、ユーザのニーズや最新技術を迅速に取り込んでいくべきシステムと、安定・確実に運用をしていくべき
システムとで、各自の目的や役割に応じた開発サイクルや手法を適用することが重要です。

• 自治体のシステムを、①区民との接点となる利用者接点サービス層、②データ連携処理や業務管理・分析を行うビジネスプロセス処理層、
③主要業務やサービス基盤となるデータ層の3階層に機能分解し、それぞれ最適なシステム化計画を推進することが重要です。

現在（一般的な行政システム）

階層化のメリット （利用者接点サービス層を、既存業務システムと分離）

• 区民等の利用者の意見を得ながら継続改善、最新技術活用等の試験的な取り組みにも迅速に対応可能

• 庁内システムの更改や事務処理にかかる変更等が、区民との接点(利用者接点サービス層)への影響を与えない

電子
申請

個別
ｼｽﾃﾑ

行政
ホームページ

手作業

図書館
情報
ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｼｽﾃﾑ

主
業
務
シ
ス
テ
ム

個
別
シ
ス
テ
ム

主業務
ｼｽﾃﾑ

個
別
シ
ス
テ
ム

手作業

Web
入力

申請管理

手作業

主
業
務
シ
ス
テ
ム

個
別
シ
ス
テ
ム

CMS
データ

データ

データ
データ

データ

データ

区民・利用者 区民・利用者

ビジネスプロセス層

ワーク
フロー

AI
レポー
ティング

API
マネージメント

データ層

・・・

ワンストップ
（一元的な）
コミュニケーション

利用者接点サービス層

バーチャル・
アシスタント
(AIチャット)

電話相談
(AI)

ホームページ
・ソーシャル

メディア

モバイル
アプリ

ビッグ
データ

主要業務
• デジタル前提での
業務改革・BPR

• データの活用
• AIやRPAと人間の融合

デジタルサービス
• 短期間の反復開発
• 効果創出重視
• アジャイル（反復）型
• サービスデザイン*等

のユーザ視点での開発

高
い

頻
度

低
い

スピード型開発区民との直接的な接点

業務改革・BPR

データの活用

業務
データ

オープン
データ

セキュア
データ

住基
データ

行政DXで目指すべき姿

既存システム
の役割を再定義
3層に分離

*サービスデザイン：ユーザーや顧客のニーズにより適したサービスをデザインすること



45

参考 行政DXの将来像 ②業務組織設計・人財確保の考え方

テクノロジーの成果を最大化するためには、より専門的な業務領域への職員配置とスキル強化を加速させていくことが
重要です。

専門業務

専門業務

定型業務

高付加価値
業務

定型業務

現在 今後

• 区民の課題解決に直接寄与する業務
• 専門知識をベースにした意思決定や、

区民とのコミュニケーション等の高度なスキルを要する
• 職員の配置を強化しつつ、ビッグデータ・人工知能活

用により高度な業務遂行をサポート

• 申請の受付処理、書面送付等の定型的で事務量
の大きい業務

• デジタル技術活用による自動化や拠点集約・外部
委託化

• ビッグデータ・人工知能によるイノベーション創出に必
要な新しいコア業務

• データ分析・モデル構築のための統計知識が必要
• 必要なスキル・人財を新たに育成(外部利用も一案)



B.デジタル技術とデータの共同活用推進
デジタル技術やデータを活用した産官学民での価値創出に向け、区の現状や対策すべき課題に対する共通理解を深め、課題解決に資するサービス創出につな
げるデータ基盤環境整備を進めます。

地域データの連携促進

渋谷民への価値創出

事業者A

庁内横断でデータを収集・管理
（一部外部データ含め）

シティダッシュボード等による
データ共有の仕組み

データ連携促進の
基準・ルール作り

渋谷区 地域全体

区保有の
データ

事業者
データ

事業者B

事業者
データ

XX機関

研究
データ

外部保有データシティデータ共有・連携＆利活用促進渋谷区

官・民の共創/民・民の共創など
複層的な輪を拡大

協力パートナーの
共感・協力を広く募り・コラボ

率先した
行政保有データの可視化・公開

オープンに分り易く
地域現状・課題を開示・共有

1 2

子育て・教育・
生涯学習 福祉 健康

スポーツ
空間と

コミュニティの
デザイン

文化・
エンタテイメント 産業振興

防災・安全・
環境・

エネルギー

行政保有データの可視化・公開

活用・コラボ促進

各種サービスの創出

地域でデータの共有・利活用へ

4 3
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デジタル技術とデータの共同活用推進B データ共有・連携促進のための仕組みづくり
積極的なデータの公開に加え、データ活用のための制度やルールなどにより公益性の高いデータの収集・連携を産官学民で推進し、

データに基づく地域課題の解決やサービス創出を進めていきます。

人と街をデータで捉え・共有し

産官学民の共創による課題解決

＊ 区保有や外部データを活用し、区の現状や課題

を直感的に理解可能な形式で積極的に公開・

共有していきます。

＊ 渋谷民の区政への関心や理解を深め、共創する

土壌を形成していきます。

「まちづくりの DX(UDX) 」推進

∗ 建物やインフラ情報のデータ化・収集や３D都市

モデルにおける可視化・シュミレーション等を活用

し、都市課題を分野横断で分析し、柔軟かつ機

敏に対応できるまちづくりを進めます。

∗ ３D都市モデル等で可視化された街の現状や将

来パターンを共有し、生活者目線で多様な主体

の知恵や思いを取り入れながら、参加型の

スマートなまちづくりを進めてきます。

産官学民データ連携基盤

の整備、サービス創出促進

∗ 産官学民によるデータ連携基盤（都市OS）の

整備を推進し、渋谷区の実情に合わせ、デジタ

ルの効果を実感できる分野から、産官学民が連

携したサービスの創出を推進していきます。

データ連携基盤
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スマートシティ推進の土台となる「データ連携基盤(都市OS)」については、区が物理的な基盤を1つ保有するのではな
く、必須機能や要件ベースで行政＆民間で対象機能を整備していきます。また、都市OS整備・連携促進を含め、地域
全体の価値創出を俯瞰的に検討する運営体制も整備していきます。

データ連携基盤（都市OS）

地域のデータ連携基盤として、各種情報・サービスの連携を促進し、渋谷
民への価値創出及びデータの共通資産化を図る。
なお、物理的なデータ基盤を１つ保持するのではなく、
必須機能ベースで行政・民間で対象機能を整備・連携していく。

（A）機能要件
①ID認証
ソーシャルログイン*やマイナンバカード認証など、既存のID認証の仕組みを活用
②データ連携基盤
政府等で示す機能要件に沿って、公益プラットフォームとして民間主導による整
備を想定。データ連携機能他、オプトイン管理やデータ分析機能、生体認証な
ど共通機能を備えたもの

（B）データ・アセット
行政・民間の統計情報・センサー情報等、静的・動的データ

（C）外部連携API
データ連携基盤と外部の各種サービス・システムを結ぶ。APIはオープンに公
開し、連携における標準化を推進

*ソーシャルログイン：SNSを含むwebサービスのアカウントを利用してWebサービスにログインする仕組み

マネジメント推進組織（都市MS）

• 地域全体のスマートシティ推進の全体を統括、管理する機能
• 立上げ期は区が主導し、展開期は産官学民連携の推進体、または

認定民間コンソーシアム等が、運営の実務業務を担う

データ連携基盤（都市OS）

都市マネジメント組織（都市MS）

* API：アプリケーションプログラミングインターフェイスの略。プログラムの機能をその他のプログラムでも利用できるようにするための規約
* XR：現実世界には存在しないものや情報を、表現・体験できる技術の総称
* MaaS：バスや電車、タクシー、飛行機など多様な交通手段による移動を一つのサービスに統合し、ルート検索から支払いまでをシームレスにつなぐ概念
* オプトイン：利用者が自分の意志でデータを提供すること。一般的には、利用者に対して、加入や参加、許諾、承認などの許可を事前に求め、利用者が
許可する意思を示すこと。

渋谷区におけるデータ連携基盤（都市OS）の在り方（案）

渋谷区におけるデータ連携基盤全体像（案）
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多様なサービスや事業者が参画する渋谷区では、地域全体で物理的なデータ連携基盤を１つ持つのではなく、データ連携
を実現していく上で必要な機能ベースで産官学民でシステム整備・連携を志向する「MIXモデル」を目指していきます。

行政の関与度

メリット

留意点

民間主導モデル
（民間独自で都市OS管理・運営する場合）

行政データ提供のみ

• 行政データ提供のみ(ベース・レジストリ*)
※リターンとして民間データの受領・開示権限

• 事業者による比較的素早い事業推進を期待可能

• 区の投資負担の軽減

• 公的・社会利益創出の目線の欠如

• 競合企業不参加によるサービスの広がりの欠如

都市OS（B社）都市OS（A社）

サービスA

地域協議会モデル
（地域一体で都市OSを整備・運営する場合）

行政データ提供＆共有サービス提供の主体

• 共通ID

• 共通サービス(ダッシュボード等)＋個別サービス

• 行政データ提供 (ベース・レジストリ*)

• 行政も都市OSの機能開発に出資・参画し、地域の共
通資産として基盤整備に対するリソース投下が可能

• 運営体制、行政側の技術者リソースが不足

• 都市OSの継続開発・運用におけるコスト負担

MIXモデル
（共通IDなど一部行政が管理）

行政データ提供＆一部サービス提供の主体

• 共通ID・連携ルール ※公益性の担保

• 公共性の高いサービスの提供（ダッシュボード等）

• 行政データ提供 (ベース・レジストリ*)

• 都市OS運営の民間企業と行政の役割分担、
連携方法

区のデータ基盤
公的視点での全体統括・共通ID

区・外部システム 区・外部システム

サービスB サービスCサービスA サービスB サービスC

都市OS（A社） 都市OS（B社）

都市OS

サービスA

区・外部システム

サービスB サービスC

区民・ユーザ等によるオプトイン

都市OS

(他地域)

• 産官学民主導の素早いサービス連携

• 共有資産として渋谷区データを地域で共有

全体統括・共通ID

共通サービス、個別サービス
連携ルール

地域
都市OS

渋谷区におけるデータ連携基盤（都市OS）の保有スキーム（案）

*ベース・レジストリ：公的機関等で登録・公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データ

区民・ユーザ等によるオプトイン 区民・ユーザ等によるオプトイン



C.社会のつながり機会の創出
個々人が『自分らしいカタチ』で地域に参加・貢献する機会の創出に向け、デジタル技術やデータを活用し、これまで以上に多様な個人や組織がまちに関わり、参加
できる仕組みづくりを推進します。

地域社会への参加を促進、シティプライドの向上　

社会のつながり機会の創出

自然と参加 
Goodなサービスの利用を通じた参加・貢献

ちょこっと！参加
意見投稿・議論・ビジネス提案

電子投票デジタル地域通貨

官民連携オープンイノベーション

オンラインイベント ・・・

区民意識調等各種アンケート

オープンイノベーションラボ

・・・

協議会・コンソーシアムガッツリ参加
事業化・サービス提供 渋谷未来デザイン

重
層
的
な
つ
な
が
り
・
共
創
の
場

サービス例

地域課題
可視化

幅広い関わり方を可能にする
「体験の場」を多様に形成

区主導

地域課題の解消・サービスの提供

産官学民の共創
社会価値創出の循環型モデル渋谷区

豊かな暮らしを共創するつながりへ
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個人や組織を媒介し
つながりからイノベーションを創出する場作 り

＊ 公共施設や公園といった公共空間やシンボリックな商業施設のス

ペース等を民間協業のもと活用し、リアルとオンラインの両方でつ

ながる機会、共創できる場の拡充や質の向上を進めていきます。

＊ 起業家・事業者・研修者・投資家・ユーザー等が集まり育つイン

キュベーション*機能の充実や、社会価値創出のアイデアの創発や

実装が進む仕組みや場づくり（オープンイノベーションラボ）を進

めていきます。

多様な人が自然に関わることができる
「自然と参加」機会の拡充

＊ 日々の買い物や地域の行事へ参加した際のポイントが付与される

『デジタル地域通貨』などの導入を通じて地域コミュニティの形成促

進に寄与していきます。

＊ ソーシャルイノベーションウィーク渋谷などのイベントや各種コミュニティ

を活用し、オンライン・オフラインに左右されない気軽な地域情報収

集、自らの意見やアイデア発信が可能な多様な地域との関わり合

いの機会を提供していきます。

幅広い関わり方を可能にする「体験の場」を多様に形成
デジタル技術とデータを活用した多様な主体の参加意欲を促す仕組み・機会を増やし、つながりとシティプライド向上を図って

いきます。

社会のつながり機会の創出C

*インキュベーション：事業の創出や創業を支援するために、経営技術・金銭・人材などのサービスを提供する活動のこと



アイディア・意見

人的ネットワーク 

ファン・応援

資金

渋谷区

D.社会価値創出の循環型モデルの実践 
持続的な共創型のスマート化推進に向け、多様な主体のリソースを活用し価値を創出・循環させていくための、運営母体の組成や仕組みづくりを推進します。

多様な主体のちからを集結

産官学民の共創
地域課題
可視化

区主導

社会価値創出の循環モデル

スマート化推進に向けた
地域投資モデルの検討

運営・実行母体の
在り方検討・組成

資金・ファンドの形成1 課題精緻化・サービス案検討2 事業化・サービス提供3
公的リソースを活用した
行政サービスの提供

多様な形態での参加 社会への価値創出

より良い行政サービス
共創の土壌・環境整備 雇用

「革新的な」
技術・サービス アート・エンタメ

まち空間 都市インフラ

渋谷区

持続可能な社会価値創出へ
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スマートシティ推進のための
「全体運営」・「実行組織」の組成

＊ 地域一体となった効果的なスマートシティ推進を担う牽引役組織を、

既存の地域コミュニティや関係者を巻込み組成していくとともに、

実際のサービス検討や課題解決を先導する実行体制を整備してい

きます。

＊ 渋谷区に集積する多様な特性を持ったスタートアップ企業や地域事

業者との連携等をより促進し、社会課題の解決が期待される公益

性の高い事業サービスの積極的な実施、展開を進めていきます。

産官学民連携×成果連動型の
ファンドスキームの検討

＊ 行政単独では対処困難な地域課題の解決や渋谷区の目指

す将来像の実現に向け、産官学民が連携して社会課題の解決

や価値創出を図るための新たなファンドスキームを検討・実践して

いきます。

＊ スタートアップ・エコシステム*の形成事業やまちづくりのための

基金等の既存の仕組みについても、スマート化への活用の検討を

進めていきます。

スマート化推進に向けた地域投資モデルの検討、実行組織の組成
産官学民で地域に社会価値を還元していく循環型モデルの実現を目指し、自走型で持続可能なかたちでスマート化を推進する実行コ

ミュニティの組成、仕組みづくりを推進していきます。

社会価値創出の循環型モデルの実践D

*スタートアップ・エコシステム：創業してから間もない革新性のある企業（スタートアップ）を成長させ事業を加速する仕組み。
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産官学民を巻き込んだ「循環型投資モデル」として、地域課題の抜本的な解決に加え、先進イノベーション・サービス
の創出を通じ渋谷区全域への継続的な投資を呼込むと共に経済活動の活発化を図り、経済地域・関係者への継続的な社
会価値創出を目指していきます。

産官学民を巻き込んだ「社会価値創出の循環型モデル」（案）
区民・事業者向けモデル（市民金融× SIB型）

事業者向けモデル・・・より先端性・影響力のあるイノベーション創出

① 行政と共に出資する「出資者」(主に金融機関。個人も含む)を募り、運営組織
となる産官学民連携協議会（仮：スマートシティ推進協議会）が取りまとめる

② 事業テーマごとに、実行組織を設け、それによるサービスの検討や運営を担う
（関係事業会社またはサービスとの事業連携、出資、あるいは買収）

③ 第三者機関（大学など）による各実行組織の進捗確認・評価を実施し、
運営組織へ定期的に報告

④ 事業成果などに応じて、出資者へ配当やリターンを分配

区民向けモデル・・・個人の意志やちからを、直接地域に還元する投資

① ダッシュボード等を活用し、区民目線での意見やアイデアを広く収集すると共に、
区の現状や既存課題を分野テーマごとに可視化、共有

② 融資やクラウドファンディング形式等で個人を中心とした支援を促す
（緊急度と資金額に応じ、報酬・リターンも明示）

③ 事業ごとに、共同で取り組む事業者を募る（ノウハウ・技術シェア）

④ 第三者機関により、各事業者の進捗確認、及び運営組織への報告を実施

⑤ ダッシュボード等に事業進捗を公開し、成果に応じて出資者へリターンを分配

サービス概要

• 地域ポータル・SNS、区民意識調査等を通じて渋谷民の要望・ニーズ
を収集・分析

• 公益性・新規性等の観点より、特に地域への還元メリットの高いテーマ
を、産官学民連携の第三者の「運営組織」で選定

• 行政・事業者同士が連携したテーマごとに「実行組織」を組成し、事業
サービスの企画・実行を担う

• 行政と共に出資する「出資者」(個人・法人)を募り、委託する「実行組
織」のサービス結果に応じて多様な形態で価値還元

サービス概要（イメージ）

渋谷民 区民 事業者 他地域利用者等

継続的な投資呼込み、新規サービス・イノベーションの促進
➡地域生活の向上・経済活性化・ “渋谷民”への価値還元

渋谷区が目指す「社会価値創出の循環型モデル」の在り方（案）
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参考 スマートシティにおける都市運営の類型

政府が定めるスマートシティリファレンスアーキテクチャでは、スマートシティの推進体制として大きく以下の3パター
ンが提示されています。渋谷区においては、多様なステークホルダーの参画による地域が一丸となってスマートシティ
を推進する「地域協議会主導モデル」を志向していきます。

特
徴

デ
ー
タ
取
扱

地域協議会主導モデル 民間主導モデル

市民参加と産官学民携が特徴であり、行政
が主導しつつスマートシティを推進するだけでは
なく、地域企業や大学など産官学民が一体と
なった協議によって事業を進める。

都市OSを協議会で運営し、市民から
オプトインで各種データが委ねられる。
市民データは参加企業に対して原則オープン
であり、産官学民連携でサービスが立ち上がる。

自治体主導モデル

都市OSは自治体自らが運用し、市民から
各種データが委ねられる。
市民データの活用の際には、都度個人情報
保護審査会での審議が必要と想定される。

都市OSは民間企業が運用し、市民のデータ
は民間企業が保有する。
市民データの活用に対する障壁は下がる一方
で、市民への徹底的な説明が必須。

自治体が国からの補助金を基に、自らスマー
トシティ化を推進。複数自治体が連携するモ
デルも想定される。

民間企業が自らの予算や、国・自治体の補
助金を基に推進。
ステークホルダーが少なくスピード感を持った推
進が可能。

国

自
治
体

地
域

企
業

サ
ー
ビ
ス

提
供
者

受
益
者

地
域
協
議
会

都
市
Ｏ
Ｓ*

都市OS
利用権

補助金

サービス

￥ ￥

￥

￥
利用料

￥

利用料

負担金

負担金

国

サ
ー
ビ
ス

提
供
者

受
益
者

都市OS*

補助金

サービス

￥
利用料

￥

￥
補助金

都市OS
利用権 自

治
体

国

サ
ー
ビ
ス

提
供
者

受
益
者 民

間

ま
ち
づ
く
り

会
社

都市OS*

サービス

￥
利用料

都市OS
利用権

￥
利用料

補助金
￥

￥
暮らし提供料

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

運用資金源
＜現在＞：民間企業の出資
＜将来＞：より多くのパートナー企業の出資

運用資金源
＜現在＞：官からの補助金が中心（地方創生交付金等）
＜将来＞：都市OS・サービス利用者から徴収

出典：アクセンチュア株式会社にて作成
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Shibuyaデータ基盤

立上げ期においては、既存コミュニティや各エリアのコンソーシアム等スマートシティを推進する諸組織とは緩やかに連携し、
渋谷区全体の都市OS・運営等の主機能は、区主導のスマートシティ推進準備会(仮)が担うことで区全体への浸透を図ります。
展開期では各種機能の外部組織の委託等を行い、関係組織間の密な連携による産官学民一体のスマートシティ推進を目指します。

①立上げ期（～2024.3） ②展開期（2024.春～）

• スマートシティ推進準備会(仮)を、区主導で立上げ
• 区全域のスマートシティ推進全体統括管理機能として、全
体方向性・地域課題の明確化、マーケティング・PRに加
え、都市OSの一部コア機能の検討・整備、横連携に必
要な共通ルールの検討・整備を推進

• 準備会を『運営法人』へと昇華させ、区が認定した団体・主
体による一部の都市運営の実業務を移管・実施
(関係主体の巻込み調整、具体的なサービス開発・PR等)

• 並行して域内の他都市OSを共通ルールのもと、連携強化

渋谷区における都市運営組織の体制機能（案）

渋谷区スマートシティ推進準備会（仮）
（※区主導での全体統括、意思決定機関）

渋谷区スマートシティ運営法人（仮）
(各種施策の企画・実推進、全体の管理業務)

都市OS
一部必須機能

XXXエリア
コンソーシアム

XXX
地域協議会

XXX
コンソーシアム渋谷区

実行主体

主要エリア団体、コンソーシアム 等

都市運営組織に必要な機能群

都
市O

S

機
能

都
市
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
能

1. スマートシティ全体統括・方針策定
全体統括役。スマートシティ全体方針の策定＆進捗管理

2. 組織運営・管理
ステークホルダーの監理＆推進主体組織の構築・運営

3. ルール策定・管理
全体方針実現に向けて必要ルールやガイドラインの策定・管理

4. ビジネス開発・運営（財務管理）
域内課題・テーマ毎のあるべきサービスをデザイン・開発管理
都市経営を実現するポートフォリオの構築・管理

5. マーケティング・周知広報
渋谷民、他地域や他国への広報および情報連携の窓口機能

XXXエリア
コンソーシアム

XXX
地域協議会

XXX
コンソーシアム渋谷区

都市マネジメント機能(1~5) 都市OS機能(6~8)

公益性担保、データ連携促進の観点から、都
市OSに必要な一部必須機能を先行検討・整
備。また必要ルールを制定

実行主体

都市OS
一部必須機能

区認定

都市OS

都市OS

区認定

都市マネジメント機能(1~5) 都市OS機能(6~8)

1,２,3 ２,4,5 6~8

6~8

管理運営

実行主体へ昇華

1,２,3

6~8

先行着手

渋谷区におけるスマートシティ推進体制 （想定体制・機能分担案）

6. 都市OS管理・運用
データ基盤・システムの構築・運営。民間サービスおよび他地
域システムとのAPI接続

7. アセット及びデータ管理・運用
住民・行政・サービス提供者からのデータ取得・保管・管理
収集データの分析およびサービスへの活用・展開

8. セキュリィティ
データ基盤・システム全体のセキュリティの担保
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参考

推進のポイント

スマートシティ推進組織のあり方

全体方向性提示やルール整備等を行う「企画・運営委員会」をはじめ、出資者の獲得や利用者増等を狙う「広報組織」、
各取り組み分野の検討・実推進を担う「個別WG」、及びデータ管理運用を担う組織を設けることが必要になります。

産官学民の連携

スマートシティ推進協議会 ・ 総会

事務局

全体戦略の策定、規制緩和、整備計画、データPF等の検討を中心に推進
【想定必要メンバー】
• アーキテクト

・・・スマートシティ推進機関の首長的存在。民間から起用も可。（例：副市長、関係事業者等）
• 行政担当者

・・・アーキテクトと連携しスマートシティ推進にコミット（例：スマートシティ推進課）
※規制緩和のために議会の承認調整等が可能な『企画リードレベル』の方が望ましい

• 各WGリード
・・・全体戦略と足並みを揃えた個別分野取り組み推進（民間事業者 等）

データ管理運用マーケティング・広報 WG幹事会

交
通

Q
o
L

エ
ネ
ル
ギ
ー

防
災

X
X
X

X
X
X

1. SC全体統括・戦略策定
2. 組織運営・管理
3. ルール策定・管理

企画・運営委員会 協議会会員

有識者・アドバイザー

外部評価委員会

住民・観光客や事業者に加え、国
や他地域への広報を行うとともに、
情報連携の為の窓口機能

SC全体事業推進に必要な都市OS
を含むデジタルシステムを開発運営、
API連携、アセット管理や全体セキュ
リティ担保を担う

４．マーケティング・周知広報

6. 都市OS運営・管理
7. アセット及びデータ管理・運用
8. セキュリティ５．ビジネス開発・運営

民

官

産 学

企画運営委員会
都市OSの運営及びスマートシティを
推進主体として産官学民を巻込み。

WG幹事会
民間企業との共同出資運営組織
への展開を見据え、単なる協議の
場ではなく、実際の施策実証・実施
につながるコミットメントの高いメン
バーの巻込み。

データ管理運用
地域の共通資産として、民間事業
者等を巻込んだ必要機能の整備・
管理の実施。

都市OS機能

都市マネジメント機能凡例：
前頁参考



E.時代に合った制度・枠組みの設計
社会変化を的確にとらえ、これからの社会に必要な価値創出の取組を加速させるために、既存制度や慣習の見直しと、時代に即した新たな制度設計にチャレンジ
していきます。

都市経営の実現・促進するための潤滑油

ガイドラインや指針、
慣習の見直しとアップデート

より良いまちづくりに関する要望・提案

渋谷区 地域全体

1
2

サービスの
改善・創出

イノベーション
の創出

まち全体の
価値・魅力UP

時代にあった制度・枠組み

必要な制度・指針の見直し
関係機関への働きかけ

より良い都市経営の実現を目指し
時代に合わせて柔軟に
チャレンジし続ける

渋谷区
事業者等

ゴールの共有・
関係機関への働きかけ3

制度・ルール

都・国

柔軟さと機動性を備えた組織へ
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多様な関係者の活躍を促す
制度・仕組みの積極的な整備

＊ スタートアップ企業やNPO団体など多様な関係者が区に参画で

きるように調達資格要件の見直しや参入障壁の緩和などを進め

ていきます。

＊ 時代の変化やニーズへの迅速な対応のために、従来型の調達

方式の枠に捉われることなく、事業特性に応じPFI/PPPやSIB

等、新たな公共サービスの取り組みを増やしていきます。

地域でデータを「共有資産」
としていくための取り組み推進

＊ 各施策分野においてデータを収集・活用していくためのルール

作りや調達時の仕様などの見直しを進めていきます。

＊ 都市開発における様々な手法と連携し、産官学民の多様

な都市データを収集・共有しやすい仕組みを作っていきます。

必要な制度・指針の見直し、関係機関への働きかけ
データを地域の共有資産としていくための取り組みや、多様な民間活力を得て公共サービスをよりよいものにしていくための取り

組みを進めていきます。

時代に合った制度・枠組みの設計E
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渋谷区 スマートシティ推進ロードマップ（案）
スマートシティ推進は渋谷区の未来像の実現に向けた共通的な取り組みであり渋谷民を巻き込みつつ、産官学民と連携し
て推進していきます。

E 時代に合わせた
制度・枠組みの設計

D 社会価値創出の
循環型モデルの実践

C 社会のつながり
機会の創出

B デジタル技術と
データの共同活用推進

A 都市経営を主導する
自治体への変革

産官学民の連携による推進

各政策分野、サービス施策
小さく始めて大きく育てる（実証⇒社会実装を繰り返す）

デジタル地域通貨 オープンイノベーションラボ

産官学民推進体制整備
ファンドスキーム設計

リアルとバーチャルの垣根を
超えたつながり・地域体験

ファンドスキーム構築・運営

都市計画のスマート化対応
データ利活用計画

都市データ活用のための
制度の検討

スマートシティ推進のための
条例等改正等

ダッシュボード基盤の整備
都市OSの設計(仕組み・運営モデル)

産官学民共創による都市OSの整備
3D都市モデル推進

産官学民による
サービス創出

デジタルコミュニケーションプラットフォーム整備
全庁横断デジタルサービス部の創設

データ活用・EBPM推進

各行政サービスの
パーソナライズ化推進

都市間連携推進
（他都市・地域とのサービス連携）
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参考事例

実施エリア タイトル 目的 概要事例項目

渋谷での生活が
いつも+αの価値に

エストニア
個人が柔軟に利用できる

スマート行政サービス
ITを使った行政サービス・機能

の効率化
一人ひとりに電子IDを割り振ることで、99％の行政サー

ビスをデジタル化。オンライン上での完結が可能

千葉
電子地域通貨を活用した地域

経済活性化の取り組み

電子地域通貨を活用した地域
経済の活性化とコミュニティの活

性化

社会貢献活動等を通して得られたポイント等を、行政手
続きや、加盟店での商品の購入・サービスの支払いに活

用できる取り組み

気軽に仲間と
つながれて力になれる

アムステルダム
アリーナを拠点とした官民共創・

新規事業創出
事業者とコラボした実証実験の

環境提供
スタジアム参画の起業家・事業者がコラボし価値創出

日本
地域リソースを活用した

課題解消とコミュニティ醸成
遊休資産を活用した

個人・地域課題の解消

スキルシェアプラットフォームを活用し、産官学民を巻込ん
だ新たな地域ネットワークの構築に取り組みながら、地域

に根ざしたご近所コミュニケーションの再構築を促進

『私』目線で、
いつでも安心快適に

東京
帰宅困難者向けの避難先情

報等をリアルタイムに提供
位置情報等を利用したスムーズ
かつ円滑な避難先等の提示

GPS情報等を活用し、帰宅困難者に対してリアルタイム
に情報を発信するオペレーションシステムを構築

ニューヨーク
気軽に情報収集に活用できる
ワイヤレス接続スポットの設置

情報端末を活用した利用者の
データ分析

キオスク端末にWi-Fi・センサー等が含まれており、利用
者等のデータを分析し、地域の課題解決に活用

楽しさを共につくり
体感できる

ヘルシンキ
人数・場所等の制限なく
参加できるオンラインライブ

バーチャル空間ライブ
による利用参加促進

芸能人が仮想空間上でライブを実施。70万人が参加

日本
バーチャル空間を活用した
コラボレーション機会の創出

バーチャル空間を利用し、リアル
のような体験提供を目指す

VRビジネス施設を活用し、リモートでもリアルのような体
験を可能とすることで、コラボレーションやイノベーション機

会の創出を支援

＃

３

４

６

５

１

２

７

８
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事例項目

A.都市経営を主導する
自治体への変革

B.デジタル技術とデータ
の共同活用推進

C.社会のつながり機会の創出

D.社会価値創出の
循環型モデルの実践

市民ファンドによる
グリーンなまちづくり

市民個人の力を集約した
再生エネルギー普及促進

自然エネルギー活用機器の開発・設置に個人出資を募
り、ユーザの機器使用料収益の一部を出資者へ還元

飯田

実施エリア・企業

リスボン

バルセロナ

ヘルシンキ

PLATEAU
（日本）

杭州

The ALFRED 
Project（EU）

会津若松

テーマ

行政チャネルの強化

市民参加型の意思決定による
QoLの向上と行政の効率化

地域データのオープン化

行政データの基盤の整備

SNSを活用した気軽な
地域社会への参加

高齢者における社会参画機会
の創出

オフィス整備に向けた
官民の連携

目的

市民のQoL改善
都市の安全性の強化

住民満足度の高い行政
サービスの提供と業務の効率化

オープンデータの共有
データ活用の促進

3D都市モデル整備・活用・
オープンデータ化

市民意見を収集・集約し、
行政サービスへ反映

高齢者の日常生活における
課題の解決

ICT関連産業・企業の集積

概要

まちデータを収集・管理するシステムを導入し、AI・IoT
技術の活用によって、新たな行政活動を開発し展開

市民が自由に提案・議論できるオンライン上のプラット
フォームを提供し、課題・ニーズの発見・提案から行政施

策の反映までを迅速的かつ効率的に実施

公開データを活用可能にするAPIを提供し、スタートアッ
プや事業者が積極的にサービスやイノベーションを創出で

きる仕組みを展開

3D都市モデルを整備し、都市活動のプラットフォームデー
タや、オープンデータとしての自由な活用を目指す

街中に設置したカメラ・センサー等から得られたデータや
市民のSNSの口コミ等を活用して、行政サービスの改善

に役立てる

ALFRED（スマホアプリアプリ）を通した高齢者への支
援サポートと社会参画機会の提供

会津若松市と企業が連携して資金を出し、ICTの拠点
オフィスとして整備。IT企業等の誘致・交流を図る

＃

10

９

11

12

13

14

ワシントン

神戸

民間からの資金調達によるイン
フラ整備と公衆衛生の改善

市民の健康寿命延伸に向けた
民間からの資金調達

自然環境を利用した
自然に雨水を吸水できるグリーン

インフラの構築

腎症の重症化予防と
それによる医療費の削減

自然環境を利用した自然に雨水を吸水できるグリーン
インフラの構築を目指した、銀行等から資金を調達

民間等からの資金調達スキームを活用し、
該当者への保健指導プログラムを実施

17

18

15

16

E.時代に合わせた
制度・仕組みの設計

デンマーク

加古川

既存ルールアップデート
への働きかけ

新たなルール作り
への働きかけ

市民・企業・行政職員にとって
負担となる規制・ルールの改善

技術活用による
行方不明者数の減少

行政手続きや行政業務のデジタル対応を義務化する
ルールを設定し、全業務プロセスをオンライン上で簡素化

市内のカメラ設置に向け、市民を制度制定に巻き込み、
有識者と個人情報保護について合意を形成

19

20
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【参考事例】『私』目線でいつでも安心快適に

帰宅困難者向けの避難先情報等をリアルタイムに提供 （東京）

GPS情報や、都内滞在者の人流データ、一時滞在施設の開設・運営状況等の
情報を活用し、帰宅困難者に対してリアルタイムに情報を発信するオペレーションシ
ステムを構築。API連携によるアプリケーション等を活用して、首都直下型地震で
想定される約517万人の帰宅困難者や事業者に対してリアルタイムに情報を発信
する。

これまでの取り組み
• 人流や一時滞在施設等の情報を統合し地図上に可視化した全体作戦図（COP：右

図）機能の開発に着手。都内の混雑状況や災害発生状況の把握など一部機能を実装
（2022年度）

• アジャイルでAPI連携による情報発信機能を追加するなど、オペレーションを高度化
（2023年度以降）

個人の位置情報や、周辺施設の開設・収容状況等の情報を基に、非常時におけ
る最適な避難先・避難ルートを提示することで、帰宅困難者の避難が課題となる
都市部においても、安全かつ円滑な避難先・方法を提示することが可能。

‐Lesson and Learn‐

全体作戦図（COP）イメージ

出典：「シン・トセイ」（東京都構造改革推進チーム事務局）（ https://shintosei.metro.tokyo.lg.jp/leading-project/leading-project-39/ ）、
「帰宅困難者対策オペレーションシステムの構築 プロジェクト」（東京都政策企画局）（ https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/shintosei2/index.html#page=93 ）

情報連携イメージ
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【参考事例】『私』目線でいつでも安心快適に

気軽に情報収集に活用できるワイヤレス接続スポットの設置（ニューヨーク）

出典：「スマートシティの事例」（Cisco）（ https://www.soumu.go.jp/main_content/000447791.pdf ）、「スマートシティ「圧倒的」王者。コペンハーゲン、NYが他の都市と一線を画す理由」（ビジネス+IT ）（ https://www.sbbit.jp/article/cont1/59256 ）

街中で設置された様子
ディスプレーには、新型コロナウイルスへの感染疑いがあ

る場合は家にいることを呼びかける内容が表示

「Link NYC」の端末

ニューヨークでは、来街者に対して無料Wi-Fiや地域情報の発信に活用できる
「ホットスポット Link NYC」の設置を進めている。今後は、温度等の各種センサー
やカメラを搭載し、利用者データ等の分析・活用を通じ、地域の課題解決に役立
てていく予定。また、運用費をディスプレイの広告収入等でまかなうことで、公的資
金の利用を抑えた民を巻込んだ自走型の事業を実現。

「Link NYC」端末の主な機能と特長
• 55インチのディスプレー2枚
• 公衆無線Wi-Fi
• タブレット（Webブラウザとして利用可能）
• 電話（無料で電話が利用可能）911ボタン
• 赤外線センサー（人の動きを把握）
• 監視カメラ、等

広告収入を活用することで行政の負担をかけずに設置・運用できるだけでなく、
データを収集・分析することで、社会環境の変化や市民ニーズに合ったより良い行
政サービスへ反映することが可能。また市民も安心・快適や安全な情報を得ること
ができる。

‐Lesson and Learn‐
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個人が柔軟に利用できるスマート行政サービス （エストニア）

e-Estonia、e-residencyの
webサイトイメージ

出典：「e-Estonia」（ https://e-estonia.com/ ）、「e-residency」（ https://www.e-resident.gov.ee/ ）

エストニアでは、国民一人ひとりにとっての利用性高い行政サービスの提供や行政コ
スト効率化のため、安全性の高い電子基盤や高い透明性を持つ電子市民制度
導入等、積極的な行政サービスの電子化を実施（98%の国民が電子IDカード
を所持、行政サービスの99%が電子化）。国規模のデジタル変革は、IT人材の
育成やスタートアップ企業、新規サービスの誕生に寄与。

主な電子サービス（e-solution）
• e-Residency（電子住民）、e-cabinet（電子内閣）、e-tax board（電子税務

申告）、i-voting（電子投票制度）、visualized business Register（電子企業
登記制度）、public services green paper（電子公共サービス政策提案書）、e-
residency（エストニア電子市民制度）、等

活用例
• 海外からでもエストニアの電子住民になるための申請ができ、世界中のどこからでも企業し、

EU圏内でのビジネスが可能

行政サービスを電子化することで、効率的かつ透明性の高い行政サービスの提供
が可能となるだけでなく、利用者にとっても、個々のニーズ・ライフスタイルに応じて柔
軟にサービスが利用できる。

‐Lesson and Learn‐

【参考事例】渋谷での生活がいつも+αの価値に
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電子地域通貨を活用した地域経済活性化の取り組み （千葉）

サービス概要、実施体制

「アクアコイン」は、2018年10月から官民が一体となって取り組んでいる電子地域
通貨。全国のセブン銀行ATM、プリペイドカード、市内５カ所にあるチャージ機から
チャージでき、市民・観光客問わず買い物等に利用できる他、ボランティア活動等
を通して行政からもポイントが付与されるため、市民の行政への参加や相互扶助を
促し、地域コミュニティの活性化にも活用されている。貯まったポイントは、提携店で
の買い物・サービスの利用の他、電気料金や住民票等の手数料の支払い、公民
館施設等の使用料の支払い等に使用可能。今後は、地域のこども食堂等、公益
性の高い事業やサービスへの寄付実施も見据えている。

サービス概要・成果
• 体制：木更津市（市民への情報発信、行政ポイントの付与等）、君津信用組合（シ

ステム整備、コイン発行・送金・換金、利用促進等）、木更津商工会議所（事業者に
対する情報発信、利用促進等）

• インストール件数：13,276件、加盟店 617店舗（2020年11月3日現在）

地域での消費活動や社会貢献活動等の成果が個人に帰属され、インセンティブを
受けられるスキームが構築されており、利用者にとってメリットがあるだけでなく、地域
にとっても新たな社会利益が創出され、地域活動・経済の広がりが期待できる。

‐Lesson and Learn‐

出典：「アクアコイン」（アクアコイン普及推進協議会）（ https://www.kisarazu-aquacoin.com/ ）、「電子地域通貨「アクアコイン」がますますお得で便利に！」（木更津市）（ https://www.city.kisarazu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/092/0129-2.pdf ）、
「こども食堂への寄附贈呈式を開催しました」（木更津市）（ https://www.city.kisarazu.lg.jp/shisei/keikaku/aqua/1008428.html ）

【参考事例】渋谷での生活がいつも+αの価値に
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【参考事例】気軽に仲間とつながれて力になれる

地域リソースを活用した課題解消とコミュニティ醸成 （日本)

エニタイムズTOWNのスキーム

出典：「エニタイムズ」（ https://www.any-times.com/ ）、「行政や自治体を対象としたサービス「エニタイムズTOWN」がスタート、住民が働きやすく気軽に助け合えるネットワークの再構築に取り組む」（マチノコト）（ http://machinokoto.net/anytimestown/ ）

「困りごとがある人」と「解決できる人」をマッチングする、スキルシェアプラットフォーム。
サービス提供者が対応可能な業務を登録し、登録内容をもとに依頼主から発注
が入る仕組み。サービス提供内容は、近所の人同士をマッチングさせ、掃除や買い
物といった家事代行から、パソコンや語学のレッスンといった習い事まで多岐に渡る。
また、行政、自治体向けにサービスも提供しており、慶應義塾大学大学院と株式
会社たまらばとの協働プロジェクトとして多摩市とのジョブマッチングの取り組みをス
タート。地域の新たなネットワークの構築に取り組みながら、地域に根ざしたご近所
コミュニケーションの再構築を目指す。

エニタイムズTOWNの概要
• 地域人材を確保して住民が働きやすく気軽に助け合えるネットワークを再構築し、地域の

活性化の実現を目指す。今後、商店街など地域のネットワークとの協業を視野に入れ、地
域に根ざしたサービスを展開する予定

遊休資産に当たるリソースを有効活用し、シェアリングをすることで、個人や自治体
の困りごとが解消されるだけでなく、サービス利用者との接点が図れ、地域のコミュニ
ティとのつながり醸成による地域の活性化が可能。

‐Lesson and Learn‐
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【参考事例】気軽に仲間とつながれて力になれる

アリーナを拠点とした官民共創・新規事業創出 （アムステルダム）

アムステルダムでは、スタジアムをIoTやデータを活用した実証実験の環境としてパー
トナー企業に提供。アイデア検討～事業展開までのプロセスにおいて、市民やス
タートアップを巻き込み、参加者同士でアセットを出し合うオープンな共創環境を整
備することにより、スタジアム運営の事業価値向上や顧客満足度向上に資する新
規サービスを素早くかつ数多く創出。また、アムステルダム市としても、アムステルダ
ム・イノベーションアリーナへの出資や、地域データの提供を通して、住民に資する
サービス開発を支援している。

パートナー企業とそのアセット例：
• HuaweiやMicrosoftはセンサーを中心としたIoT機器
• KPMGは取得したデータの分析技術 等

取組事例（抜粋）：
①スタジアム運営高度化：渋滞の最新情報や自宅から座席までの案内アプリ
②新サービス創出：救急サービスへの情報伝達アプリ、等
③再生可能エネルギーの導入：郊外からの都市の熱等による会場の温度調節、等

物理的な空間提供だけでなく、データや企業ネットワーク等、ソリューションの共創に
必要なアセット・環境を整備・提供することで、地域リソースを巻き込んだオープンか
つ効果的なコラボレーションが可能。

‐Lesson and Learn‐

新規サービス、地域経済の活性化等

アムステルダム・イノベーションアリーナ
（Amsterdam Innovation Arena 有限会社）

Data 
Hub

• 来場者データ
• スタジアム運営データ
• スタジアム内センサデータ
• 市内データ 等

マッチング・
サービス創出

ハッカソン開催

資金調達等の
支援

実証

アリーナ、観客、
データを使った
実証フィールド

本採用・
横展開

本採用

横展開の支援

ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
支
援 スマートシティ

運営団体
（ASC）

パートナー企業
Huawei 、
KPMG、

Microsoft 等

アムス
テルダム市

スタートアップ
企業

イノベーション創出・提供市民・学生等の参与

出典：「Johan Cruijff ArenA」（ https://www.johancruijffarena.nl/home/ ）、「Amsterdam Innovation Arena」（ https://amsterdamsmartcity.com/updates/project/amsterdam-arena ）をもとにアクセンチュアが作成

出資・補助金
データ提供

産業振興
社会課題解決

利益分配

優先客席

資金提供
実証参画

スマートシティ
への寄与

イノベーション
の取組運営
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【参考事例】楽しさを共につくり体感できる

人数・場所等の制限なく参加できるオンラインライブ （ヘルシンキ）

フィンランドの国民的人気ラップデュオJVGは、仮想空間上ににてライブを実施。収
容人数に制限がなく、場所を気にせず参加可能なオンラインライブでは、これまで参
加が難しかった層（子ども・身障者・傷病者など）の関わりを容易にし、当日は国
内外45万台のPCにて視聴された（推定視聴者70万人）。うち約15万人の参
加者は自身のアバター(ネットワークの仮想空間での利用者の「分身」)を使い、
バーチャル空間で拍手やダンスをする等、新たな形でのイベント参加を実践。

活用技術
VR、ライブストリーミング（データをダウンロードしつつ、同時に再生するストリーミングの一種）、
アバター等
行政の役割
市と地元スタートアップ（Zoan社）が共同でバーチャルヘルシンキを開発し、リリース

バーチャル空間を拡充することで、場所や収容人数等の制限なく人を集めることが
でき、これらのイベント収入から文化・エンタメ育成の原資とする等のビジネスモデル
の構築が可能。

‐Lesson and Learn‐

出典：「Fjord Trends 2021」（アクセンチュア株式会社）（ https://www.accenture.com/jp-ja/insights/interactive/fjord-trends-interaction-wanderlust ）、「CITY OF HELSINKI」（ https://www.hel.fi/helsinki/en ）、
「JVG tähdittää vappua uuden teknologian avulla – mallia otettu Fortnite-pelistä」（yle）（ https://yle.fi/uutiset/3-11330068 ）

オンラインライブとアバターのイメージ
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【参考事例】楽しさを共につくり体感できる

バーチャル空間を活用した効果的なコラボレーション機会を創出（日本）

出典：「NEUTRANS」（ https://neutrans.space/ ）

活用イメージ（空中にアイデアをメモする様子）

活用イメージ（画像や動画を使ったリアルの再現）

バーチャル空間であらゆるビジネス活動を可能とするVRビジネス施設を活用し、次
世代事業の創出拠点を支援している。世界中どこからでも働け、リモートでもリアル
のような体験や、リアルを超えるイノベーション創出機会の提供を目指している。

ユースケース（一部）
• Office Area：

リモートでもリアルを超えた一体感を生み出し、実際に会っているような感覚を実現するだけ
でなく、空間や3Dモデルを駆使することでリアル以上のコミュニケーションを可能に。

• Promotion Space：
空間作成や3Dモデルの展示によりバーチャルならではの世界が作れ、会場や日程等の制
限もなく、世界中から集客が可能。

導入事例・実績
• KDDI株式会社：リアルなオフィスを完全再現したバーチャル空間に、バーチャルならではの

機能を付加することで、フィジカルよりも圧倒的に便利に。これによりコラボレーション機会が
増えたことで、新規サービス等の創出を図る。

リアルとリンクしたサイバー空間上で、渋谷区を体感しながら、訪問者同士がコラボ
レーション。時間・場所の制限を超えて集まった人々同士で、多様なアイデアを創
出し、最終的に現実世界へ取りこむことが可能。

‐Lesson and Learn‐
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【参考事例】A.都市経営を主導する自治体への変革

市民参加型の意思決定によるQOL向上と行政の効率化 （バルセロナ）

市内に設置されたセンサーから得られた情報は、システムで一元管理され、その
データをもとに、散水・噴水・上下水道システムの自動運転や遠隔操作による水資
源の節約、街路灯ごとの明るさや点灯・消灯時間の制御によるエネルギーの効率
化、交通渋滞の緩和などを実現している。
また、バルセロナでは、市の予算の一部を市民が自由に提案・議論できるウェブ上
のプラットフォーム「Decidim」を提供。データも活用しつつ、市民も巻き込んで、課
題・ニーズの発見・提案から、施策に対する意見収集、市民参加による合意形
成・行政施策の反映までを迅速的かつ効率的に行う。

「Decidim」の機能
• 市議会決定過程のモニタリング等が可能
• 市民はタブレット端末を通じ、意見提案・投票が可能
• 参加型の予算編成ができる仕組みの整備により、行政への市民の直接参加を促進

オープンデジタルプラットフォームを活用し、区民の意見を収集するとともに、センター
を使って収集したデータを分野横断的に活用することで、区民一人ひとりの目線に
あった行政サービスの提供を可能とする。

‐Lesson and Learn‐

出典：「Decidim」（ https://decidim.org/ja/ ）、「市民との合意で進める街づくり。バルセロナ視察から構想するスマートシティのあり方」（イノラボ）（ https://innolab.jp/magazine/5569 ）、
「バルセロナ市・スマートシティの先進事例」（Smart City Institute Japan.）（ https://www.sci-japan.or.jp/vc-files/member/secure/speakers/20200608.pdf ）

「Decidim」の画面イメージと市民参加のイメージ
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【参考事例】A.都市経営を主導する自治体への変革

市民のQOL向上と都市の安全性の強化（リスボン）

ポルトガル・リスボン市では2017年より都市の安全性の向上とQOL（Quality of 
Life）の改善を目指し、データ一元管理とAI・IoT技術を活用したデータ分析によ
る自治体運営や市政サービスの効率的な展開・開発を実施し、新たな都市モデル
を目指している。

データプラットフォームの構築
市の内部システムデータを統合管理し、外部システム（空港・鉄道、エネルギー、警察など）と
データ連携するシステムを導入。一元的管理により、データ指標や傾向が明らかになり、自治体
の活動を統合的に管理することが可能。

市政サービスへのデータ活用
AI・IoT技術を活用して、違法駐車車両や不審物の置き去りの検知を行うなど、リアルタイムに
市中の各種データ（観光関連、空気汚染、交通渋滞、など）を収集・分析することにより、速
やかな市政サービスの提供に貢献

AIやIoT等の技術を活用し、データの連携管理を効果的に実施。
データ収集のみならず、センサー等情報をきちんと活用することで、
業務の効率化につなげている。

‐Lesson and Learn‐

出典：「インテリジェント・マネジメント・プラットフォームですべての情報を統合 リスボン市をより快適で心地よい都市に改革」（NEC）（ https://jpn.nec.com/case/lisbon_council/index.html ）、
「｢Society 5.0｣の実現に向けたスマートシティの取組み」（NEC）（ https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/society5.0/pdf/200806_07.pdf ）
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【参考事例】B.デジタル技術とデータの共同活用推進

オープンAPIの提供によるサービスの共創促進 （ヘルシンキ）

ヘルシンキでは、産官学民の共創を促進するため、2010年より幅広い領域におけ
るオープンデータやAPIの活用を推進。ヘルシンキ地域交通局(HSL)は、経路情
報や時刻表、リアルタイム運行状況等のデータ及びオープンAPIを無償で一般公
開し、スタートアップや他の事業者が提供するMaaSサービスとシステム連携をするこ
とで、利用者が鉄道・バス・車・自転車等の複数交通モードの経路検索・予約・決
済を同一アプリケーション上で利用できるサービス開発・展開をサポート。

オープンデータを活用した産官学民の連携・実績
• ヘルシンキ地域交通局が運用する「HSL Interfaces」にて、

経路情報や時刻表、リアルタイム運行状況等のデータオープンデータやAPIを公開
※2018年4月から発券システムのAPIを、世界で初めて無償で提供

• HSLのオープンデータを活用し、複数のMaaS*サービスがヘルシンキにおいて、鉄道・バス・
車・自転車等の複数交通モードの経路検索・予約・決済ができるサービスを展開

• 当該API連携を通じサービス展開する「Whim」(MaaSサービス)のユーザ調査によると、
公共交通の分担率が48%から74%に増加し、毎月のタクシー乗車回数・支払金額が
Whim使用前に比べて4倍に増加

オープンAPIの仕組み整備により、多様なアクターを巻込んだイノベーションを可能に。
公益性の高いデータやAPI機能を一般公開することで、より良いサービス創出を促
し、利用者や事業者の利益創出に加え、社会全体の効率性向上に貢献。

‐Lesson and Learn‐

出典：「世界のデータ利活用型スマートシティ開発動向」（NEC）（ https://jpn.nec.com/techrep/journal/g18/n01/180103.html ）、「新規分野の国際ルールインテリジェンスに関する調査」（経済産業省）（ https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000816.pdf ）

*MaaS：バスや電車、タクシー、飛行機など多様な交通手段による移動を一つのサービスに統合し、ルート検索から支払いまでをシームレスにつなぐ概念

オープンAPIにて経路情報や時刻表、リアルタイム運行状況等のデータを広く公開
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【参考事例】B.デジタル技術とデータの共同活用推進

3D都市モデル整備・活用・オープンデータ化 （日本）

国土交通省が進める「PLATEAU」は、3D都市モデルの整備・提供を通じて、人・
モノの動きを俯瞰して見える化するだけでなく、データを使った予測シュミレーションや、
人流モニタリング、都市構造の可視化等、まちづくりや防災等の様々な分野におい
て役立てられている。
また、それらの成果をオープンデータ化し、自由な活用を促すとともに、全国へ展開
していくことを目指している。

3D都市モデルの整備
• 立体的な可視化による視覚性・シュミレーションによる再現性・現実とサイバー空間（コン

ピュータ・ソフトやコンピュータ・ネットワークで構築された、多数の人が利用できる仮想的デー
タ空間）の双方向性の3つの要素を複合的に取り入れることで、新たな価値・ソリューション
創出に寄与。

建物やインフラ情報をデータ化・共有することで、予測シミュレーションに基づく都市
計画づくりを推進し、スマートかつ持続可能性のあるまちづくりを促進。

‐Lesson and Learn‐

PLATEAUを利用したイメージ

出典：「PLATEAU」（国土交通省）（ https://www.mlit.go.jp/plateau/ ）
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【参考事例】C.社会のつながり機会の創出

SNSを活用した気軽な地域社会への参加 （杭州）

杭州政府は、街中に設置したカメラや、住民のアプリケーション等から取得できる
データをリアルタイムに分析、予測・適応化することで、交通渋滞の緩和・治安の改
善など、交通・モビリティ、防災・防犯等の分野における活用に役立てている。
また、行政機能のデジタル化も推進しており、行政の各部門が持つデータを統合・
デジタル化することで、行政サービスを大幅に効率化している。なお、行政サービス
の改善時には、各種SNSの口コミを活用しており、市民の地域・社会とのつながり
の機会も創出している。

SNSを活用したサービスの改善事例
• SNSの口コミを参考に、行政システムを改善。以前は、複数の行政部門に何度も足を運

ぶ必要があった行政手続きも、一度にすべての手続きが完了できるように改善された。

日常的に普及したSNS等を活用することで、住民の地域社会への参加のハードル
を下げるだけでなく、多様な人の意見が収集でき、より効果的な行政サービスの改
善が図れる。

‐Lesson and Learn‐

出典：「2050年 日本の都市の未来を再創造するスマートシティ」（PWC）（ https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2020/assets/pdf/smart-city2050.pdf ）、
「「スーパーシティ」構想について」（内閣府）（ https://sci-japan.or.jp/vc-files/member/secure/speakers/200622A.pdf ）

街中のセンサーや市民のアプリケーションから得られた
情報を分析・活用し、行政サービスの改善に利用
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【参考事例】C.社会のつながり機会の創出

高齢者における社会参画機会の創出 （EU）

「ALFRED」 （スマホアプリアプリ）は、高齢者が日常生活を送る上での問題・課
題を解決し、利用者への支援サポートとパーソナライズされた社会参画機会を創出
することで、自立的かつアクティブな生活を支援することを目的に提供。アプリケー
ションは、高齢者にとっても使いやすいサービス設計となっており、高齢者のアクセス
したい公共サービスや必要な機能を調査した上で提供されているため、多くの高齢
者が活用している。

ALFRED（スマホアプリアプリ）の概要
• 音声でのALFREDとの会話や質問、スマホへの操作指示が可能。
• AIやビッグデータ情報の活用し、個人の趣味や地理環境に応じて、興味・関心を持ちそう

なイベント・展示会などの情報を提供。
• 高齢者に付けられているウェアラブルセンサーを介し、 ALFREDアプリにおいて医療スタッフ

や介護者が身体状況をモニタリングすることで、効果的なパーソナライズケアを実現。
• ゲームやクイズを提供を通して、身体的および認知的状態を改善。

AIやビッグデータを活用し、パーソナライズされた情報を提供することで、高齢者が
自発的に社会につながる機会を創出し、地域コミュニティの形成に寄与。

‐Lesson and Learn‐

ALFREDを利用したイメージ

出典：「ALFRED」（ https://alfred.eu/index.html ）
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【参考事例】D.社会価値創出の循環型モデルの実践

官民連携の融資によるオフィス整備 （会津若松）

会津若松市
まち・ひと・しごと創生包括協議会

会津地域スマートシティ推進協議会

一
社
オ
ー
プ
ン
ガ
バ
メ
ン
ト
コ
ン

ソ
ー
シ
ア
ム

事業誘致・提案

事業参加・支援

政策支援・負担金など

プロジェクト推進体制

国・自治体

一般社団法人スマートシティ会津

全体戦略

事業企画・
協議

事業実施
運営

連携

ICTオフィスビル整備（ハード事業）

ICTオフィスビル運営会社（AiYUMU)

AiCT推進体制

出典：「スマートシティAiCT」（ https://aizu-aiyumu.co.jp/ ）

2011年東日本大震災以降、会津若松市は、地域大学や民間企業を巻込み、
持続可能な街づくりを目指したスマートシティ計画を策定し、産官学及び国からの
支援を得つつ各種プロジェクトを推進。
スマートシティAiCTは、地域からイノベーションを創出すべく、会津若松市が地元企
業等と連携し、特別目的会社（SPC）を設立、融資を得て設立した施設。ICT
企業を集積する拠点として整備され、現在は、大手ICT企業・外資系企業・会津
大発のベンチャー企業など30社以上が入居し、首都圏からの新たな人の流れや地
域における新たな雇用機会の創出、若年層の地元定着や地域活力の維持発展
を目指す。

体制・環境整備
• 所有者：株式会社AiYUMU（民）と会津若松市（官）の共有
• 運営会社：株式会社AiYUMU（※地域主導の運営体制）
• 施設：オフィス棟、交流棟、機械室棟、等
• 活用スキーム：地方創生推進交付金

※企業誘致活動（地域・首都圏におけるセミナーや、事業者に対する支援補助）にも活
用

産官学民が連携して投資し、地域アセットを有効活用しながら、多様な人財・企
業を集積することで、新たな社会価値の創出を図る。

‐Lesson and Learn‐
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【参考事例】D.社会価値創出の循環型モデルの実践

「市民ファンド」で地域のエネルギー課題を解決 （飯田）

太陽光・自然エネルギー発電事業や省エネ機器導入事業について、地域住民を
中心に域外の賛同者からの出資も募り、サービス導入による利用料からの収益を、
出資者である個人へ還元する仕組みを形成。個人では負担が大きい太陽光発
電機器の導入・活用を、市民共同出資によって実現し、グリーンなまちづくりへの市
民の参加を促進。本事業により、多くの幼稚園や公民館等の公的施設の屋根に
太陽光パネルが設置され、実感できる形で地域住民に認識され、市民の誇り形成
につながった。飯田市はこの“市民ファンドによる「太陽光市民共同発電」”を柱の
一つとして国から「環境モデル都市」の認定取得。

地域住民を中心とした ‘’資産の地産地消“
• 自然エネルギー政策の専門家が代表を務める株式会社（金融商品取引業者）の形態

をとり、匿名組合契約という形で一口 10 万円から 50 万円の出資を募集
• 事業者（別会社として存在）はそれを元手に太陽光パネルや小水力発電設備の導入、

ESCO 事業などを実施
• 得た利益を出資金額に上乗せして 5 年から 15 年かけ出資者に分配
• これまでの実績：計100名以上の個人からの出資、1億円以上の出資額を実現

個人のちからを集結し、資金を含めたリソースの地産地消型のまちづくりを実現でき
ただけでなく、事業が単なるお金のやり取りに終始せず、人々の共通意識の醸成、
及び地域への縁や愛着の強化など、多様な波及効果を生み出している。

‐Lesson and Learn‐

出典：「おひさま進歩エネルギー株式会社」（ https://ohisama-energy.co.jp/ ）（ https://ohisama-energy.co.jp/fund/ ）
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【参考事例】D.社会価値創出の循環型モデルの実践

民間からの資金調達によるインフラ整備と公衆衛生の改善 （ワシントン）

出典：「DC Water Environmental Impact Bond」（Green Finance Institute）（ https://www.greenfinanceinstitute.co.uk/gfihive/case-studies/dc-water-environmental-impact-bond/ ）、
「公民連携によるグリーンインフラ実装 ～海外事例における制度と資金調達～」（株式会社日本政策投資銀行）（ https://www.mlit.go.jp/common/001273236.pdf ）

実施スキーム

これまで、豪雨時に通常の排水管で処理できない大量の水を、汚水用の下水道
を利用して処理していたが、豪雨時に下水道までもが氾濫すると、汚水を散乱させ
ることとなり、環境や健康被害をもたらしてきた。
そのため、自然環境を利用して自然に雨水を吸水できるグリーンインフラを構築を
目指し、銀行等から資金を調達。氾濫数の削減など、事前に取り決められた成果
指標に応じて、投資家にリターンを支払うスキームを活用したところ、合流式下水
道の氾濫数を削減につながった。今回の取組の成功をきっかけに、他の自治体にも
同様の取り組みを広げていく想定。

特徴
• 成果に基づき支払いが変動する「pay for success」
• 5年目に償還後、残存25年債として実質再発行
• 劣後債（元利払いはシニア債務に劣後）

莫大なコストを要することが多いインフラ整備等の地域課題においても、資金調達
を含む官民の連携によって解決可能となるだけでなく、他の自治体への横展開も
期待できる。

‐Lesson and Learn‐
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【参考事例】D.社会価値創出の循環型モデルの実践

市民の健康寿命の延伸に向けた民間からの資金調達 （神戸）

神戸市では、腎症の重症化予防と、それによる医療費の削減を目的にSIBを導
入。国民健康保険被保険者のうち、特定健診の結果、糖尿病もしくは腎症のハ
イリスクに該当し、かつ医療機関を未受診または治療中断中の人を対象に、保健
指導プログラムを実施。
保健指導プログラムの修了率、生活習慣改善率等を成果指標として評価を行っ
たところ、保健指導プログラムの修了率は100％、生活習慣改善率は95％と高い
成果を得ることができた。

特徴 下記特徴を持ったスキーム形成によって、国内大手金融機関からの資金調達を実現
• 「資金提供者への報酬の最低保証額設定」

事業実施の成果に関わらず、資金提供者に対し、最低保証額を担保した配当償還・報
酬が支払われる

• 「信託設定を活用した事業スキーム」
事業者が倒産しても、資金提供者、他の債権者からの請求権への差し押さえを回避し、
信託銀行からの資金回収を可能とする仕組み
（SMBC信託銀行が提供する信託機能を活用）

最低保証額の設定や、銀行を巻込んだ信託機能の活用等、民間事業者にとって
リスクを抑えた事業スキームにすることで、資金提供者の参加ハードルを下げ、大規
模な資金調達が可能とする。

‐Lesson and Learn‐

出典：「国内の「ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）事業」の“いま”を知る」（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）（ https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2018/08/seiken_180816.pdf ）

推進体制
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【参考事例】E.時代に合わせた制度・仕組みの設計

デジタル対応を前提とした制度整備 （デンマーク）

デンマークでは、より効率的かつ効果的な公共サービスの開発・提供を実現するた
め、2018年よりデジタル対応を前提とした法律制定を原則化。法律の形成におけ
るプロセス自体の改善や、既存規制の簡素化を行うことで、これまでに200以上の
新たな法案を協議。

制度策定方針の刷新と市民のデジタル活用ルール設定
• 「デジタル対応の法律（Digital-ready legislation）」を新たに制定し、全ての法律に

おいてデジタルへの対応を前提とする記載を義務化する7 原則を設定。これにより、法律の
形成プロセスの改善や既存の規制の簡素化を行い、市民や企業の負担を減らすことを狙う

• 公共サービス利用にあたり、市民自身でオンライン完結することを義務付けるデジタルセルフ
サービス法を制定

• 15 歳以上のデンマーク市民で CPR（個人番号）を持つ者（一部適用除外有）に、
公的セクターからの文書についてはメールシステムを通じて受け取ることを義務付けるデジタ
ルポスト法を制定

各分野の個別制度・ルール刷新に向けて、庁内横断でのデジタル活用を前提とし
た業務を義務化する枠組みを作ることで、よりスムーズな行政ルール策定が可能と
なる。

‐Lesson and Learn‐

基本データプログラムと
データ・ディストリビューターの概要

出典：「デンマークのデジタル・ガバメント- 「一貫性」と「透明性」、「利用者中心」の視点が特長-」（日本総研）（ https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=37583 ）
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【参考事例】E. 時代に合わせた制度・仕組みの設計

市民を巻き込んだより安心安全なまちづくりの制度制定 （加古川）

兵庫県加古川市では、2017年より犯罪率の低下や安全性の向上を目的にした
学校や公道へのカメラ設置に向け、制度策定に市民を巻き込む働きかけや、有識
者と個人情報保護について合意形成を図る取り組みを実施し、見守りカメラの設
置における新たな制度を策定。

市民・関係者を巻き込んだルール作り
• 町内会をベースに市内12会場で市長による説明会を実施。また、広報誌やHPを通じて

市民にアンケートを実施（862名から回答を集め98.6%の賛成）
• 見守りカメラの設置場所を警察署や町内会、PTAの意見を基に選定
• 加古川市情報公開・個人情報保護審査会への定期報告および住民の意見を集めるパ

ブリックコメントの実施
• カメラ画像・映像を他用途では使用しない条例の制定
• 玄関や窓がカメラに映る場合、カメラの一部を黒く塗りつぶしプライバシーを担保
• 民間企業と協働したPR・プロモーションの実施

ルールを新規制定する際、市民との十分な合意形成と権力者によるデータ濫用を
防ぐルール設定に加え、プライバシーを担保する実務的な働きかけを同時に行うこと
を徹底する。

‐Lesson and Learn‐

取組施策の案内チラシ

出典：「見守りカメラについ」（加古川市）（ https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminbu/shiminseikatsuanshinka/ICT/mimamori.html ）、
「見守りサービスについて」（加古川市）（ https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminbu/shiminseikatsuanshinka/ICT/1527646378963.html ）
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用語解説
50音・アルファベット順

用語 意味

3D都市モデル
従来2次元が標準だった地理空間情報に対して、現実の都市を3Dサイバー空間に再現したもの。
地形や建物の高さを加味した3D地図を基に、建築物の名称や用途など各種の属性情報が付加されている。このモデルを応用することにより、フィジカル空間とサイバー空間が
同期され、都市計画立案の高度化や都市活動のシミュレーション、分析などが可能となる。

AI
人工知能、「Artificial Intelligence（アーティフィシャル インテリジェンス）」の略称。コンピューターの性能が大きく向上し、機械であるコンピューターが「学ぶ」こと（機械学
習）ができるようになり、機械学習をはじめとしたAI技術により、翻訳や自動運転、医療画像診断や囲碁といった人間の知的活動に、AIが大きな役割を果たしつつある。

BPR
「Business Process Reengineering（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）」の略称。組織や業務本来目的に向かって、既存の業務内容や進め方、組織の構造や業務
システムなどを根本的に見直し、再設計すること。

EBPM
「Evidence Based Policy Making（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング）」の略称。「証拠に基づく政策立案」を意味し、統計データや各種指標など、客観的エビデン
ス（根拠や証拠）を基にして、政策の決定や実行を効果的・効率的に行う。

ICT
「Information and Communication Technology」の略称。「情報通信技術」を意味し、コンピュータ機器やアプリを活用し、メールを送る、WordやExcelを作成すると
いった、人が関わってくる技術を指す。

ID
IDとは、インターネットの認証において、利用者一人ひとりを識別するための情報。IDと組み合わせて本人を確認する情報として、パスワードが併用されるのが一般的。（パス
ワード以外では、カードや生体（指紋や網膜などの、バイオメトリクス情報）などが使われることもある）

IoT
「Internet of Things（モノのインターネット）」の略称。家電や施設など、モノをインターネットに接続し、相互に情報をやりとりすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化
等が進展し、新たな付加価値を生み出す仕組み。

PFI
「Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）」の略称。
民間が事業主体として、その民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、 公共事業（公共施設等の建設、維持管理、運営等）を行う方式。

PPP
「Public Private Partnership（パブリック・プライベート・パートナーシップ）」の略称。「公民連携」を意味し、PFIはPPPの代表的な手法の一つで、指定管理者制度、市場
化テスト、公設民営（DBO）方式、さらに包括的民間委託、自治体業務のアウトソーシング等も含まれる。

QoL
「Quality of Life」の略語で、生活の質、人生の質を意味する。ただ長く生きるというよりも、よりよく生きるという観点を重要視し、個人の主観的な「幸福さ」「満足さ」「充実
さ」が測定指標。WHOはQoLを、個人が生活する文化や価値観のなかで、目標や期待、基準または関心に関連した自分自身の人生の状況に対する認識」と定義。
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用語解説
50音・アルファベット順

用語 意味

RPA
「Robotic Process Automation（ロボティックプロセスオートメーション)」の略称。これまで人間のみが対応可能と想定されていた作業、もしくはより高度な作業を、人間に代
わって実施できるルールエンジンやAI、機械学習等を含む認知技術を活用して代行・代替する取り組み。

SIB
「Social Impact Bond（ソーシャル・インパクト・ボンド）」の略称。
官民連携のための仕組みの一つで、民間からの外部資金調達を伴う成果連動型民間委託契約を指す。従来行政が担ってきた公共性の高い事業の運営を民間組織に委ね、
その運営資金を民間投資家から募り、その成果に応じて事業成果を支払うスキーム。

アーバン・デジタルトランス
フォーメーション(UDX)

「アーバン・デジタル・トランスフォーメーション」の略称。AIやディープラーニング（深層学習）、ビッグデータなどのデジタルやデータを用いて、都市がDXすることで、都市自体がトラ
ンスフォームし、多様な市民のQoLを向上し、都市の暮らしを豊かにしていくこと。

インクルーシブ
社会にいるすべての人が多様な属性やニーズを持っていることを前提として、性別や人種、民族や国籍、出身地や社会的地位、障害の有無など、その持っている属性によって
分け隔てられることなく、誰もが構成員の一員としてありのままの社会生活をし、活躍すること。

オープンイノベーション 新技術・新製品の開発に際して、組織の枠組みを越え、広く知識・技術の結集を図ること。

オープンイノベーションラボ 既存事業のみに関わらず、新技術・新製品の開発に際して、組織の枠組みを越え、広く知識・技術の結集を図り、実験する場。

オープンデータ
国、地方公共団体及び事業者が保有している官民データについて、個人や企業等が活用しやすいよう、機械判読に適したデータ形式で、一定のルールの下に二次利用が可
能なデータとして公開されているもの。

オプトイン
ユーザーに対して、加入や参加、許諾、承認などの許可を事前に求め、ユーザーが許可する意思を示すこと。個人が企業などに対し、電子メールなどのメッセージの送信や、個
人情報の収集や利用などを承諾する手続きを指すことが多い。

行政DX
「行政デジタル・トランスフォーメーション」の略称。デジタル技術を活用した行政サービスの改革。
データおよびデジタル技術を活用し、国民本位の行政サービスを提供することで、受益者の利益を最大化するためのプロセス。

クラウドファンディング インターネットを介して不特定多数の人に資金提供を呼びかけ、サービスや商品の趣旨・個人の想いに賛同した人から資金を調達することを指す。

シティプライド 自分自身が関わって地域を良くしていこうとする、当事者意識に基づくプライド。

市民金融 「コミュニティ金融」のこと。市民が自発的に出資した資金を、地域社会や福祉、環境保全のための活動に融資することを目的に設立された「市民の非営利バンク」のこと。
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用語解説
50音・アルファベット順

用語 意味

スタートアップ
ユニークなテクノロジーや製品、サービス、ビジネスモデルを持ち、事業成長のための投資を行い、事業成長・拡大に取り組んでいる企業や、これまでの世界（生活、社会、経済
モデル、テクノロジーなど）を覆し、新たな世界への変革にチャレンジする企業。

スマートシティリファレンス
アーキテクチャ

内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）第２期／ビッグデータ・AIを活用した サイバー空間基盤技術のアーキテクチャ構築ならびに実証研究事業」において
取りまとめられた内容。地域課題解決や魅力創出をするためにスマートシティを活用する際に考慮すべき要素が体系的に整理。構築を統一された手法・ルール（リファレンス
アーキテクチャ）のもとで効率的に実施。

ソーシャルキャピタル
人々の関係性やつながりを資源としてとらえる概念のことで、物的資本 (Physical Capital) や人的資本 (Human Capital) などと並ぶ新しい概念。信頼や規範、ネット
ワークなど、社会や地域コミュニティにおける人々の相互関係や結びつきを支える仕組みの重要性を説き、豊かなソーシャル・キャピタルが市民活動の活性化につながる考え方。

デジタル地域通貨
特定の地域内でのみ流通する電子通貨で、スマートフォンの専用アプリなどを使って決済する。商品券のように消費者から事業者への支払いだけに使えるものや事業者間の決
済にも使えるものがある。

パーソナライズ 全員に同じサービスやコンテンツを提供するのではなく、一人ひとりの属性やニーズ、行動履歴に基づいて最適な情報を提供する手法、しくみのこと。

ハッカソン
ハック（Hack）とマラソン（Marathon）を掛け合わせた造語。一般市民、学生等をはじめ、エンジニア、デザイナー等専門家も交えた混合チームを作り、与えられたテーマに
対し、それぞれの技術やアイデアを持ち寄り、短期間（1日～数か月程度）に集中してサービスなどを検討・開発し、成果を競うイベントの一種。

ビッグデータ さまざまな種類や形式のデータを含む巨大なデータ群のこと。「量」「種類」「入出力や処理の速度」の3つの要素から成り立つ。

ファンドスキーム 「集団投資スキーム」と呼ばれ、投資者から集めた資金によって事業運営等に投資して得られた収益を出資者に分配する仕組み。
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