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長野県塩尻市の位置長野県塩尻市の位置長野県塩尻市の位置長野県塩尻市の位置（人口（人口（人口（人口 ６７，４００人６７，４００人６７，４００人６７，４００人 平均気温平均気温平均気温平均気温 １１．９１１．９１１．９１１．９℃℃℃℃ スイスと同じ）スイスと同じ）スイスと同じ）スイスと同じ）

古くから交通の要衝（高速道路、ＪＲ中央東線・中央西線・篠ノ井線の

結節点、信州まつもと空港 福岡、千歳便）。長い分水嶺。

ワインの産地

漆器の産地

（1998長野オリン

ピックのメダル）

2レタスの産地



塩尻市から周辺地域へのアクセス塩尻市から周辺地域へのアクセス塩尻市から周辺地域へのアクセス塩尻市から周辺地域へのアクセス

富山：２時間富山：２時間富山：２時間富山：２時間

長野：１時間長野：１時間長野：１時間長野：１時間

東京：東京：東京：東京：

２時間３０分２時間３０分２時間３０分２時間３０分名古屋：２時間名古屋：２時間名古屋：２時間名古屋：２時間
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塩尻市情報化の概要塩尻市情報化の概要塩尻市情報化の概要塩尻市情報化の概要 （長野県塩尻市）（長野県塩尻市）（長野県塩尻市）（長野県塩尻市）

自らの情報通信基盤として塩尻市が自らの予算で運用中。今後も情報通信基盤として継続

●市独自ＩＣＴ事業 【【【【塩尻インターネット塩尻インターネット塩尻インターネット塩尻インターネット】】】】

・１９９６年 塩尻インターネット接続機構（会員１万人を超える全国初めての市営プロバイダ

事業）を地元ＩＴ企業・個人と一緒にオープンソースで展開実施

・全国初の行政 ＪＰＮＩＣ会員・ＪＰＲＳ事業者（ドメイン割当、ＩＰアドレス割当）・通信事業者

●総務省所管「街中にぎわい創出事業等」 【【【【情報拠点・光ファイバー網情報拠点・光ファイバー網情報拠点・光ファイバー網情報拠点・光ファイバー網】】】】

・２０００年 情報拠点「塩尻情報プラザ」（情報体験ギャラリー、研修室、ネットワーク管理設備）

・光ファイバーネットワーク（小中高等学校、支所、博物館、在宅介護施設、保育園、工業団地

など７２ヶ所を自前のギガビット光ファイバーで接続、現在光ファイバー総延長１３０Ｋｍ）

●総務省所管「地域児童見守りシステムモデル事業」

【【【【世界一のアドホック無線ネットワーク世界一のアドホック無線ネットワーク世界一のアドホック無線ネットワーク世界一のアドホック無線ネットワーク】】】】

・２００６年 市内全域の特定小電力アドホック無線網（中継機６４０台設置運用中）

●総務省所管「ＩＣＴ街づくり推進事業」 【【【【情報の見える化情報の見える化情報の見える化情報の見える化】】】】

・２０１２・２０１３年 「ＩＣＴ街づくり推進事業」の事業実施
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ＩＣＴで地域から新たなサービス価値や地域産業の創出を目指す

●総務省所管「ふるさとテレワーク推進実証事業」【【【【雇用機会創出雇用機会創出雇用機会創出雇用機会創出】】】】

・２０１５年 長野県・塩尻市・富士見町・王滝村連携の実証事業実施

・２０１６年 松本市・塩尻市コワーキングスペース間交流・連携創出事業実施
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地域児童見守り事業イメージ図地域児童見守り事業イメージ図地域児童見守り事業イメージ図地域児童見守り事業イメージ図 【【【【塩尻市塩尻市塩尻市塩尻市】】】】

押しボタン等による緊急通報押しボタン等による緊急通報押しボタン等による緊急通報押しボタン等による緊急通報

自宅等から随時に自宅等から随時に自宅等から随時に自宅等から随時に

児童の居場所を検索把握児童の居場所を検索把握児童の居場所を検索把握児童の居場所を検索把握

携帯電話等パソコン等

中継機
△△さん 塩尻市光ネットワーク インターネット

○○君 ○○君緊急事態！スーパー□□付近SOSSOSSOSSOS！！！！
◎◎付近

（構築エリアに設置）

無線タグ（児童が携帯）定時通信

塩尻東小学校エリア塩尻東小学校エリア塩尻東小学校エリア塩尻東小学校エリア サーバ（塩尻情報プラザに設置）
（児童の保護者）（児童の保護者）

携帯電話網携帯電話網携帯電話網携帯電話網
中継機

△△さん
○○君SOSSOSSOSSOS！！！！

（構築エリアに設置）

無線タグ（児童が携帯）定時通信

その他小学校エリアその他小学校エリアその他小学校エリアその他小学校エリア 塩尻東小学校塩尻西小学校桔梗小学校広丘小学校吉田小学校片丘小学校宗賀小学校洗馬小学校木曽楢川小学校辰野小学校（組合立）
押しボタン等による緊急通報押しボタン等による緊急通報押しボタン等による緊急通報押しボタン等による緊急通報

親機
ゲートウェイ 親機ゲートウェイ

連携体制
調査研究会・警察署・教育委員会・ＰＴＡ・小学校・タクシー事業者

中継機中継機中継機中継機 ６４０台６４０台６４０台６４０台 小学校１０校小学校１０校小学校１０校小学校１０校

半径３５０ｍから５００ｍに１台半径３５０ｍから５００ｍに１台半径３５０ｍから５００ｍに１台半径３５０ｍから５００ｍに１台
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ICタグの操作で

緊急情報を送信

地域児童見守りシステム概要（長野県塩尻市）

平常時

緊急時

状態把握システム

情報提供システム

登下校確認システム

保護者

ICタグ

街頭に

中継機

を設置

中継機

通学路上の中

継機がICタグ
を読み取り

学校で中継機がICタグ

を読み取り

通学路

学校

平常時には携帯電話、パソコンで児童の登下校状況、位置情報を把握緊急時には危険通報メール、不審者情報メールを受け取ることができる
不審者

不審者情報を

元にメールを

送信

危険通知システム

ICタグ

緊急事態

児童の危険通報により

保護者からタクシー事

業者に駆けつけを依頼

駆けつけ依頼駆けつけ依頼駆けつけ依頼駆けつけ依頼

警察

学校

危険通報危険通報危険通報危険通報

現場状況の連絡現場状況の連絡現場状況の連絡現場状況の連絡
メーリングリストにより登

録者に駆けつけ依頼

現場へ駆けつけ現場へ駆けつけ現場へ駆けつけ現場へ駆けつけ

位置情報位置情報位置情報位置情報

位置情報位置情報位置情報位置情報

情報提供情報提供情報提供情報提供

中継機

総務省所管、平成１８年度補正予算「地域児童見守りシステムモデル事業」で事業実施。

全国４９件の提案中１６件採択。
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アドホックネットワーク（既存）
携帯端末などから、通信エリアで情報を閲覧

光ファイバーネットワーク（既存）
（新規センサー）ＧＰＳ子機、安否確認カード、鳥獣害ＧＰＳ、（新規センサー）ＧＰＳ子機、安否確認カード、鳥獣害ＧＰＳ、（新規センサー）ＧＰＳ子機、安否確認カード、鳥獣害ＧＰＳ、（新規センサー）ＧＰＳ子機、安否確認カード、鳥獣害ＧＰＳ、放射能、橋梁振動、傾斜、気象、フィールドサーバ放射能、橋梁振動、傾斜、気象、フィールドサーバ放射能、橋梁振動、傾斜、気象、フィールドサーバ放射能、橋梁振動、傾斜、気象、フィールドサーバ

インターネット携帯電話ネットワーク等

各種センサー情報をクラウドサーバーに送信
市内Wi-Fiフリースポットエリアワンセグ（既存）

緊急情報をメールで携帯端末に受信後、いつでもどこでも安全に情報を閲覧
中継機（新規）５台中継機（新規）５台中継機（新規）５台中継機（新規）５台

域内携帯端末の動態情報をクラウドサーバーに蓄積
携帯端末情報携帯端末情報携帯端末情報携帯端末情報取得（新規）取得（新規）取得（新規）取得（新規）

（既存センサー）土中水分、水位、見守り、バス情報をクラウドサーバーに送信
時空間プラットフォーム（新規）時空間プラットフォーム（新規）時空間プラットフォーム（新規）時空間プラットフォーム（新規）

携帯端末などから、時間、場所、事象情報をいつでもどこでも情報を登録

天候、防犯、防災、政策、観光、歴史、文化、農業、健康、福祉等の情報を処理天候、防犯、防災、政策、観光、歴史、文化、農業、健康、福祉等の情報を処理天候、防犯、防災、政策、観光、歴史、文化、農業、健康、福祉等の情報を処理天候、防犯、防災、政策、観光、歴史、文化、農業、健康、福祉等の情報を処理 防災情報マネジメントシステム（新規）防災情報マネジメントシステム（新規）防災情報マネジメントシステム（新規）防災情報マネジメントシステム（新規）Ｊ－ＡＬＥＲＴ、気象庁警戒情報をマルチメディＪ－ＡＬＥＲＴ、気象庁警戒情報をマルチメディＪ－ＡＬＥＲＴ、気象庁警戒情報をマルチメディＪ－ＡＬＥＲＴ、気象庁警戒情報をマルチメディア変換して公共コモンズ、エリアメール等にア変換して公共コモンズ、エリアメール等にア変換して公共コモンズ、エリアメール等にア変換して公共コモンズ、エリアメール等に情報配信情報配信情報配信情報配信認証システム（新規）認証システム（新規）認証システム（新規）認証システム（新規）

携帯端末などから、時間、場所、天候情報をサーバーに蓄積 エリア内の携帯端末などにマルチキャスト通信で情報を提供

総合クラウドシステム（新規）総合クラウドシステム（新規）総合クラウドシステム（新規）総合クラウドシステム（新規）総合クラウド

相互認証

ビッグデータＤＢシステム（新規）ビッグデータＤＢシステム（新規）ビッグデータＤＢシステム（新規）ビッグデータＤＢシステム（新規）他の自治体等時空間プラットフォーム・住民ポータルシステムをクラウドサービスとして利用
オープンデータ提供システム（新規）オープンデータ提供システム（新規）オープンデータ提供システム（新規）オープンデータ提供システム（新規）情報表示プラットフォーム（新規）情報表示プラットフォーム（新規）情報表示プラットフォーム（新規）情報表示プラットフォーム（新規）住民住民住民住民ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイトプラットフォーム（新規）プラットフォーム（新規）プラットフォーム（新規）プラットフォーム（新規）複雑な住民サービスを住民視点でわかりやすくセンサーや行政ビッグデータを活用した提案型個人サービスサイトを構築

公共公共公共公共Wi-Fiスポットスポットスポットスポット センサー情報プラットフォーム（新規）センサー情報プラットフォーム（新規）センサー情報プラットフォーム（新規）センサー情報プラットフォーム（新規）蓄積データ気象情報気象気象気象気象データ収集機能（新規）データ収集機能（新規）データ収集機能（新規）データ収集機能（新規）

ビッグデータビッグデータビッグデータビッグデータ
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Nepal
Annapurna

8

Nepal Trekker Tracking SystemNepal Trekker Tracking SystemNepal Trekker Tracking SystemNepal Trekker Tracking System
Supported by APT Dec 2013

Nihon Software engineering 

Co.,Ltd.  CEO Kazuyuki 

Sakamoto 



WATS Project in Fukushima

Nihon Software engineering Co.,Ltd.    CEO Kazuyuki Sakamoto 
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Shiojiri Cityが、2015年ICFの企画するインテリジ
ェントシティ（世界で２１都市）に選ばれました

ICFの発表は、次により閲覧できます。
ビデオICF Smart21 video          https://www.youtube.com/watch?v=iZo6o5TOch8
ホームページICF home page http://www.intelligentcommunity.org/
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ＷＳＩＳ＋１０ハイレベルイベントへの参加
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Posted on one side of Shiojiri
Citizen Times

Laying inclinometers on both sides 
of the banks of the Midori lake

Midori lake

Continuous monitoring of the reservoir by inclinometer (1)

Downstream side

Lake side
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System configuration and function

Inclinometer: EPSON

A550

- Constantly 

measurement of the 

inclination angle

Control unit: EPSON

- Alarm device control 

and tilt angle 

measurement

- Send state and the 

measurement data to 

Shiojiri-city wireless 

network

- Measurement data 

storage to the SD card

Alarm equipment 
- Alarm by the patrol lamp and siren

- Emergency e-mail transmission

Continuous monitoring of the reservoir by inclinometer (2)
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Continuous monitoring of the bridge byvibration meter

System configuration and function

Control unit: EPSON

- Alarm device control 

and tilt angle 

measurement

- Send state and the 

measurement data to 

Shiojiri-city wireless 

network

- Measurement data 

storage to the SD 
card

- Power control unit

Power supply

- Solar panel

- Battery

- Power control unit

Vibration data and FFT analysis of bridge

Vibration meter: EPSON A550

- Constantly measurement of the bridge vibration
14



土中水分計測システム運用状況
実証実験中の対象斜面現場

土中にセンサー挿入
半導体型センサー（5 mm × 5 mm）

半導体型土壌水分量計測用センサ−無線送信装置・バッテリーボックス

無線送信装置
0.20.40.60.81.0

05
1015
20

21th Jun 7th July 23th July 8th Aug 24th Aug 9th Sep 25th Sep 11th Oct
水分量[m3/m3] 降水量[mm/h]中腹地点中腹地点中腹地点中腹地点

山頂付近山頂付近山頂付近山頂付近
時間（６月から９月）

土中水分量グラフ

平成１８年豪雨

災害現場
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センサーネットワークの横展開

ポータルサイト

橋梁振動情報土中水分情報
クラウドシステム

地元農家・猟友会 地域住民メール

獣の検知情報
河川の水位情報見守り（位置）情報 バス位置情報

農地耕作情報
堰堤傾斜情報

温度、湿度、風情報
放射能情報

ＩｏＴの社会的要求により、更に電気、ガス、水道、下水道などの用途が広がるが、「ＩＣＴ街ＩｏＴの社会的要求により、更に電気、ガス、水道、下水道などの用途が広がるが、「ＩＣＴ街ＩｏＴの社会的要求により、更に電気、ガス、水道、下水道などの用途が広がるが、「ＩＣＴ街ＩｏＴの社会的要求により、更に電気、ガス、水道、下水道などの用途が広がるが、「ＩＣＴ街

づくり推進事業」のプラットフォームを信州大学・東京大学の協力を得てブラッシュアップしづくり推進事業」のプラットフォームを信州大学・東京大学の協力を得てブラッシュアップしづくり推進事業」のプラットフォームを信州大学・東京大学の協力を得てブラッシュアップしづくり推進事業」のプラットフォームを信州大学・東京大学の協力を得てブラッシュアップし

ながら、今後ながら、今後ながら、今後ながら、今後 ＩｏＴの基礎技術やセキュリティ技術を含め、横展開を地域モデルとして行う。ＩｏＴの基礎技術やセキュリティ技術を含め、横展開を地域モデルとして行う。ＩｏＴの基礎技術やセキュリティ技術を含め、横展開を地域モデルとして行う。ＩｏＴの基礎技術やセキュリティ技術を含め、横展開を地域モデルとして行う。

今後今後今後今後

課題の内容と解決課題の内容と解決課題の内容と解決課題の内容と解決

ＷＷＷＷi-Fi
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データの見える化データの見える化データの見える化データの見える化

（情報収集・情報蓄積）（情報収集・情報蓄積）（情報収集・情報蓄積）（情報収集・情報蓄積）

データの見える化データの見える化データの見える化データの見える化

（情報収集・情報蓄積）（情報収集・情報蓄積）（情報収集・情報蓄積）（情報収集・情報蓄積）

17

見守り

気象
放射

能

土砂水位

公共構造物鳥獣

害

バス位置

データサイエンスマルチキャスト

共通認証

データ
地域ポータル

人に伝えるためのサービスや仕組み人に伝えるためのサービスや仕組み人に伝えるためのサービスや仕組み人に伝えるためのサービスや仕組み

（情報伝達）（情報伝達）（情報伝達）（情報伝達）

人に伝えるためのサービスや仕組み人に伝えるためのサービスや仕組み人に伝えるためのサービスや仕組み人に伝えるためのサービスや仕組み

（情報伝達）（情報伝達）（情報伝達）（情報伝達）

スマートな社会の実現スマートな社会の実現スマートな社会の実現スマートな社会の実現スマートな社会の実現スマートな社会の実現スマートな社会の実現スマートな社会の実現

スマートフォンの爆発的普及スマートフォンの爆発的普及スマートフォンの爆発的普及スマートフォンの爆発的普及スマートフォンの爆発的普及スマートフォンの爆発的普及スマートフォンの爆発的普及スマートフォンの爆発的普及

アプリ

開発

アプリ

開発
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市道の破損、公共設備、不法投棄通報アプリ市道の破損、公共設備、不法投棄通報アプリ市道の破損、公共設備、不法投棄通報アプリ市道の破損、公共設備、不法投棄通報アプリ
循環循環循環循環バス位置表示バス位置表示バス位置表示バス位置表示
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ビジネス発生ビジネス発生ビジネス発生ビジネス発生

ビジネスビジネスビジネスビジネス

発生発生発生発生

（継続するために）

サービスサービスサービスサービス



民間サービス民間サービス

パートナーシップに

よるサービス開発

パートナーシップに

よるサービス開発

行政サービス行政サービス

行政主導の公共サービスの提供行政主導の公共サービスの提供行政主導の公共サービスの提供行政主導の公共サービスの提供行政主導の公共サービスの提供行政主導の公共サービスの提供行政主導の公共サービスの提供行政主導の公共サービスの提供

民間サービス民間サービス

パートナーシップ主導による

サービスの提供

パートナーシップ主導による

サービスの提供

行政サービス行政サービス

拡大拡大拡大拡大 縮小縮小縮小縮小

ＩＣＴを活用した公共サービスを効率的に実現ＩＣＴを活用した公共サービスを効率的に実現ＩＣＴを活用した公共サービスを効率的に実現ＩＣＴを活用した公共サービスを効率的に実現ＩＣＴを活用した公共サービスを効率的に実現ＩＣＴを活用した公共サービスを効率的に実現ＩＣＴを活用した公共サービスを効率的に実現ＩＣＴを活用した公共サービスを効率的に実現

社会的な規

模の縮小

社会的な規

模の縮小

人口縮小

財政縮小

資源縮小

人口縮小

財政縮小

資源縮小

スマート社会

の実現

スマート社会

の実現

現在現在

オープンデータオープンデータ ビッグデータビッグデータＩＣＴＩＣＴ
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海外における先進的取組の例 ＜ニューヨーク市 （MODA）＞ 7

● ２０１２年に「オープンデータ条例」を制定するとともに、２０１３年には市長直下のデータ分析室（ＭＯＤＡ）を設置。

● ＭＯＤＡが中心となり、ニューヨーク市の様々な組織間のデータ共有と相互運用を可能とするプラットフォーム

「Data Bridge」を設置。市庁舎内外の機関が保有する５０以上のデータベースからデータを自動的に収集・集約。各

機関がアクセスしてデータ利用を行うことが可能となり、市庁内におけるデータ利活用の取組が大きく進展。

● また、「New York’s Open Data Portal 」を開設。市の総合電話相談サービス（３１１）の相談記録データ、財政局

の不動産登記記録、地区別の電力消費量など１２，０００以上のデータセットを公開。

● さらに、「分析による中小企業の成長駆動」を目的として「NYC Business Atlas」を開設。多様な情報源から収集した

データをＭＯＤＡが掛け合わせて分析した結果を地図上で可視化。各企業・個人がアクセス可能で、事業展開に活用。

 国勢調査による人口統計データ、年齢別人口分布、建設

局や都市計画局の保有する許認可記録、財務局の売上

税情報など自治体保有のデータ、交通データなど民間

保有のデータなどを収集、公開。

 また、ＭＯＤＡが各種データを組み合わせて分析した結果

を地図上で可視化。

 企業等が新規ビジネスの開業や既存事業の横展開をす

るに当たっての場所の決定等に活用。

中小企業支援への活用 NYC Business Atlas

（出典）NYC Business Atlas



海外における取組例① ＜米国・農業保険サービス＞ 13

【農家・農作物専門保険サービス（米国・Climate Corporation）】

● 国立気象サービスがリアルタイムに提供する地域ごとの気象データや、米国農務省が提供する過去６０年間の収穫

量・土壌情報等を活用して、地域や作物ごとの収穫被害発生確率を予測し、保険料を算定。

• 国立気象サービスがリアルタイムに提供する２５０
万か所の気象測定データと、主要な気象予測モ
デルから得られる日々の気象予報のデータを、
１，５００億カ所の土壌観察のデータと組み合わせ
て処理。

• さらに、地域ごとの気象データに対して農地の標
高や水域への近さなどの補正を加え、２．５平方
マイル単位で雨量や気温をより正確に予測。

■ 収穫被害発生確率に基づいた公平な保険料の設定

■ Monsanto CompanyがClimate Corporationを約11億ＵＳ＄で買収
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地域の役所がIoTやICTの利活⽤を進め、住⺠へのサービスが変われば、地域の中⼩企業も変わって
いく。
 ⽇本全体の55％（⼈⼝ベース）は30万⼈以下の市町村で⽣活している

基礎⾃治体は、地域における最⼤の事業組織体。
地域においてIoTが利活⽤されるためには、⾃治体が変わる必要がある。

⾃治体がICTを活⽤できていない

消費者も地域におけるICT活⽤の
利便性を感じずに利活⽤が進まない

住⺠からの要望も少なく、地域の中⼩企業
も利活⽤を進める必要性を感じない

⾃治体がIoT等を活⽤して様々なユースケース
や横連携を実施しICT化が進展

地域内外の消費者に活⽤される

⽬の肥えた消費者や⾃治体とやりとりをする
ために、中⼩企業も否応なしに変わっていく

問題意識
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また、利⽤者に合った情報やサービスを各分野横断で取得できることで利⽤が促進される

各分野毎だけでなく、⾃治体の施策や利⽤者の便益につながる形でのサービスや
情報の提供を⾏っていく必要がある。

医療
関係

職業
・

雇⽤
教育 環境 ･･･

医療関係
情報
・

健康サービ
ス

求⼈情報
・

シェアリン
グ等

公教育情報
・

スマート
教育 等

住居情報
・

天気/環境
センサー

･･･

縦割り⾃治体の政策・
利⽤者視点

地域におけるICT利活⽤の課題

⼈⼝減少⻭⽌め
U/Iターン

インバウンド

・・・・

提供される情報やサービスも縦割りで有機的な連携等が少ない
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○ ゲストによる消費等 約3.8兆円

○ ホストによる投資等 約1兆円

○ インバウンド消費 約7.5兆

円

シェアリングエコノミーの市場予測・経済効果

（出典）PwC「The sharing economy ‐ sizing the revenue opportunity」

■ 全世界の市場は2025年3350億ドル

図表：総務省 平成27年版情報通信白書
特集テーマ 「ICTの過去・現在・未来」 本編より

■日本の経済効果は10兆円台

効率的に遊休資産をマッチングするシェアリングエコノミーは

短期間で大きな経済効果を生み出す可能性がある

9

（新経済連盟の試算より）

ホームシェア 12.3兆円

ホームシェアによって、インバウンド消費を含めた経
済効果を生み出す。

ライドシェア 3.8兆円以上

ライドシェアによる渋滞緩和やそれによる損失時間の
大幅削減などにより、社会の生産性が向上され、経済
効果を生み出す。
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自治体の課題と対応するシェアリングサービス
18

資源を有効に活用し、負担となる公共サービスの一部を民間経済によって補うことによって、
財政的負担を軽減していきます。

行政サービス

ジャンル
解決したい課題 シェアリングサービス例

1.雇用創出 若者、女性に向けた地域での新しい仕事づくり ・クラウドワークス（クラウドソーシング）

・ランサーズ（クラウドソーシング）

・ココナラ（知識・スキル・経験を500円で売買）

2.男女共同参画 女性が働きやすい環境づくり ・エニタイムズ（日常のスキルシェア）

・タスカジ（家事代行/家政婦マッチング）

3.社会福祉 子育てしやすい環境づくり ・アズママ（送迎・託児の安心頼り合い）

・キッズライン（ベビーシッターマッチング）

4.公共交通 ①過疎地域での代替公共交通手段の創出

②観光客向けの新たな移動手段の創出

・Uber（配車アプリ）

・notteco（長距離ライドシェア）

・COGICOGI（シェアサイクル）

5.観光振興 宿泊施設需要の取り込みによる観光業の活性化 ・airbnb（民泊）

・スペースマーケット（民泊）

・homeaway（民泊）

観光ガイド、観光体験プログラムによる観光業の活性化 ・tabica（着地型日帰り観光体験）

・Huber（訪日外国人旅行者向け ガイドマッチング）

・tadaku（外国人が教える家庭料理教室）

6.公的不動産活用 自治体が保有する低未利用施設の利活用による稼ぐ公共施設への転換 ・スペースマーケット（有休スペースのシェア）

・軒先（有休スペースや駐車場の一時シェア）

・トメレタ（シェア駐車場）
7.民間資産活用 空き家、空き店舗、空きビル等の利活用による民間不動産の活性化

8.教育 生涯教育 ・ストリートアカデミー（学びのマーケットプレイス）

9.農林水産 農林水産資源を活かしたグリーンツーリズムの開発 ・tabica（着地型日帰り観光体験）

10.災害対策 災害時の緊急支援サポートの開発 ・シェア系各社


