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スーパーシティ構想の名称 日本一豊かでサステイナブルな『スマートヴィレッジやぶ』構想

対象区域
（別途、位置図等を添付）

養父市全域

地域の課題、課題解決のため
の目標等

国土の約7割を占める中山間地域は、地理や気候のほか、少子化や高齢化といった社会的な面も含めた条件不利により、他の地域では当たり前に提
供されている暮らしを支えるサービス、暮らしを豊かにするサービスなどを享受する機会が限定的なものになっていると言われています。そのような中、養父市
では国家戦略特区の指定を受け、規制緩和を活用した取組みを積極的に進め、農業のスマート化や医療分野のオンライン化、物流でのドローン活用など
多くの企業と連携することで、先端技術を身近なものとして利用できるよう取り組んでいます。
これらの経験を通じ「中山間地域にこそ先端技術の導入が急がれる」という想いのもと、「日本一豊かでサステイナブルな『スマートヴィレッジやぶ』」を基本
理念として、暮らしや活動のあらゆる場面に先進技術を導入・実装し、近未来の中山間地域の豊かな暮らしを実現します。

スーパーシティ構想の概要
（次ページにイメージ図を添
付）

「スマートヴィレッジやぶ」構想における日本一豊かでサステイナブルな暮らしの実現を目指し、段階的に取組みを進めます。
フェーズ1では、データ連携基盤の構築を中心に下記の市民サービスの実装に向けて取り組みます。
フェーズ2では、フェーズ1を素地とし、市民サービスのさらなる拡張に向けて取り組みます。
本市では、スーパーシティ構想のもと、誰も取り残さず、市民各々の生活の質の向上と中山間地域における持続可能なまちづくりを目指し、温かみを忘れ
ない先端技術の実証・導入に向けて取組みを推進していきます。
①マイナンバーウォッチを活用した先進的な行政・民間サービスのデジタルプラットフォームの構築
市内のスマート化と地域におけるデジタル産業の育成を目的として、マイナンバーカードの普及活動と併せてウェアラブル端末にマイナンバーカードの機能を搭
載し、行政サービスや日常生活における消費活動など様々な場面での利便性の向上を図る。
②デジタルPFIによる「市民総合アプリ」(バーチャル市役所、ICT活用による地域解決型サービス等)の構築と提供
行政手続き等をデジタル化しオンライン上で完結できるバーチャル市役所など、市民生活における利便性向上を目的に全市民共通のアプリケーションを開
発する。
③地域経済を活性化させる地域通貨等の導入
地域内の商店等で活用できる地域通貨「養父ポイント」を導入し、健康増進活動や社会貢献活動への参画に対して地域通貨を付与することで、地域
内経済の循環と活性化を目指す。
④オンラインによる生活指導の導入
オンラインとIoT機器を活用した『管理栄養士』による寄り添い重視の人工透析予防プログラムを構築・導入し、高額な医療費の抑制を図ると共に市民の
健康寿命の伸長や生活の質の向上を目指す。
⑤オンラインによる医療の推進
呼吸器感染症（特にインフルエンザ）に対する自己検査を組み込んだオンライン診療を推進し、地域全体での様々な感染症拡大の抑制やより堅牢な
医療体制構築を目指す。 2
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養父市「日本一豊かでサステイナブルな『スマートヴィレッジやぶ』構想」の概要
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Ⅰ 概要

社会の変革期にあるいま、中山間地域にこそ必要な人口減少下においても豊かでサステイナブルな暮らしを実現します。

①マイナンバーウォッチを活用した先進的な行政・民間サービスのデジタルプラットフォームの構築 ②デジタルPFIによる

「市民総合アプリ」(バーチャル市役所、ICT活用による地域解決型サービス等)の構築と提供 ③地域経済を活性化させ

る地域通貨等の導入 ④オンラインによる生活指導の導入 ⑤オンラインによる医療の推進 等

市民総合アプリ

バーチャル市役所

お散歩アプリ

空き家対策アプリ
：

マイナンバーウォッチ 地域通貨 オンライン
生活習慣指導

…

データ連携

中山間地域と呼ばれる区域に養父市はあります。中山間地域では、広い区域に集落が点在する地域的条件

や気候のほか、著しく進行している少子高齢化等の社会的な面も含めた条件不利により、他の地域では当たり

前に提供されている暮らしを支え、豊かにするサービスなどを享受する機会が限定的なものになっています。

本市では、スーパーシティ構想のもと、誰も取り残さず、市民各々の生活の質の向上と中山間地域における持

続可能なまちづくりを目指し、温かみを忘れない先端技術の実証・導入に向けて取組みを推進していきます。



位置図等
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Ⅰ 概要

養父市は、兵庫県北部の但馬地域の中央に位置する中山間地
域の自治体です。

平成26年５月には国家戦略特別区域の指定を受け、中山間農
業の改革・振興をはじめとする事業について、以下のような規制改革
メニューを提案、実施しています。

●農業生産法人に係る農地法等の特例
●農業委員会と市の事務分担
●企業による農地取得の特例
●農業への信用保証制度適用
●道路運送法の特例
●医薬品医療機器等法の特例
●農家レストラン設置に係る特例
●旅館業法施行規則の要件緩和
●高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例

【養父市の状況】
○人口 ２２，６３４人 （Ｒ3年3月末時点）

○面積 ４２２．９１㎢

○高齢化率 ３８．９３％ （Ｒ3年3月末時点）

○合計特殊出生率 １．６２ （H27国勢調査）

○地域指定 市全域過疎地域、豪雪地帯

○財政状況（H30決算に係るもの）

財政力指数 ０．２３１

実質公債費比率（３ヵ年平均）５．９％

○令和３年４月１日現在マイナンバーカード

交付率 ４３．５％（申請率 ５９．１％）※住基人口比



2021年度 2022年度 2023年度

住民との共創

データ連携基盤

マイナンバーウォッチ
（先端的サービス）

市民総合アプリ
※バーチャル市役所等導入

（先端的サービス）

地域通貨等の導入
（先端的サービス）

オンラインによる
生活習慣指導
（先端的サービス）

オンラインによる医療
（先端的サービス）

全体スケジュール（予定）

・
・
・

システム開発 運用開始（R4.3プレ運用、R5.4～本番稼働）

議会説明・住民説
明会実施

Ⅰ 概要
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調査（R3.12～） 実装（R4.8～）実証（R4.4～）

養父市スマートヴィレッジ推進会議(仮称)開催

実証（R4.1～） 実装（R4.６～）調査（R3.８～）

実証（R4.1～） 実装（R4.4～）調査（R3.８～）

※アンケート結果を随時事業反映

フ
ェ
ー
ズ
1

※その他先端的サービスは、上記事業の検証等の後、段階的に推進していく。
（～R5年度末を目途）

フ
ェ
ー
ズ
2

調査（R3.12～） 実装（R4.8～）実証（R4.4～）

調査（R3.12～） 実装（R4.8～）実証（R4.4～）



スーパーシティ構想の推進体制
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Ⅰ 概要

まちづくり推進本部
（市長を本部長とする）

≪事務局≫
国家戦略特区・地方創生課

国家戦略特区に係る規制改革の提案・内部統括等を
行っているため、本事業においても事務局業務を担当する。

先端サービス提供事業者

株式会社エルテス

株式会社ORANGE kitchen

塩野義製薬株式会社

株式会社DK-Power

フェリカポケット
マーケティング株式会社

中央復建コンサルタンツ株式会社

サグリ株式会社

日本航空株式会社

一般社団法人日本サステイナブル
コミュニティ協会

株式会社NEXT MOTION

丸紅ネットワーク
ソリューション株式会社

みやまパワードHD株式会社

株式会社リコー

データ連携基盤整備事業者

株式会社日立製作所

養父市

アーキテクト

＜委員＞

養父市
スマートヴィレッジ
推進会議（仮）

事業者

≪ミッション≫
継続的な

情報交換・連携に
係る中間支援

……

フ
ェ
ー
ズ
1

フ
ェ
ー
ズ
2

庁内関係各課

部署横断的なプロジェクトチームを設置しており、積極
的な事業間連携を図っている。
特に庁内におけるデジタル分野については、R3年度に
新設されたデジタル推進室を統括とし、各提案事業に係
るデジタル化をより強力に推進していく。

市民
総合アプリ

マイナンバー
ウォッチ

地域通貨等

本組織を設置要綱に基づいて
設置し、アーキテクトを中心とした
中間支援組織として、市と事業
者の間で情報交換や連携等に係
る支援を行う。

市内におけるニーズと事業者より
提供されるサービスの調和を図り、
市内の暮らし・活動のあらゆる場
面に先進技術を導入・実装する
ことで、近未来の中山間地域の
豊かな暮らしの実現を目指す。

＜委員長＞

・外部有識者
・市民代表 等



Ⅱ➀「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項
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先端的サービスの概要

≪ フェーズ1 ≫ ≪ フェーズ2 ≫

フェーズ1の各事業のデータ連携基盤の整備・進捗
状況を鑑みながら、「フェーズ2」として位置づけた事
業につなげ、より一層の住民生活の価値向上を目
指す。

市民総合アプリ
（バーチャル市役所等）

デジタルPFIによる
市民総合ポータルWeb・
アプリの提供

P9～

P7～

マイナンバーウォッチ

マイナンバーウォッチを活用
した先進的な行政・民間
サービスのデジタルプラット
フォーム構築

P13～

地域通貨等の導入

地域通貨「養父ポイント」
導入による健康増進・社
会貢献支援及び地域経
済循環の促進

P23～

オンラインによる診療の推進

呼吸器感染症（特にイン
フルエンザ）に対する自己
検査を組み込んだオンライ
ン診療の推進

P20～

オンラインによる
生活習慣指導

オンラインとIoT機器を活
用した寄り添い重視の人
工透析予防プログラム「し
おみる」

次の事業を「フェーズ1」と位置づけ、調査・実証を経て導
入し、市内におけるデジタル基盤の構築及び運用ノウハウの
獲得を目指す。

事業（案）

MaaSによる交通・物流効率化

マイナンバーウォッチによる行政等市民サービス

ドローン物流

木質バイオマス発電、道の駅のレジリエンス強化

ドローンによる様々なサービス

地域通貨等市民サービス

AIカメラによる監視、観光マーケティング

再エネ×EVによる地域資源循環型社会の実現

あゆ公園エコパーク構想

…
…



（各サービスの説明）先端的サービス１

〇先端的サービスの名称
マイナンバーウォッチを活用した先進的な行政・民間サービスのデジタルプラットフォーム構築

○対象分野（移動・物流・支払い・行政・医療・介護・服薬・教育・エネルギー・ 環境・防犯・防災など ※例示した分野以外でも、当然構いません。）
行政サービス・移動・物流・支払い・行政・医療・介護・服薬・教育

〇先端的サービスの内容
地域資源を活用した小水力発電やバイオマス発電による売電収益を原資として地域に再投資し、地域課題の解決及び地域活性化する地域経済循環モデルを構築する。
特に、スーパーシティでの取組みを契機に、マイナンバーカードを全市民への交付を実現して地域の様々なサービスのデジタル化を促進するだけではなく、マイナンバーの新たな活用事例や
スマートフォンを含む他機器やサービスとの連携のモデル都市となる取組みを展開する。
【具体的なサービス】
a.マイナンバーと同じ技術及びセキュリティ規格の非接触ICを搭載するスウォッチの時計を活用した「マイナンバーウォッチ」をカードの代わりに住民に提供する。
b.マイナンバーや近い将来には免許証・保険証等の個人IDの他、民間サービスとして地域の図書館やプールの会員証含めた地域サービスの会員証も「マイナンバーウォッチ」に組み込む。
c.地域通貨や、VISAタッチ(銀行口座)と連携したスーパーやコンビニ等での少額決済(既にセブンイレブン・ローソン・イオンは対応済)も「マイナンバーウォッチ」で行えるようにする。
d.マイナンバーウォッチの筐体や文字盤には世界中の芸術系大学と連携してオリジナルデザインを活用し、「腕時計のデザイン」を通じた新たな養父市の観光事業へも繋げる。
【ターゲットとする効果】
地域通貨や商業店舗をはじめとする施設等の会員IDとしてのマイナンバーとの連携だけではなく、例えば小学生が登校下校を「タッチ」で家族に知らせる学生IDへの活用など、幅広い活
用事例を「全住民への供給」を介して実現する。
また、小学生はスマートフォン等の端末を経済的な理由で持てない場合でも、親のスマートフォンで子どものマイナンバーウォッチを「管理」できるなどのシステム構築等まで手掛ける。
一方で、既にスウォッチ社はカスタムデザインに対しての対応も合意していることから、筐体や文字盤の材質からデザインまでを手掛けるデザインオフィスを地域に設立することで、マイナンバー
ウォッチを通して新たな地域産業の育成，若手クリエイターの移住促進，そのためのワーケーション施設設置やワーケーションの会員証にマイナンバーウォッチを手掛けるなど、様々な「マイナ
ンバーウォッチを活用した」サービスや活動を進める。

〇関連する規制・制度改革事項（新たな規制改革の提案、既存の国家戦略特区の特例措置の活用）
【対象法】行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律施行令（平成26年政令第155号）
上記第3章「個人番号カード（第13-18条）」の記載内容に基づいて、セキュリティ仕様（ISO/IEC15408及び耐タンパー性）に準拠のICを搭載したプラスチック製のカードが
マイナンバーカードとして発行されている。
この際、カードに搭載される個人情報等が書き込まれるIC以外の規定が無いため、プラスチックの板状である必要はなく、形状、材質についても柔軟に対応できるのではないかと考える。
この為、
-1.当該法律施行令に附則を設けて、現施行令に準拠したICやセキュリティ仕様を付した腕時計をマイナンバーカードとして活用すること
-2.マイナンバーカードには本人写真が券面に記載されているが、腕時計においては本人写真の記載を外して代替措置によって本人認証すること
上記についての規制・制度改革について要望する。
〇スケジュール
2021年度（1年目）：養父市民1,000人程度を対象にマイナンバーウォッチを活用して、行政サービス・民間サービスにおける実証実験を実施する
2022年度（2年目）：養父市の全市民を対象としてマイナンバーウォッチを活用した行政サービス・民間サービスでの導入を開始する
2023年度（3年目）：養父市だけでなく、特定連携都市や区域向けのマイナンバーウォッチ活用サービス事業の開始

○先端的サービスを実施する主要な事業者の候補
株式会社DK-Power, Swatch Group Japan(スウォッチ・グループ・ジャパン)株式会社, 官民による特別目的会社設置等

〇先端的サービスに係る費用及びその負担主体
マイナンバーウォッチの費用は約10,000円/個
負担主体としてはDK-Power社であり、財源としてはの地域に導入する再エネルギーの売電収益を活用する。

8

Ⅱ➀「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項

株式会社DK-Power



Ⅱ➀「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項

9

先端的サービスの概要

マイナンバーウォッチを活用した先進的な行政・民間サービスのデジタルプラットフォーム構築

養父市のスマート化と地域のデジタル産業の育成を目的に、市が力を入れているマイナン
バーの普及及び活用例拡大に向けて、マイナンバーウォッチを通じたデジタル地方都市の
先端的なモデルとなるサービスを目指す。

令和5年度末に
〇交付率100%(※令和3年3月末時点申請率59.06%)
〇地域の行政・民間サービスの統合プラットフォーム完成

目標

売 電

売電収益

バイオマス小水力発電

民間
事業者

取組概要

地域資源を活用した再エネルギーの導入と発電及び売電で得
られた収益をサービスの原資として活用する。

売電収益を再投資

マイナンバー申請をした市民にマイナンバーウォッチの提供

やぶ市民ポータルを介して

市内行政サービス/関連IDに活用

民間サービス/会員IDとして活用

行政サービスや買い物の少額決済に活用

全国に拡がるようなサービスの実証の実施

取組概要

スケジュール
2021年度実証 2022年度実証/実装 2023年度実証/実装

再エネルギー導入
マイナンバーウォッチ制作

やぶ市民ポータル構築

サービス実証開始

サービス実証拡大

連携ID/サービス拡大

決済サービス実証開始

カスタムデザイン制作

サービス実装

住民交付率100％
カスタムデザイン導入

連携他都市への拡大

マイナンバーに紐づく公的IDも ポイントもバスも様々なサービスも

コンビニやスーパーのお買い物も

世界中のデザイナーが
デザイン

筐体や文字盤等の部品には
伝統工芸を活用

マイナンバーウォッチと
スマホで連携

データ連携基盤へ

マイナンバーウォッチを
新たな産業育成の手段に



（各サービスの説明）先端的サービス２

〇先端的サービスの名称 市民総合ポータル(市民向けサービスを統合管理できるスーパーアプリ)

○対象分野（移動・物流・支払い・行政・医療・介護・服薬・教育・エネルギー・ 環境・防犯・防災など ※例示した分野以外でも、当然構いません。）
行政

〇先端的サービスの内容※先端的サービスの具体的な内容（誰が、どこで、何を、どのように）、連携するサービス（どのサービスとどのように連携するか）、先進性・革新性、効果等も記載して下さい。
 内容：

デジタルPFIによる市民総合ポータルweb/アプリの提供により以下内容ができるようになる。

• 行政サービスの手続オンライン完結(以下バーチャル市役所)

• ICTを活用した地域課題解決型サービス(=先端的サービス)の集約 (お散歩アプリ、空き家対策、MaaS等)
 先進性・革新性：

行政サービスの手続オンライン完結を含め、地域課題解決型サービスなどを集約管理することで、効率的なオペレーションや、それらから取得される複合的なデータから効果的なソリューション及びイノベーションを創出することができます。

 効果：

バーチャル市役所では、初回手続(ワンスオンリー)を行えば、その後も個人端末から「いつでも」「どこでも」簡単に手続処理ができる。住民利用者の利便性の向上はもちろん、自治体職員の紙/判子文化等の手間とコストの双方をカット
することが可能であり、少子高齢化社会でも持続可能な行政を実現することができる。また様々なサービスを連携することにより、各当事者には以下のような効果を期待できる。
• 住民 日常生活の利便性の向上。住民の積極的なまちづくり参加。
• 自治体 業務の効率化。職員の働き方改革。行政サービスの質のさらなる向上。
• 民間企業 官民共創によるビジネス創出フィールドによる企業誘致。連携よる地元企業活性化。
 公益性：
市民・自治体・民間企業等、対象者が広域であるため公益性もある。 ※本資料p10~12

〇関連する規制・制度改革事項（新たな規制改革の提案、既存の国家戦略特区の特例措置の活用）
・宅地建物取引業法34条の2、35条、37条
・借地借家法22条、38条、39条
・マンション管理法73条
・特定商取引法第4条、第42条ほか
・金融商品取引法第37条の6

上記法令の書面化義務を撤廃し、電子契約手続が利用できるようになる措置を提案する。 ※なお、現時点では規制がない分野から取組みを進めていく予定のため、特例措置の活用予定はない。

〇スケジュール※実証実験、サービス実装等のスケジュールについて記載して下さい。
・2021年：市民総合ポータルのデータ基盤構築準備。同ポータル上のバーチャル市役所機能及びその他地域課題解決サービスの集約機能のための調査と実証。

・2022年：市民総合ポータル（バーチャル市役所・その他地域課題解決型サービスの集約管理機能）の実装。

・2023年：同上の実装に合わせて、データ基盤運用者トレーニングを継続予定。

・~2030年：市民総合ポータルの利用率を50%以上を目指す。 ※本資料p7

○先端的サービスを実施する主要な事業者の候補
市民総合ポータル お散歩アプリ：レイ・フロンティア株式会社 SNSによる事故災害情報提供：JX通信社 デジタル警備：株式会社エルテスセキュリティインテリジェンス

MaaS：株式会社未来シェア 外国人労働者向け賃貸生活支援：SOKO LIFE TECHNOLOGY株式会社 政策アドバイザー：株式会社官民連携事業研究所 ※本資料p5~6

〇先端的サービスに係る費用及びその負担主体
・費用負担主：養父市

(初期費用)
・市民総合ポータルWeb＋アプリ（Web+android/iPhone） お知らせ、プッシュ通知、デザイン等：500万円
・バーチャル市役所：1,000万円
・オープンデータプラットフォームとの連携APIの整備対応：1,000万円
(運用費用)

市民総合ポータルWeb＋アプリ保守 1,000万円 / インフラ保守 1,000万円 / UXPライセンス費用 180万円

※デジタルPFIの形を取ることで費用の一部を民間企業にも負担して頂き、自治体の負担を軽減できる。

10

Ⅱ➀「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項

株式会社エルテス



11

先端的サービスの概要 市民総合ポータル(1/3)

 内閣府が示す先端的サービスの取組みで行政分野として、市民総合ポータルを提供します。

 民間の優れたテクノロジーやサービスを最大限地域に還元する為、将来的には様々なサービスや事業者が相乗りできるプラットフォームとし
ての提供を目指します。デジタルPFIで相乗りしてくれる民間事業者を増やす構想です。

 本ポータルでは行政サービスのオンライン完結を実現化するバーチャル市役所の実装も含まれています。

バーチャル市役所

お散歩アプリ

空き家対策

SNSによる事故災害情報提供

MaaS＊

外国人労働者向け
賃貸生活支援

Citizen

Service

App 提 供

利 用

API連携等

市民総合ポータル

左記に記載したアプリ以外については本資料では割愛しますが、適宜協力企業の

サービスを市民総合ポータルには実装していく予定です。実装アプリの概要については本資料の後半に

ある参考情報をご参考ください。

参考資料



PFIの形を取ることで、市民、自治体、各企業におけるそれぞれのメリットを推進いたします。

【市民総合ポータル】を構築し、複数分野間でのデータ連携を実施するとともに、生活全般にまたがる複数分野の先端的サービスをご提供
予定です。

生活、利便性の向上

最先端のIT企業群を束ね

弊社が主幹事を担当

最小限のコストでDX、

地域データ化の実現

地方
自治体民間企業

市 民

地域課題解決型サービス

(Web、Iot、デジタルな手段)

市民総合ポータル（PFI）

12

先端的サービスの概要 市民総合ポータルの特徴(2/3) 参考資料



市民の生活や市内事業者にどのような影響をもたらすのか

「市民」「自治体」「民間企業団」の三者にとって好循環な影響を与えることが可能です。

この循環により多種多様な変化の中でも持続可能な環境の基盤づくりを実現することができます。

 既存産業の活性化
 ビジネス創出機会の増加/起業機会の増加
 スモールスタートによるトライ&エラーの経験実績
 技術又はマネジメント術の発展・成長

 生活・利便性の向上
 生活への満足度アップ
 自治体への満足度アップ・信頼度向上
 市外県外からの移住者増加

 職員の業務効率化
 職員の業務負担軽減
 職員の働き方改革の実現
 行政サービスの質のさらなる向上

市民QoLの向上

持続可能な
行政

ビジネスの
創出

市 民

地方
自治体

民間
企業

13

先端的サービスの概要 市民総合ポータルの実施効果(3/3) 参考資料



（各サービスの説明）先端的サービス３

〇先端的サービスの名称

養父ポイント
○対象分野（移動・物流・支払い・行政・医療・介護・服薬・教育・エネルギー・ 環境・防犯・防災など ※例示した分野以外でも、当然構いません。）

支払

〇先端的サービスの内容
先端的サービスの具体的な内容とともに、その先進性・革新性、効果等も記載して下さい。

地域住民にわかりやすく、貯めやすく、使いやすいポイントで1ポイント＝1円等と設定できる。
・買い物・健康増進・ボランティア・文化芸術等、地域の特色に合わせた活動で獲得でき、貯めたポイントは店舗や特産品交換・寄付などで使用可能となる。
また「養父ポイント」を利用し電子版プレミアム商品券「養父Pay」として対応することもできる。
・日常生活や地域サービスなどの活動に対して、高齢者・主婦・子どもでも貯められるボランティア・健康ポイントなど、地域に適した貢献をポイントとして付与することで、非経済活動を経済
効果に繋げることができる。
・各種アプリとも連動させることで、活動データの捕捉がより容易になり、住民にとってニーズのある情報提供や提案が可能となる。
行政から情報配信を行うことで、イベントや健康増進活動等を周知し参加を促せるほか、利用者は地域内での活動で貯めたポイントを地域内にある企業・店舗で使うことで、地域内の
経済循環促進のみならず相互交流や地元愛の醸成につながる。
・近隣地域とのポイント交換もできるため、さらなる広域経済・交流圏の拡大のきっかけとなる。
・上記により、若者から高齢者まで例外なく、楽しく外出する目的・キッカケができるため、身体的な健康に留まらず、「良いことをして貯めたポイントを良いことに使う」という社会貢献意識醸
成による民度向上、ならびに一人ひとりの精神的な健康促進にも繋がることが期待できる。

〇関連する規制・制度改革事項（新たな規制改革の提案、既存の国家戦略特区の特例措置の活用）

資金決済法の前払式支払手段について、自治体が承認する事業者に限り自治体同様の扱いで適用除外になることができれば、
キャッシュレスや地域ポイントなどの事業実施が推進される。適用除外に際し、発行保証金の供託など条件付きも考えうる。

〇スケジュール

データ連携基盤へのデータ流し込み等は、ＡＰＩ仕様が開示された時点で開発開始が可能である。
スーパーシティについての全体的な取組状況を鑑み、柔軟に対応します。

○先端的サービスを実施する主要な事業者の候補

フェリカポケットマーケティング株式会社（MTI社との協業も検討中）

〇先端的サービスに係る費用及びその負担主体
（貴市の方針によっては補助金を利用する事や、初期費用・ランニング費の割合などもご相談可能です。）
・初期費用：2000万円（別途ご提案しているアプリとの合算金額となります。）
・ランニング費用：50万円/月※１サービスにつき25万円/月。（地域通貨、アプリの2サービス合算想定。）

14

Ⅱ➀「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項

フェリカポケットマーケティング株式会社



参考資料）地域通貨・ポイントのビジネスモデルと企業・店舗の課題

CtoC CtoB BtoB

コイン発行

コイン払い戻し

モノ・サービスの購入

支払

送金

加盟店

支払

・地域決済事業者
・地域金融機関

市内の設置チャージ機にて、
チャージも可能

かざす

【課題】
資金決済法により、地域通貨・ポ
イント事業を運営する企業・団体
が限られる。

養父市

Ⅱ➀「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項
先端的サービスの概要
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参考資料）その他、住民同士の利用イメージ

Ⅱ➀「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項

住民 ボランティア

予約申込

承認受付 予約受付

予約承認

自治体

乗車したい希望日などを予約して、
乗車をおこなう。
必要経費については、
地域電子通貨などをも絡める事により、
利用用途の限定も可。

乗車の予約を受け付け。
経費については、地域電子通貨などで
受け取ることによって、域内経済への貢献
を行う。

電子地域通貨によるやり取り

データ
連携基盤

高齢者の通院等の足として、市民の車等も活用したボランティア・タクシー事業をご提案致します。支払手段として、
ボランティア活動によってポイントが貯まり、市からも個別に補助を行える地域電子通貨を発行も絡める事により、
地域貢献活動などとも広く連携する事が可能となります。

16



参考資料（事業実施のために必要な施策）

地域通貨・地域ポイントの仕組みを導入するだけでなく、
利用することが普通になるために様々な施策や地域通貨経済圏の確立が必要です。

17
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① ・自治体の公共事業の一般競争入札条件に、地域通貨での支払いを条件に加える。

② ・事業者間で地域通貨でBtoB決済できる事業者同士で組合を組成する。
・換金手数料よりも、BtoB決済の手数料を安くする。

③
・個人・法人が税・公金を地域通貨で納められる仕組みを構築する。
・現金で支払うよりも、免税措置等のインセンティブを設定する。

④
・自治体から個人・法人への給付金を地域通貨で支払う仕組みを構築する。
・現金で受け取るよりも、給付条件緩和・給付額増額等のインセンティブを設定する。

⑤
・事業者から雇用者に対する給与等を地域通貨で支払う仕組みを構築する。
・現在、給与自体は電子マネー支払いが不可だが、早ければ来年度解禁される。
給与前払い、追加報酬（ボーナス）については電子マネー払いが可能となる。

⑥

・家計に占める割合の高い、家賃を地域通貨で支払えるような、団地、住宅を建設する。
・その他、光熱費、通信費、食費、服飾、美容、趣味・娯楽についてもできる限り
地域通貨が使えるように加盟店を拡大する。
・また、地域通貨での貯蓄（一定期間のロックアップ）にインセンティブを付与する等、
検討する。

⑦
・個人が円を地域通貨に換える、経済的インセンティブとして、最低5%の割引を恒久的に
設定する。割引の原資は、２％自治体、加盟店は販売促進費として３％以上で自由に
設定できる。

参考資料（事業実施のために必要な施策）

地域通貨・地域ポイントの仕組みを導入するだけでなく、
利用することが普通になるために様々な施策や地域通貨経済圏の確立が必要です。
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参考資料（データ連携について）

官民連携による情報銀行を活用した、地域振興プラットフォームの構築を想定している。

地域通貨（決済＋市民ポイント）サービスと情報銀行機能を併せ持つことによって、
養父市を中心に若者からお年寄りまですべての市民や周辺地域の巻き込み・連携も含め、
多様な人と人とのつながりを構築することが可能になります。

養父市を出発点として、DXでイノベー
ションを起こしていきます
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実現に向けて想定されるロードマップ

2025～2024202320222021

内閣府

養父市

弊社

採択地域
確定

住民合意・調整
周辺地域との調整

プロジェクト
準備

構想
策定

要件定義・
設計

システム
開発

データ連携

課題
抽出

基礎調査、運用モデル検討
実証
試験

本格実施
準備

2021年からプロジェクトの準備を実施し、2024年の実証試験に向け準備を
致します。また、実証中は本格実施準備を並行して行い、課題の抽出を図ります。

参考資料（概要スケジュール）
Ⅱ➀「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項
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（各サービスの説明）先端的サービス４

〇先端的サービスの名称
オンラインとIoT機器を活用した寄り添い重視の人工透析予防プログラム「しおみる」

○対象分野（移動・物流・支払い・行政・医療・介護・服薬・教育・エネルギー・ 環境・防犯・防災など ※例示した分野以外でも、当然構いません。）
主分野：医療・保健

〇先端的サービスの内容 先端的サービスの具体的な内容とともに、その先進性・革新性、効果等も記載して下さい。
【目的】
人工透析導入予防により、医療費増加抑制と患者のQOL・健康寿命延伸
【対象】
人工透析に至る前段階の慢性腎臓病(以下 、CKD)罹患者
【内容】
オンラインとIoT機器を活用した寄り添い型の保健事業
【詳細】
人工透析の医療費は1人あたり年間500万円と高額であり、これを保険者が負担している。また、人工透析になると患者は1日4時間・週に3日病院に拘束されることでQOLが大きく低下
する。国にとっても患者にとっても、透析導入を予防することは優先度の高い課題である。
本提案では、人工透析導入前のCKDステージG3bかつ国民保険（地方自治体）の被保険者向けに透析予防に特化した「自分の好きな管理栄養士が徹底伴走する寄り添い重視
型」重症化予防プログラムを提供することで、これらの課題の解決を図る。
プログラムは1～3ヶ月間にわたり、行動変容の定着までをモニタリングしていく。専属管理栄養士とのデータをもとにした毎日の食事評価、週に1回の家族同伴のオンライン面談を基本とし、
寄り添いを重視した高頻度接触を行うことで被保険者の行動変容が確実にできるように伴走する。また、重症化予防プログラムをコロナ禍に対応させるとともに、予防医療におけるDXを促
進する。
〇関連する規制・制度改革事項（新たな規制改革の提案、既存の国家戦略特区の特例措置の活用）
現状では規制改革の必要はないが、重症化予防事業において、ガイドラインに従えばかかりつけ医との連携なしで保健事業の実施を行う規制改革の検討を希望する。

〇スケジュール
2021、2022年度：サービス実装
2022、2023年度：行動変容ノウハウを活かして糖尿病、MCI等の他疾患への展開

○先端的サービスを実施する主要な事業者の候補
ORANGE kitchen

〇先端的サービスに係る費用及びその負担主体
①運用費 30万円/人 （自治体さま保健事業予算・厚生労働省による「保険者努力支援制度（予防健康づくり支援）」の補助金にて運用）
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株式会社ORANGE kitchen
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先端的サービスの概要 【しおみる】

・LINEでのチャット内容及びZoomでの指導内容の解析によ
り、保健指導における効率的な介入方法を抽出

・EHRによる明確な費用対効果、医療費削減効果の試算

・EHR実施時に保健指導を効率的な介入（ソフト）プログラ
ムを構築

・ハイリスクな生活習慣病罹患者から糖尿病及び軽度認知
症への応用を検討

データ収集方法及びデータ連携準備

しおみるDB
（自社）

取得するデータ データ取得、保存方法

チャットデータ LINE Apiより取得

食事データ LINE Apiより画像取得

摂取塩分量 自社IoTデバイスの
AWS IoT GW取得

従来型重症化予防サービス SC構想での先進的重症化予防サービス

オンラインとIoT機器を活用し、データに基づきながら人が寄り添う重症化予防サービス
【現状】
・初回の対面栄養相談
・2週間に1回の電話での低頻度な介入

【課題】
被保険者側
・参加したいと思わない
・行動変容ができない

保険者側
・保健指導の効果が可視化できない
・医療費の削減までつなげることができていない
・マンパワー不足
・オンライン対応未実施

毎日のチャットでデータに基づく食事相談 家族同伴のオンライン面談

ー測定項目ー
体重・血圧・摂取食塩量・食事写真はチャットにて送信
検査データは面談時に聞き取り



Ⅱ➀「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項複数分野の先端的サービス｜生活習慣病予防ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

国保ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
（KDB)

生活習慣病
重症化予防 認知症予防

チャット・オンライン面談

データに基づく寄り添い型の保健事業

行政データベース

サービスイメージ

住民

ビジネスモデル

￥

オンラインによる
保健事業

自治体

国

業務委託費

助成金￥

生活習慣病罹患者
MCI罹患者

教育分野
行政分野

マイナポータル 住基情報等

削減した医療費で
健康な市民や子どもへの投資へ

健診結果
レセプト情報

通院

￥

データ連携イメージ

オンラインとIoT機器を活用し、
データに基づきながら人が寄り添う重症化予防サービス

データに基づく食事相談

家族同伴のオンライン面談

介入結果

介入

削減した医療費を財源に
他分野へ投資

EHRにて
医療データ

保健事業
データ

通院

治療

農業分野

EHR

健診結果
保健指導介入記録

医療介入記録

地域内
医療機関

介入記録
治療

介入

食事等
生活データ
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（各サービスの説明）先端的サービス５

〇先端的サービスの名称
呼吸器感染症（特にインフルエンザ）に対する、自己検査を組み込んだオンライン診療

○対象分野（移動・物流・支払い・行政・医療・介護・服薬・教育・エネルギー・ 環境・防犯・防災など ※例示した分野以外でも、当然構いません。）

医療、介護 等

〇先端的サービスの内容
あらかじめ健康情報を取得し、またインフルエンザについてはワクチン接種を行うことで重症化リスクが低いと判断した人を対象に、発熱を契機として呼吸器感染症が疑われた際に、自己実
施が可能な病原体（インフルエンザ、新型コロナウイルス）検査を患者自身が行い、医師は当該検査の結果も考慮してオンライン上で診断・処方を行うサービスを提供する。
当該サービスの普及により、地域全体での感染拡大の抑制や、感染拡大時の他疾患の医療アクセス確保の実現と、パンデミック発生時にも対応できる堅牢な医療体制構築を目指す。

現在インフルエンザ治療に関しては、本邦は検査を組み合わせて早期に治療するという治療戦略を取ることで、重症化及び死亡率を低く保っている。本診療戦略をオンライン診療でも実現
できるシステムの構築とノウハウの蓄積を行うことで、本邦発の新たな医療システムとして他国にも展開し得る可能性がある。

〇関連する規制・制度改革事項（新たな規制改革の提案、既存の国家戦略特区の特例措置の活用）
医師法、オンライン診療の実施に関する指針

〇スケジュール
21年―22年冬季に季節性の発熱性感染症を対象とした実証事業を実施。なお、新型コロナ感染症に対する緊急的な対策として有効である場合は、自己検査やオンライン診療に関す
る実証を合わせて実施することも考慮する。実証結果を踏まえ、23年度中には診療システムとしての社会実装を目指す。

○先端的サービスを実施する主要な事業者の候補

オンライン診療システム提供事業者（未定）、塩野義製薬

〇先端的サービスに係る費用及びその負担主体
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塩野義製薬株式会社
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先端的サービスの概要

59.8791307

2

32.2704704

5 7.50854631

3

0.34185251

5

250ｍ未満 250～500ｍ未満 500～1,000ｍ未満 1,000ｍ以上

東京23区 住居から医療機関までの距離

7.51789976

1 4.77326969

31.2649164

7

56.5632458

2

250ｍ未満 250～500ｍ未満 500～1,000ｍ未満 1,000ｍ以上

養父市 住居から医療機関までの距離

非都市部では受診のための移動の負担が大きい
特に体調がすぐれない急性疾患では顕著となる
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先端的サービスの概要

・療養や投薬のみで治療が完結する
・重症化の恐れがない
・自己使用可能な検査により原因が特定可能

一方で

オンライン診療は診察に必要な情報が限られる
物理的な処置ができない

急性疾患のオンライン診療は、住民のQoL向上につながる

以下を満たす疾患が対象



Ⅱ➀「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項
先端的サービスの概要

季節性の急性呼吸器感染症
 発熱・全身倦怠⇒移動の身体負担が大きい
 他の患者や医療者に感染のリスク（医療機関での伝播は流行の一因）
 患者のほとんどは軽症、予後良好
 比較的症状の重いインフルエンザ感染症では簡易迅速検査、治療薬が存在

リスク要因の低い人を対象とし、比較的症状の重いインフルエンザは検査で
捕捉できれば、季節性呼吸器感染症のオンライン診療は可能となり、住民
に大きな便益をもたらすとともに、地域の感染抑制にもつながる

さらに
当該診療が普及することで、COVID-19のようなエマージングウイルスによるパンデミックに対し
ても感染リスクを抑えながら地域住民に医療を届けることが可能となる
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Ⅱ➀「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項
先端的サービスの概要

下図は２０２０－２１年シーズンの実証事業のスキーム。現下はCOVIDの流行状況を
考慮しながら実証事業を立案・実行し、急性呼吸器感染症のオンライン診療について課題
点の洗い出しと最終的な流れを見出していく
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対面診療（医師による要否判断）

発熱等

ハイリスクの方
高齢者、喫煙者
呼吸器、循環器の基礎疾患保有者 など

インフル判定キット配布
使用説明書等添付

インフル予防ワクチン接種時に
重症化リスク判定の問診
新型コロナとの共通リスク要因
のチェックリストに従って判定

オンライン服薬指導
医薬品
同日
必着配送

重症化リスク大 判定

重症化リスク小 判定
＋

医師からのリスク説明、
諸注意
＋

患者同意

オンライン診療実施医
師によるオンラインフォ

ローアップ
（服薬～3日後）

・症状が治まらない
・別の症状の可能性
→即時通院 又は
自宅待機の指示等

治癒

服薬
気になる所見有

2回目オンライン診療
・判定キットを使った再検査
・判定結果確認

インフル陰性

インフル陰性

インフル陽性且つ
重症化懸念無

必要に応じ新型コロナ対
応オペレーションに切替

新型コロナ
の疑い

電話/オンラインでの
対面診療可否相談

新型コロナ
の疑い

オンラインによる
トリアージと診療
・問診票、インフル自己検査、診察

新型コロナとの共通リスク要因に照ら
し重症化リスクを有する患者を分類。
ワクチン接種と低リスク者を対象とす
ることによるリスク低減

新型コロナ感染者をトリアージする仕組み。検
査技師・看護師の指導下での自己検査を組
み込み治療可能な場合のみオンライン診療へ

オンライン診療後も重症化患者を
見落とさないフォローアップ



先端的サービスの一覧表

No 先端的サービスの名称 対象分野 サービスの内容
関連する規制・制度改革事項（新たな規
制改革の提案、既存の国家戦略特区の特

例措置の活用）

１
【フェーズ1】
バーチャル市役所

・行政サービス
・物流・交通・移動
・医療・健康

DXを積極的に推進し、行政サービスの手続きをオンラインで
完結することで、市民サービスの利便性向上と市職員の業務
効率化及び働き方改革を目指す。

・電子署名法
・会社法
・会社法施行規則 等

２

【フェーズ1】
再エネルギーを活用した地域経済循環
モデルの構築

※令和4年1月以降実証開始予定

・行政サービス
・物流・交通・移動
・防災・防犯
・エネルギー

行政手続きのみならず、日常生活の移動・交通や医療・福祉
など幅広い分野における利便性の向上を目的に、デジタル化
の推進と地域経済循環モデルの構築を目指す。
・小水力発電とそれを活用した地域経済循環モデル
・貨客混載型MaaS事業（含処方薬の即時配送）
・電力データを活用したみまもり・セキュリティサービス
・マイナンバーウォッチと行政のワンストップ・デジタル化及び地
域通貨サービス

・道路運送豪第９条
・同 第15条
・行政手続きにおける特定の個人を識別する
ための番号利用等に関する法律施行令

３

【フェーズ1】
地域通貨と地域共通ポイントの創設・
活用

※養父アプリによる地域通貨、ポイント
サービス

※令和4年1月以降実証開始予定

・医療・健康
・地域通貨

養父アプリを活用した地域エコシステムの構築、ならびに地域
全体のDX推進
・１つのアプリケーションに健康管理機能、多様な専門カテゴ
リーでのオンライン診療・服薬指導や地域通貨（プレミアム商
品券含む）等複数サービスを搭載し、市民生活の利便性向
上を図る。
・官民の事業をまたがった地域ポイントの発行
・情報銀行（市民データバンク）を設置し、市民の属性情報
に合った情報発信が可能になり、本人によって取捨選択され
た医療、災害等の情報により市民生活に欠かせない情報が
行き届き、より安心安全な暮らしを創出する。

・廃棄物処理法における自治体のゴミ運搬
許可に係る規制
・資金決済法における供託金規定

４
【フェーズ1】
オンラインによる腎臓病予防（人工透
析導入予防）

医療・健康 人工透析導入予防を目的とした、人工透析に至る前段階の
慢性腎臓病患者に対しての行動変容プログラムの推進

５

【フェーズ1】
感染症対策

医療・健康 遠隔で症状・身体症状の把握を行う方法論を活用し、診察
に活用可能にすることで、通常の医療の質の向上や医療アク
セスが限定される地域・診療分野において遠隔診療等の実
現を目指す。
そのほか、季節性の感染症流行のみならず、パンデミック発生
時にも堅牢な医療体制構築に貢献する。
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上記５項目を「フェーズ1」とし、以下の事業を「フェーズ2」として推進していく。



先端的サービスの一覧表

No 先端的サービスの名称 対象分野 サービスの内容
関連する規制・制度改革事項（新たな規
制改革の提案、既存の国家戦略特区の特

例措置の活用）

６

ドローン物流 物流・交通・移動 ドローン（無人航空機）を活用した物流事業により医薬品その他
日用品などを輸送することで、物の輸送や人の移動に困難を生じて
きた中山間地域における地域課題の解決を図る。

・航空法第132条、第132条の2、港則法
第31条
・航空法第132条の3の適用 無人航空機
を飛行させる場合の運用ガイドライン
・個人情報の保護に関する法律76条

７

オンラインによる腎臓病予防（人工
透析導入予防）

医療・健康 人工透析導入予防を目的とした、人工透析に至る前段階の慢性
腎臓病患者に対しての行動変容プログラムの推進

８

AIカメラによる地域の見守り、不法
投棄予防等

行政手続き
観光・商業
防災・防犯

AIカメラ「TRASCOPE-AI」の「ヒトモノ行動認識機能」により、人の
指定エリアへの侵入を正確に検知し、監視員のいない場所での不
法投棄等違法行為の自動検知・発報の実現に加え、違法行為
者の利用車両の特定や、ナンバープレートの地域名を読み取りデー
タ化するなど0、観光向けマーケティング分析への活用を目指す。

個人情報の保護に関する法律76条

９

地域防災拠点、自立型再生可能
エネルギー施設としての「道の駅」利
用

防災・防犯 ・地元型バイオマス発電所及び木質燃料・肥料工場
熱や肥料の有効利用（主に、農業利用、施設の化石
燃料代替）により新たな事業創出の機会の可能性を探る。
・道の駅のレジリエンス強化を目指した設備導入
災害対策やレジリエンス強化について地域における重要性が高まる
道の駅での自家消費太陽光発電、木質バイオマスの利用、バイオ
ガス設備の導入。
・地域新電力の立ち上げによる資金の域内循環
地元での資金の域内循環を図る有効策として地域新電力があり、
それに係る電力会社の立ち上げや連携を実現する。
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Ⅱ➀「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項

フェーズ1に係る事業の実証後、以下の事業を「フェーズ2」として取り組みます。



先端的サービスの一覧表

No 先端的サービスの名称 対象分野 サービスの内容
関連する規制・制度改革事項（新たな規
制改革の提案、既存の国家戦略特区の特

例措置の活用）

10

中山間地域の価値創造と活力を
支援する、ポストコロナにおける経済
的な収益を生む“養父脱炭素社
会”モデル構築推進事業

・物流・交通・移動
・防災・防犯
・エネルギー
・環境
・その他（教育）

・地域自治組織へのEV車の導入による活力ある自治活動支援
・中山間地への太陽光・蓄電池導入加速化によるCO2削減と地
域経済活性の両立活動
・EVの災害時活用
・環境価値の可視化
・環境価値＝地域通貨による地域内経済循環
・独自のシュタットベルケ構想の体現

11

養父市あゆ公園に賦存される未活
用エネルギーの利活用と地域振興
貢献

エネルギー 再生可能エネルギー（水力、太陽光、風力など）をベースにしたあ
ゆ公園の「持続可能なエコパーク」の構築

12

地域貢献ファンドを活用した家庭屋
根太陽光発電によるEV車普及

エネルギー 10と同じ

13

あゆ公園、ペンション翡翠を活用し
た環境・自然教育

教育 あゆ公園を中心とした自然教育の実施
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Ⅱ➀「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項



新たな規制・制度改革の提案
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No ①提案名
②具体的な事業の実施
内容

③「②」の事業を実施し
た場合に想定される経
済的社会的効果

④「②」の事業の実施を
不可能又は困難とさせ
ている規制等の内容

⑤「④」の規制等の根拠
法令等

⑥「④」及び「⑤」の規
制・制度改革のために
提案する新たな措置の
内容

⑦参考
資料があ
る場合は、
その有無

１

マイナンバーカード機能のス
マートウォッチ等ウェアラブル
端末への搭載

オンラインによる高度な本
人確認が可能な機能を
ウェアラブル端末に搭載し、
カード利用手順の簡素化
や、各手続のデジタル化を
推進することで利用者の利
便性向上を図る。

保険証等各種書類手続き
における機能の統一化につ
いてマイナンバーカードを活
用する取組みが推進されて
いるが、その機能を拡張し、
かつ、より扱いやすい身近
な腕時計等に集約すること
で、マイナンバーカードの普
及と市民生活の利便性向
上に寄与すると推察される。

行政手続きにおける特定
の個人を識別するための番
号利用等に関する法律施
行令（平成26年政令第
155号）における「個人番
号カード（第13-18条）」
では、カードに搭載される個
人情報等が書き込まれる
IC以外は規定がない。

このことから、マイナンバー
カードは現在使用されてい
るプラスチックの板状である
必要はなく、カードの形状
や材質についても柔軟に対
応できるのではないかと考え
られる。

行政手続きにおける特定
の個人を識別するための番
号利用等に関する法律施
行令（平成26年政令第
155号）第13～18条

・当該法律施行令に附則
を設けて、現施行令に準
拠したICやセキュリティ仕様
を付した腕時計をマイナン
バーカードとして活用する
こと

・マイナンバーカードには本
人写真が券面に記載され
ているが、腕時計において
は本人写真の記載を外し
て代替措置によって本人
認証すること

無

２

市民総合ポータル(市民向
けサービスを統合管理でき
るスーパーアプリ)

デジタルPFIによる市民総
合ポータルweb/アプリの提
供により以下内容が実現
可能。

・行政サービスの手続オンラ
イン完結(以下バーチャル
市役所)
・ICTを活用した地域課題
解決型サービス(=先端的
サービス)の集約 (お散歩
アプリ
・空き家対策、MaaS等)

本ポータルを素地とした各
種サービスへの拡張が可能
であり、より多くの事業者に
よる柔軟なサービス提供の
場として活用できる。

バーチャル市役所では、初
回手続(ワンスオンリー)を
行えば、その後も個人端末
から「いつでも」「どこでも」簡
単に手続処理を行える。

本事業による効果について、
住民利用者の利便性の向
上、自治体職員の紙/判
子文化等の手間とコストの
双方をカット可能である。こ
れにより、今度より深刻化
する少子高齢化社会でも
持続可能な行政を実現す
ることができる。
また様々なサービスを連携
することにより、住民、自治
体、民間企業など、それぞ
れの主体で利便性・効率
性の向上等の効果が期待
できる。

書面化義務により電子契
約手続きが利用不可となっ
ている。

・宅地建物取引業法34条
の2、35条、37条
・借地借家法22条、38条、
39条
・マンション管理法73条
・特定商取引法第4条、
第42条ほか
・金融商品取引法第37条
の6

書面化義務を撤廃もしくは
規制を緩和し、電子契約
手続きの利用を可能にする。

無

Ⅱ②「広範かつ大胆な規制・制度改革の提案」に関する事項



新たな規制・制度改革の提案
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No ①提案名
②具体的な事業の実施
内容

③「②」の事業を実施し
た場合に想定される経
済的社会的効果

④「②」の事業の実施を
不可能又は困難とさせ
ている規制等の内容

⑤「④」の規制等の根拠
法令等

⑥「④」及び「⑤」の規
制・制度改革のために
提案する新たな措置の
内容

⑦参考
資料があ
る場合は、
その有無

３

地元企業・店舗の地域ポ
イント普及推進

養父ポイントを市内の多く
の企業・店舗へ対応可能
とするために参入障壁を下
げる。

病院、飲食店、交通等で
利用可能となる。

資金決済法の前払式支
払手段について、自治体が
承認する事業者に限り自
治体同様の扱いで適用除
外になることができれば、
キャッシュレスや地域ポイン
トなどの事業実施が推進さ
れる。

適用除外に際し、発行保
証金の供託など条件付き
も考え得る。

・地方公共団体が発行す
る場合適用除外となる。
・第三者型前払式支払手
段の発行の業務は、財務
局長等へ申請を行い、内
閣総理大臣の登録を受け
た法人でなければ、行って
はならない。
・前払式支払手段発行者
は、基準日未使用残高が
千万円を超えるときは、そ
の未使用残高の二分の一
以上の額に相当する額の
発行保証金を法務局に供
託しなければならない。

・（資金決済法４条３
号）
・（資金決済法第７条、
第8条、第104条、同施
行令29条）
・（資金決済法第14条、
同施行令第６条）

資金決済法の前払式支
払い手段について、自治体
が承認する事業者に限り、
自治体同様の扱いで適用
除外を行う。（有効期間
の拡張、再申請の簡略化
等）

無

Ⅱ②「広範かつ大胆な規制・制度改革の提案」に関する事項



No 既存の国家戦略特区の特例措置の活用 特例措置を活用した事業の概要

既存の国家戦略特区の特例措置の活用予定
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Ⅱ②「広範かつ大胆な規制・制度改革の提案」に関する事項

養父市では、平成26年5月に国家戦略特別区域の指定を受け、様々な規制緩和を活用した取組みを積極的に進めてきた。この度の
スーパーシティ型国家戦略特別区域の提案に当たっては、市民一人ひとりが安心安全で、かつ幸福度の高い生活が実現できるよう積極的
に規制緩和メニューを提案していきたいと考えている。

また、国土の約7割を占める中山間地域において各規制改革による先端的サービスが実証できれば、全国に拡大する試金石となり、さらな
る我が国の振興に寄与することができると推察する。



〇アーキテクトの氏名、経歴、実績等

氏名：神場 知成（かんば ともなり）
現職：東洋大学 情報連携学部

情報連携学科 教授
専門：ユーザーインターフェース、

情報検索・配信、IoTサービス
学位：博士（工学）（東京大学）

〇アーキテクトの地方公共団体における役職（顧問等）と発令（予定）日
養父市スマートヴィレッジ推進会議 委員長 令和3年7月1日（予定）

〇アーキテクトの選定理由
国土の約7割を占める中山間地域は、地理や気候のほか、少子化や高齢化といった社会的な面も含めた条件不利により、他の地域では当たり前に提供されている暮らしを支えるサービ
ス、暮らしを豊かにするサービスなどを享受する機会が限定的なものになっていると言われています。そのような中、養父市では国家戦略特区の指定を受け、規制緩和を活用した取組みを
積極的に進め、農業のスマート化や医療分野のオンライン化、物流でのドローン活用など多くの企業と連携することで、先端技術を身近なものとして利用できるよう取り組んでいます。
これらの経験を通じ「中山間地域にこそ先端技術の導入が急がれる」という想いのもと、「日本一豊かでサステイナブルな『スマートヴィレッジやぶ』」を基本理念として、暮らしや活動のあらゆ
る場面に先進技術を導入・実装し、近未来の中山間地域の豊かな暮らしの実現を目指す。このプロジェクトを推進するにあたり、これからの中山間地域に必要な取組みを見定めることが
できる方にアーキテクトとして参画いただくことが必要であったため。

〇アーキテクトが担う具体的役割
養父市におけるスーパーシティ構想の実現に向けて組織する「養父市スマートヴィレッジ推進会議」の委員長として、各事業者の提案を勘案した中山間地域のモデルとしてあるべきデジタ
ル活用の方向性を定め、日本一豊かでサステイナブルな『スマートヴィレッジやぶ』へと導くこと。
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アーキテクト Ⅱ③「アーキテクト」に関する事項

【経歴】
1984年東京大学 工学部 電子工学科卒、1986年東京大学大学院 工学系研究科 修士課程修了、日本電気株式会社
（NEC）中央研究所 入社、1994-1995年米国にて ジョージア工科大学 客員研究員、1999年日本電気株式会社 インター
ネットシステム研究所マネージャー、2011年NECビッグローブ株式会社 新事業開発本部長、2016年ビッグローブ株式会社 インキュ
ベーションセンター長（この間、2011-2016年筑波大学客員教授を兼任）、2017年から現職

【委員など】
2019年12月～2021年3月：新エネルギー・産業技術総合開発機構NEDO技術委員
2020年11月～2021年3月：石川県 次世代産業創造会議専門委員

【研究、事業化等に関する実績】
日本電気株式会社（NEC）において、インターネット上の情報検索、配信に関する研究及びマネジメントを経て、同社のインターネット
サービス部門の新事業開発責任者を務める。新事業開発においては、内部技術に基づく事業化だけでなく、社外のさまざまなベンチャー
企業と連携してオープンイノベーションを行うインキュベーションセンター長を務め、ベンチャーキャタピリスト、ベンチャー起業家等との人脈も豊
富である。
研究成果として論文、口頭発表などが約120件あり、情報処理学会 坂井記念特別賞（1997年）を受賞しているほか、登録特許

16件を保有。その中で、情報配信システムに関する特許3332072号はデジタル放送システムのARIB標準特許にも登録され、あらゆる
デジタルテレビで利用されている。
事業化としては、ビッグローブでさまざまなスマートフォン上のアプリや、デバイスを用いたサービスを実現し、リーダとして開発した動画配信
サービス「BIGLOBEストリーム」は、MM総研大賞を受賞（2006年）



公募により選定した主要な事業者の候補

No 実施する事業
事業を実施する

主要な事業者の候補

１ データ連携基盤整備事業 株式会社日立製作所

２
バーチャル市役所

株式会社エルテス
（共同提案事業者）
・株式会社エルテスセキュリティインテリジェンス(ESI)
・Cybernetica
・株式会社JX 通信社
・株式会社JAPANDX
・SOKO LIFE TECHNOLOGY株式会社
・株式会社未来シェア
・レイ・フロンティア株式会社

３ 慢性腎臓病患者の行動変容プログラム 株式会社ORANGE kitchen

４ 衛星による耕作放棄地判断等 サグリ株式会社

５ 遠隔医療 塩野義製薬株式会社

６ MaaSによる交通・物流効率化 中央復建コンサルタンツ株式会社

７ マイナンバーウォッチによる行政等市民サービス 株式会社DK-Power

8 ドローン物流 日本航空株式会社

９ 木質バイオマス発電、道の駅のレジリエンス強化 一般社団法人日本サステイナブルコミュニティ協会

10 ドローンによる様々なサービス 株式会社NEXT MOTION

11 地域通貨等市民サービス フェリカポケットマーケティング株式会社

12 AIカメラによる監視、観光マーケティング 丸紅ネットワークソリューション株式会社

13 再エネ×EVによる地域資源循環型社会の実現 みやまパワードHD株式会社

14 あゆ公園エコパーク構想 株式会社リコー
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Ⅱ④「主要な事業者候補の選定」に関する事項



実施した公募手続きの内容

年月日 手続き 具体的内容

2021年２月５日 先端的サービス事業者
公募開始

自治体HP掲載及びプレス発表
養父市スマートヴィレッジ構想の概要等を公開し、賛同し参画いただく企業を募った。
２月19日を公募締切として設定。2021年２月５日 データ連携基盤整備事業者

公募 開始

2021年２月22日
～３月23日

応募企業ヒアリング データ連携基盤整備事業者及び先端サービス提供事業者から提案を深堀りするため、各事業者に対しヒアリングを実
施した。応募企業の計画等を聞き、養父市がスマートシティ構想において掲げる未来像、これから推進していきたいDX、
市民ニーズ等に基づき聞き取りを行うなど、選定の参考とした。

2021年３月24日 選定結果の通知・公表 自治体HP掲載
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Ⅱ④「主要な事業者候補の選定」に関する事項



〇住民説明会の開催、パブリックコメント等、住民その他の利害関係者の意向把握のために講じた措置の内容及び実施状況

本市においては、市長をはじめ各部局長が市内全18の地域自治組織を回る「タウンミーティング」を毎年開催し、市の施策等の説明や市民との意見交換を行っています。特にマイナン
バーカード取得については各地域自治組織において詳しく説明し、取得を呼びかけるなど普及に努めてきました。そのような中、2019年2月14日に『「スーパーシティ」構想の実現に向け
て最終報告（「スーパーシティ」構想の実現に向けた有識者懇談会）』が発表され、これまで取り組んできた市民との対話と市の施策についての情報提供について、さらに力を入れること
としました。また、市として「スーパーシティ」構想を提案するに当たり、これまで積極的に取り組んできたマイナンバーカード普及の動きをより加速させるため、2020年12月1日にマイナン
バーカード交付推進担当を設置するなどした結果、2020年4月末時点で5,399件（住基人口比21.26％）であった申請件数は、2021年3月末現在で13,718件（住基人口比
59.06％）と8,319件（住基人口比37.80％）増加しました（様式Ⅲ参考資料を参照）。
以上のようなことから、マイナンバーをはじめとした施策について市民理解は進んでおり、マイナンバーウォッチの実証・導入やその他施策への展開に向けた素地は形成されていると考えら
れます。

2019年11月24日 養父市国家戦略特区シンポジウム
演台：「豊かな農山村社会の実現に向けて～情報通信・先端技術の活用～」
説明者：養父市長 広瀬 栄

2019年12月18日 養父市議会 令和元年第95回定例会

2020年6月17日 養父市議会 令和2年第99回定例会

2020年12月1日 マイナンバーカード交付推進担当リーダー 設置

〇住民等の意向把握、確認について今後の予定

2021年6月 住民説明会（八鹿地域、養父地域、大屋地域、関宮地域で開催）
＜概要、参加者等＞

2021年6～7月 養父市議会への説明
＜概要、参加者等＞

2021年7月～ 養父市スマートヴィレッジ会議 設置

2022年1月頃 養父市スマートヴィレッジシンポジウム（仮） 開催予定
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Ⅱ⑤「住民等の意向の把握」に関する事項



○データ連携基盤整備事業の概要及びシステム構成図等

データ連携基盤には「スーパーシティ/スマートシティの相互運用性の確保等に関する検討会 最終報告書」における、データ連携層・データ層に
該当する機能を実装します。データ連携基盤は各自治体もしくは地域で整備され、分散したデータの連携を担うことで先端的サービスの整備に寄与
するものであると考えられます。
養父市において整備するデータ連携基盤は、相互運用性の確保を目的として以下の機能を実装します。

また、以下の機能については、実装する先端的サービスの特性に応じて、追加の機能実装を計画します。

（次頁へ続く）

Ⅱ⑥「データ連携基盤」に関する事項
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機能名 機能概要

オープンAPI 先端的サービスが、データ連携基盤が提供するAPIを利用するために必要な接続仕様を外部公開する機能。

APIカタログ
相互運用性に資する機能として、APIカタログ機能を有する。データ連携基盤が提供するAPIは、誰もが接続でき、
かつサービス間データ連携によって複数の分野を跨った連携を実現するため、API カタログ上で公開する。

データ仲介
データ連携基盤内外に存在するデータの所在情報を管理し、先端的サービスのデータアクセスを仲介する機能。基
本的に分散されたデータを連携することを目的としたデータ仲介機能を有する。ただし、実装する先端的サービス
に応じて、一時的にデータを蓄積する機能を有することとする。

機能名 機能概要

API管理
先端的サービスやデータのライフサイクル（登録，参照，変更，削除）に合わせて、データ連携基盤が提供する
APIのライフサイクルを管理する。

他都市データ連携 相互運用性に資する機能として、他自治体・地域において構築されたデータ連携基盤との接続を行う。

オプトイン管理
（同意管理）

先端的サービスの利用者が同意の上で、先端的サービス事業者やデータ提供者等の第三者に対して、パーソナル
データ（個人情報や個人との関連性があるデータ）の公開範囲を指定する。

サービス管理 データ連携基盤と連携する先端的サービスのライフサイクル（登録、参照、変更、削除）を管理する。

利用履歴管理 先端的サービスやデータ連携に関する利用履歴の蓄積を行う。

ユーザ管理
認証・認可

データ連携基盤の利用者を一元的に管理する。
データ連携基盤に接続するサービスの利用者の認証情報を管理する。

データ管理 データ蓄積方式のデータ連携において、データ連携基盤が収集した様々なデータを一時的に保存・蓄積する。
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○データ連携基盤整備事業の概要及びシステム構成図等

（前頁からの続き）

○ＡＰＩの公開等システム間の相互の連携及び互換性の確保に関する事項

国家戦略特別区域法施行令第１条及び国家戦略特別区域法施行規則第１条の２に規定するデータ連携基盤整備事業に関する基準によると、
データ連携基盤事業者には、インターネットを介して、次の情報を公表することが求められています。
（国家戦略特別区域法施行規則第１条の２第２項）
①収集及び整理をしている区域データの種類、内容及び形式
②区域データの提供に関する手続及び規約
③前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項
スーパーシティにおいてはサービスが常に発展・変化していくため、上記①～③をインターネット上に公開するうえでは、公表した内容を柔軟に
アップデートできる仕組みも必要と考えます。
そこで、上記①～③を公開するためにAPIカタログサイトを各都市、各サイトで整備し、互いに連携させ、さらに利用者からのフィードバック機
能を具備する等、変化に柔軟に対応させる仕組み作りが重要であると認識しています。なお、APIカタログサイトについてはデータ連携基盤構築事
業者の既存ソリューションやOSS等で実装することを想定しています。

機能名 機能概要

デバイス管理
IoTデバイスの接続不良等を検知するため、データ連携基盤に接続するIoT デバイス（情報カメラ、センサー情報）
等の状態を管理・監視する。

データ処理 外部から取得したデータをデータ連携基盤が扱える形式やデータモデルに変換する。

データ伝送 データアセットと接続する際に接続プロトコルの差異を吸収する。



データ連携基盤のシステム構成図 Ⅱ⑥「データ連携基盤」に関する事項
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空き家対策アプリ
：

災害等データ
・災害発生情報
・Jアラート情報

保有者情報、データの概要は「活用する区域データ」に記載

道路データ
・交通量情報
・損傷情報

河川データ
・水位データ
・監視カメラ情報

災害時関連データ
・避難所情報
・避難者情報

等

診療所データ
・予約情報
・待ち時間情報

診療データ
・カルテ情報
・処方箋情報

等

乗合タクシーデータ
・予約情報
・運行情報
・位置情報

Felica利用データ
・利用者情報
・利用情報

等

マイナンバー
関連情報

・自己情報
等

法人データ/
店舗・商店データ
・登記情報

等

イベントデータ
・イベント名
・イベント概要

等

オンライン
生活習慣指導

検診データ
・健康診断の結果
・人間ドック結果

等

身体データ
・体重・血圧
・摂取食塩量

等
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Ⅱ⑥「データ連携基盤」に関する事項

2021 (令和3)年度

2Q

2022 (令和4)年度 2023 (令和5)年度

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

データ連携基盤の基本部の設
計、構築

システムの整備に係る全体計画の作成 システムの整備に係る全体計画の見直し

データ連携基盤（オープンAPI,APIカタログ,データ仲介）
設計～構築作業（検証環境）

データ連携基盤（追加機能）設計～構築作業（検証環境）
データ連携基盤（追加機能）
要件定義～構築作業（本番環境）

データ連携基盤（オープンAPI,APIカタログ,データ仲介）
設計～構築作業（本番環境）

APIカタログへのAPI登録
（実証向け）

先端的サービスやデータとのAPI接続に関する実証作業

実証用のデータカタログ整備

・実証の結果を踏まえた基本機能の見直し
・先端的サービスに準拠するデータ連携基盤の設計・構築

先端的サービスの稼働

APIカタログへのAPI登録
（実証向け）

先端的サービスやデータとのAPI接続に関する
実証作業

実証用のデータカタログ整備

フェーズ1

先端的サービスの稼働
（2024年度以降も続く想定）

フェーズ2

フェーズ2機能実装の計画見直し

・実証の結果を踏まえた追加機能の見直し

APIカタログへのAPI登録（本番向け）
(2024年度以降も続く想定）

データカタログ整備（本番用）
(2024年度以降も続く想定）

（先端的サービスに合わせて2023年度以降も続く想定）

（先端的サービスに合わせて2023年度以降も続く想定）

APIカタログへのAPI登録（本番向け）

データカタログ整備（本番用）

公示・選定作業

【本整備・改修スケジュールの前提条件】
スーパーシティ型国家戦略特別区域の決定、及
び養父市からデータ連携基盤の整備にかかる調達と
業者決定が、2021年９月末までに決定しているこ
と
上記の特別区域の決定もしくは、データ連携事業
者の決定が遅延した場合は、本整備・改修スケ
ジュールの見直しを行います。

業者選定・
調達



○活用する区域データ（法第28条の２第１項に基づいて国の機関又は公共機関等に対するデータ提供の求めをする場合にはその内容を含む）
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Ⅱ⑥「データ連携基盤」に関する事項

区域データ データの内容 データ保有者

災害等データ ・災害発生情報：市内で発生した災害に関する緊急情報
・Jアラート情報：全国瞬時警報システムの通報情報

気象庁、総務省、国土交通省、
養父市

道路データ ・交通量情報：道路の混雑情報、路線カメラ
・損傷情報：道路の破損、通行可否の情報

（財）日本道路交通情報センター
養父市

河川データ ・河川の水位データ
・河川の監視カメラ情報

養父市

災害発生時の避難関連データ ・避難所情報：避難所の場所情報、開設・運営情報、備蓄品の残量情報
・避難者情報：各避難所に避難した避難者情報
・避難行動要支援者（災害時要支援者）情報：避難行動要支援者の情報

養父市

診療所データ ・予約情報：診療所の各科の予約状況
・待ち時間情報：診療所の各科の混雑（待ち時間）情報

養父市（市立診療所）

診療データ ・カルテ情報：患者の診療記録・経過記録、アレルギー有無・種類
・処方箋（投薬）情報：患者への処方箋、投薬の記録
・医療費：患者が支払った医療費データ
・健康診断情報：定期的な健康診断（人間ドックや市民健診等）の結果

養父市（市立診療所）
厚生労働省

乗合タクシーデータ
（やぶくるデータ、センサー情
報）

・予約情報：やぶくるの予約情報
・運行情報：乗合タクシーの運行状況
・位置情報：現在稼働中の乗合タクシーの位置情報

養父市

Felica 利用データ ・利用者情報：利用者ID、性別、名前、年齢、住居場所
・利用情報：サービス種別、カテゴリ、利用場所
・店舗情報：店舗名、店舗場所
・クーポン情報：Felica利用店舗のクーポン情報
・地域ポイント情報：地域発行の仮想通貨情報

フェリカポケットマーケティング株
式会社

マイナンバー関連データ ・行政機関等が保有する自己情報：自己情報取得APIで取得できる各種情報
・運転免許証/健康保険証情報：マイナンバーカードの拡張利用情報

マイナポータル（総務省）

法人データ、店舗/商店データ ・法人データ：登記情報（商号・名称，所在地，代表者の氏名等）
・店舗/商店データ：市内の店舗、商店に関する情報（上記、登記情報と同
等）

中小企業庁、養父市

イベントデータ ・イベントデータ：市内で開催されるイベント（祭り等）に関する情報
（イベント開催場所、イベント内容、料金、出店露店、等）

養父市

身体データ ・体重、血圧、摂取塩分量 ORANGE Kitchen



○データ連携基盤整備事業者の候補（地方公共団体がデータ連携基盤整備事業者となる場合は委託事業者の候補）

【データ連携基盤整備事業者の候補】
株式会社日立製作所

【事業者の候補として選定した理由】
養父市では、少子高齢化に伴う人口減少、中山間地域特有の地理・気候等の条件不利による暮らしを支え、豊かにする市民サービスを享受する機会が限定的であることが大きな課
題となっています。また本市は、平成26年の国家戦略特別区域指定を契機として、中山間農業の振興、医療分野のオンライン化等先端技術を活用したまちづくりに取り組んできており、
今後も様々な分野についての先端技術の実証・導入等を実施したいと考えています。
この度のスーパーシティの応募提案にあたり、上記の状況を鑑みて都市OS構築が可能なノウハウを持ち、先端サービス事業者との円滑な情報共有が実現できる事業者として、株式会社
日立製作所をデータ連携基盤整備事業者の候補に選定しました。
なお、先端サービス提供事業者のうち本市が掲げる目指すべき未来像等に合わない事業者を排除するのではなく、本市における課題解決に向けこれまでのノウハウを活かした広い視野で
先端サービス提供事業者と一体となり取組みを推進していく予定です。
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○データ連携基盤整備事業及び先端的サービスの実施に当たり、地方公共団体及び関係事業者による住民等の個人情報の適切な取扱いの確保のための具体的な取組

・個人情報、個人関連情報等の取扱いに関するルールの策定、公表（個人情報、個人関連情報等の取扱いに係る本人同意の取得等）

・プライバシー影響評価（PIA）の実施

・住民等に対する、個人情報、個人関連情報等の取扱いに関する説明

・スーパーシティ全体のデータガバナンスを担当する組織やその役割の明確化

・関係事業者、職員等の研修の実施
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Ⅱ⑦「個人情報の適切な取扱い」に関する事項
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養父市内マイナンバーカードの申請状況及び交付状況

本事業に関しては、マイナンバーカードを基に事業を推進していくことが必要であり、現在全庁をあげて交付率向上に向けて

取り組んでいます。令和2年度12月1日にマイナンバーカード交付推進担当リーダーを設置し、マイナンバーカード交付に向け

て推進員による住民説明会や住宅訪問等を実施しています。

令和2年3月末～令和3年3月末の本市におけるマイナンバーカード申請状況についての推移（下図）では、申請数、交

付数ともに増加しており、令和3年3月末現在の総申請件数は兵庫県内1位（申請件数13,718件／住基人口23,229

人、市民の59.06％が発行申請済）となっており、取組みの効果が表れていることがわかります。

本提案を申請することが決定した後はその動きをより加速させており、今後も継続していく予定です。

図

Ⅲ 参考（記載は任意）


