
東北地域ＩｏＴ実装「東北事例集」

【暫定版】



これを受け、東北情報通信懇談会は、東北総合通信局と
連携し「東北地域IoT実装推進協議会」を設置し「東北地域
IoT実装アクションプラン」を策定しました。
このアクションプランの取り組みの一つとして、IoTを利活

用して地域の課題の解決に取り組んでいる先進的な事例
を発掘し、優れた事例を展開することにより地域課題の解
決を図るべく、東北地域IoT実装「東北事例集」の作成に取
り組むことといたしました。本事例が地域ICT/IoTの実装推
進に向けて取り組まれる方々のお役に立つことを心から願
っております。（事例は随時、更新します。）
最後になりますが、作成にあたりご協力を賜りました方々

に深く感謝を申し上げます。

はじめに
あらゆるモノがインターネットにつながり、データの収集・解析・活用によって新たな価値を創出することが可能とな

る「IoT（インターネット・オブ・シングス）」時代が到来しつつある。
IoT、ビッグデータ、AI等の本格的な実用化の時代を迎え、ニュービジネスの創出や生産性向上といった産業面での
利用のみならず、「交流人口の増加」や「地域ブランドの向上」といった地方創生・地域活性化の手段としての期待も
高い。

総務省では、IoT等の本格的な実用化の時代を迎え、これまでの実証等の成果の横展開を強力、かつ、迅速に推
進するとともに、その進捗状況及び明らかになった課題を把握し、必要な対応策を講じることにより、日本全国の地
域の隅々まで波及させるため、「地域IoT実装推進タスクフォース」を平成２８年９月より開催し、地域課題の解決に
つながる「生活に身近な分野」を中心に、地域におけるIoTの実装に取り組むための具体的道筋を提示するため、
「地域IoT実装推進ロードマップ」を策定した。



対象分野 実施団体 地域課題への取組内容

1 教育 新地町 ・学校・家庭・地域を結ぶクラウドを活用した効果的なICT活用教育の実現。
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3
医療・介護・健
康

葛巻町

会津若松市

・マイナンバーカードの活用を想定した高齢者の健康見守り。

・マイナンバーカードの活用を想定した母子健康支援。

4 働き方 遠野市 ・テレワークセンターを整備。

5 青森県漁業協同組合連合
会

・陸奥湾の密漁（ナマコなど）対策にAIを利用した映像監視システム。

6 八幡平市 ・耕作放棄・ビニールハウス再生事業。

7 大船渡市 ・センサーネットワークによる鳥獣被害対策。

8 農林水産業 大潟村ＧＮＳＳ利用コン
ソーシアム

・GNSS汎用利用による近未来型環境保全水田営農技術。

9
ふくしま未来農業協同組合 ・圃場センシングによる果樹の生産管理(防霜対策)

10 地域ビジネス 丸森町 ・行動履歴データを活用した観光客の行動履歴収集。

11 観光 ＮＰＯ法人地域情報化モデ
ル研究会

・地域の埋もれた魅力を浮上させる青森県観光モデル。

12 新庄市・寒河江市 ・除雪車両管理システム。

13
官民協働サー
ビス 湯沢市（H30.6更新） ・子育て＆家事のシェアサービス

14 伊達市（H30.6更新） ・送迎マッチングサービスの導入

【目次】 東北地域ＩｏＴ実装「東北事例集」



【学校・家庭・地域を結ぶクラウドを活用した効果的なICT活用教育の実現】

実施団体 ・福島県新地町 対象
分野

・教育

事業費 ・総務省 先導的教育システム実証事業
・文部科学省 先導的な教育体制構築事業

実施
地域

・新地町内

地域の課題・

今後の見通し

・少子化の影響から児童生徒の人数が減少傾向にある。また、大学進学を機に町を離れて定住する傾向にあるため、人口減少がさらに進んでおり、子育て世
帯の定住が喫緊の課題である。そこで子育て世帯が定住する町を目指し、ICTを効果的に活用した教育を実施する。その際、いつでもどこでも学習を実施でき
るクラウド環境を適切に活用しながら学校・家庭・地域が連携した教育活動を展開する。具体的には以下のような取組を実施する。
〇 個々の学習進度を把握し、最適な学びを提供して知識・技能を身につける学習
〇 思考の可視化に基づいた意見の交流など思考の活性化を促す他者との協働学習
〇 社会人として自立的に学び続ける力を育成する自己評価能力を向上させる学習
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業概要

・クラウドを活用した家庭学習
タブレット端末を持ち帰り、家庭学習に利用し主にドリル学習型コンテンツと協働学
習支援ツールを活用している。ドリル学習型コンテンツは自主学習としての利用の他
にも、教員の指示により次時に必要な既習内容の復習に活用している。
・協働学習の実施
協働学習支援ツールによって自らの思考を可視化し、クラウドを通して意見の交流
を図ることで、思考の活性化を図っている。
思考の可視化についてはシンキングツールを利用しており、「自分の考えを整理す
る」「他者の考えを取り入れる」「新しい発想を生み出す」等の場面で活用している。
・パフォーマンス課題とルーブリックを用いた評価
パフォーマンス課題とは様々な知識やスキルを総合して解決する課題であり、その
達成基準を表として設定したのがルーブリックである。学びを通して児童生徒は目標
に自分がどれだけ近づけたのか、何が要因となって達成した、もしくは達成できなっ
たのかを振り返らせる活動である。

絡先 ・福島県新地町教育委員会 教育総務課
℡：0244-62-4477

事

連
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【くずまき見守り＆スマートライフプラットフォーム推進事業】

事業費 22，858千円
(総務省 H28ICTまち・ひと・しごと創
生推進事業を活用)

実施地域 ・葛巻町内

地域の課題・

今後の見通し

・葛巻町では、平成27年の人口6,340人に対する高齢化率は41.8％に上昇し、急速に少子高齢化が進んでいる。また、独居高齢者の世帯も増加しており、核家
族化、生活様式の多様化など、社会情勢の変化により、地域における相互扶助機能の希薄化が危惧されている。
・町が整備したケーブルTVを活用した高齢者世帯への健康管理・行政情報配信・行動履歴管理を行うことで、きめ細かな「見守り」と地域における相互扶助機
能いわゆる地域での「寄り添い」機能の普及・定着が図られる。

実施団体 ・岩手県葛巻町 対象分野 ・医療・介護・健康

事業概要
・各世帯や各地区公民館や病院と保健センターを結んだ健康状態の管理を実施
する。また、町からの行政情報配信サービスを、TVとリモコンを活用できる仕組み
を整備する。
・機能としては、
①「健康管理機能」：サービスログイン時に、家族宛てに自動で安否メールを送信
する。また、高齢者はTVのリモコンを通じて自分の健康状態「よい」「ふつう」「すこ
しだるい」「わるい」を入力し、保健センターではアプリ管理画面で見守り対象者の
健康状況の記録・対応を行う。
②「行政情報配信機能」：TV側でアプリケーションを起動することで、TV上に自分
の健診履歴や検診データを確認できる。また、日常的に利用してもらえるよう、行
政から高齢者への福祉情報、健康増進情報、検診予定、天気情報等、高齢者が
利用メリットを実感できる情報の配信なども行う。
③「行動履歴管理機能」：高齢者の通院、施設利用、公民館利用等の行動履歴を
保健師だけでなく本人も確認出来るようにする。

連絡先 ・岩手県葛巻町 総務企画課

℡：0195-66-2111

・マイナンバーカード認証機能を利用してのTVを活用した各サービスを提供する。

２
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【ICTを活用した母子健康支援プロジェクト】

事業費 24，710千円
(総務省 H28ICTまち・ひと・しごと創
生推進事業を活用)

実施地域 ・会津若松市内

地域の課題・

今後の見通し

・ICTを活用した母子健康情報サービスを横展開することにより、安心かつ利便性の高い母子健康・子育て環境を効率的に実現し、合計特殊出生率や出生数
の上昇を図ることで、地域全体の人口、こどもの人口双方を増やし、長期的な地域活力の維持を目指す。

事業概要
・母子健康手帳に記載される情報を電子化し、ICTを活用した子育て支援を図ると
ともに、予防接種のスケジュール管理をカレンダー機能やメール機能等を活用し
てプッシュで通知し接種漏れを防ぎ、予防接種の受診率を向上させる。
なお、サービスの提供にあたっては、市民の利便性を考慮し、市民向けの統合地
域ポータルである「会津若松＋（プラス）」上に、新たに健康ウェブページを構築。

連絡先 ・福島県会津若松市 健康福祉部健康増進課
℡：0242-39-1245

6

実施団体 ・福島県会津若松市 対象分野 ・医療・介護・健康

３



【遠野型ふるさとテレワーク推進事業】
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実施団体 ・岩手県遠野市 対象分野 ・働き方

事業費 9，130千円 実施地域 ・遠野市内
(総務省 H28ふるさとテレワーク推
進事業を活用)

地域の課題・ ・ふるさとテレワークの基盤となるテレワークセンター（サテライトオフィス・コワーキングスペース等）を閉校となった旧遠野市立土淵中学校（現在「遠野みらい

今後の見通し
創りカレッジ」として利用）に整備することにより、地方への人や仕事の流れの創出、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を提案することで、ワークライフバ
ランスの向上、地域活性化など継続的な地方創生機会の創出と移住促進が図られる。

・閉校となった旧土淵中学校（現在「遠野みらい創りカレッジ」として利用）に、サテ
ライトオフィス及びコワーキングスペースを備えたテレワークセンターを整備。平成

事業概要 ２９年２月に「遠野みらい創りカレッジテレワークセンター」としてオープン。

・遠野みらい創りカレッジの産学官民ネットワーク（年間利用者約５千人）を活用し
テレワークをＰＲ・体験させることにより、遠野市における継続的なふるさとテレ
ワークの普及促進を図る。

・移住者及びその家族の健康管理や生活の利便性を確保するため、ＩＣＴを活用し
た健康管理システム「とおのＩＣＴ健康塾」の生活支援サービスを提供する。

連絡先 ・岩手県遠野市 経営企画部ＩＣＴ推進担当
℡：0198-62-2111

、

４



【陸奥湾密漁監視システム整備事業】
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実施団体 ・青森県漁業協同組合連合会 対象分野 ・農林水産業

事業費 194,702千円 実施地域 ・青森県陸奥湾内
(農林水産省 H28水産業競争力強化緊急
施設整備事業を活用)

地域の課題・ ・ナマコ価格は平成15年から高騰しており、本県陸奥湾におけるナマコ密漁は、平成18年7月に密漁者が逮捕されたのをはじめ平成26年10月、平成27年10月
と反社会的組織が逮捕されているが、これらの摘発は氷山の一角とされている。これに対し、陸奥湾における密漁監視は毎年、春・秋の陸奥湾夜間一斉合同

今後の見通し 監視、月1回ペースの県取締船による監視の他、5地区による夜間船舶監視184回を行っているが密漁は後を絶たない状況にある。この喫緊の最重要課題を
打開するため、陸奥湾全域において監視カメラを設置し、官民一体となり、強力な密漁監視体制の構築を図るものである。

・当該システムの運用により、密漁の横行を防ぐことで、ナマコの計画的な資源管理に繋げることが可能となり、そのことが漁業者の安定収入に大きく寄与す
ることとなる。

・監視カメラよりインターネット経由で画像を送信し青森県漁連内に設置したシステ
ムで集中管理する。15ヶ所の監視カメラ画像をシステムにてリアルタイムに監視し

事業概要 プログラムにより不審な船舶等を検出した場合は警告表示し、決められた連絡先
に通報を行い、該当の漁協担当者へ警告が表示された事を通知する。通報を受
けた漁協担当者は、映像を専用端末又はモバイル端末等で確認し密漁と判断し
た場合には、警察・海上保安部・県等の取締り機関に連絡を行う。監視カメラの画
像は、サーバーに一定期間保存する。

・密漁監視カメラ設置により、密漁被害の撲滅に繋げるほか、荒天時の緊急避難
船舶による漁具・漁業被害の防止や海難事故や災害発生時の現状把握等にも活
用が可能であり、陸奥湾全体の安全・安心を確保する意味で大きなメリットがある

連絡先 ・青森県漁業協同組合連合会
℡： 017-722-4211 

、

。
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【耕作放棄・ビニールハウス再生事業】

実施団体 ・岩手県八幡平市 対象分野 ・農林水産業
・グリーンリバーホールディングス（福岡県福岡市）
・MOVIMAS（東京都新宿区）

事業費 １７、０００千円 実施地域 ・岩手県八幡平市松尾寄木

地域の課題・ ・八幡平市では、30年以上前から地熱発電所から供給される熱水を暖房に利用したビニールハウス（通称「熱水ハウス」）での農業が行われてきた。しかし、
高齢化による就農者離れや施設の老朽化等の問題があり、現在は未活用になっている施設が多くなっている。

今後の見通し
・未活⽤の熱⽔ハウスで縦型⽔耕栽培農法を⽤い労働の軽減によるビニールハウスの⾼収益化を図るとともに、クラウドでビニールハウス内の環境制御を
⾏うMOVIMASの栽培管理システムを導⼊し、農業ノウハウを共有・蓄積する事で新規就農者のスタートアップ⽀援を目指す。

事業概要 ・⼋幡平市はグリーンリバーホールディングスに栽培実証実験のための熱⽔ハ
ウスを提供し、稼働50年を超える松川地熱発電所から供給される熱⽔を活⽤し
た豪雪地帯での周年農業の実現化をサポートする。

・グリーンリバーホールディングスはビニールハウスを再⽣し⽔耕栽培装置を設
置しその設備をレンタルして⽣産者を育成後、販売をサポートする。

・MOVIMASはIoTと⽔耕栽培を活⽤したスマートアグリシステムの開発を⾏いク
ラウド管理して、農業ノウハウを共有・蓄積することで周年栽培を実現化し新規
就農者をサポートする。

絡先 ・岩手県八幡平市 農林課
・グリーンリバーホールディングス（株） 営業部

℡：0195-74-2111
℡：03-5289-7358

・（株）MOVIMAS ソリューション本部 ℡：03-6279-0485

連
9
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【野生鳥獣被害対策】
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実施団体 ・岩手県大船渡市 対象分野 ・農林水産業

事業費 24,802千円 実施地域 ・大船渡市内
(総務省 H28ICTまち・ひと・しごと
創生推進事業を活用)

地域の課題・ ・大船渡市では、ニホンジカ、アナグマ、ハクビシン、サル等の野生鳥獣による農作物の食害や自動車との接触事故等の生活の様々な場面で被害が深刻化し

今後の見通し
ている。また、北西部に位置する五葉山系では、ニホンジカの適正頭数は約2,000頭といわれているが、その3～4倍生息し、年々増加傾向にある。
・防護網の設置や被害防止パトロール、猟友会等と連携した有害駆除の実施、農地用防護ネットや電気柵の設置等を実施しているが、狩猟者の数が減少し高
齢化も進行していることや駆除範囲が広く１回あたりの有害駆除数に限界があることなどから従来の対応だけでは被害防止は困難であり、被害の拡大が懸念
される。
・地域特性に応じたニホンジカが農地に近づかない有効な威嚇手法に改善・ブラッシュアップ等がなされることで、農地用防護ネット等の代替防護方法になり、
農作物の食害が減少するとともに農作業の効率化が図られる。また、センサー等によって、ニホンジカの出現ポイントや時間帯、頻度等を情報として収集する
ことで、データに基づき、効率的に有害駆除を実施でき、駆除頭数の増加と狩猟者等の負担低減が図られる。

・センシング技術・ネットワーク技術・動画中継技術等を活用したニホンジカへの威
嚇や、行動範囲の補足・特定による有害駆除範囲の絞り込み等に使用する監視

事業概要 端末と、監視端末からの情報を農業者や狩猟者等に通知し、捕獲や有害駆除を
支援する地域IoT基盤を構築することで、農業者や狩猟者等の捕獲や有害駆除の
省力化を図る。

連絡先 ・岩手県大船渡市 農林水産部農林課
℡：0192-27-3111

７



【GNSS汎用利用による近未来型環境保全水田営農技術】

実施団体 ・大潟村ＧＮＳＳ利用コンソーシアム 対象 ・農林水産業
（秋田県立大、秋田県農試、農研機構・東北農研、JA大潟村、 分野
（株）トプコン、スガノ農機（株）、秋田県秋田地域振興局）

事業費 23,481千円 実施 ・秋田県大潟村実証水田
農林水産省 H28革新的技術開発・緊急展開事業（うち地域戦 地域
略プロジェクト）

地域の課題・ ・水稲移植前にレーザー光を使った均平技術が普及しているが、春先のレーザー光を利用した均平作業では、異なるレーザー発光機からの光が交錯して作業の
妨げになり、計画的に均平作業が実施できない問題が生じている。また、通常は代かき後の田植機による移植作業時にマーカー跡が見えるように落水して作業を

今後の見通 行っており、代かき水の落水によって、残存した八郎湖に汚濁物質を含む富栄養化物質が流入し、アオコの発生など水質の低下が報告されている。

し ・近年、農業でも利用が進みつつある精度±2cmと高精度のリアルタイムキネマティックGNSS（RTKGNSS）を移植のほか、代かき、均平等にも汎用的に利用して
生産性向上と環境保全の両立を図る。GNSS利用自動操舵田植機は代かき水を落水せずに移植を行いOPの疲労軽減と八郎湖の環境負荷低減を図る。

事業概要

１．水稲栽培時の各種作業でのRTKGNSSの利用による作業改善効果の解明
（１）基準局を設置した場合の、補正信号伝達手段ごとの利用限界距離の検証を
実施する。
（２）GNSSレベラーの適用性とレーザー均平と比較した作業能率の改善効果を
評価する。
（３）RTKGNSSを利用した自動操舵装置による湛水直播や除草作業やトラクタ、
田植機に装着しての作業精度や能率等の改善効果を評価する。
（４）代かき水を排水しない無落水移植作業が水稲の初期生育改善や収量、品
質に与える効果を実証する。
２．無落水移植が周辺環境に与える効果の解明
（１）無落水移植ほ場と慣行の落水移植ほ場で、実際に排出される水質汚濁物
質の量を計測し定量化する。
（２）１筆の水田で実際に計測される排出汚濁物質の量から、八郎湖全体での流
出低減効果を試算する。

連絡先 ・大潟村ＧＮＳＳ利用コンソーシアム
（研究代表者：秋田県立大学 客員教授 矢治幸夫）
℡：0185-45-3944   

８



【圃場センシングによる果樹の生産管理(防霜対策)】

実施団体 ・ふくしま未来農業協同組合 対象分野 ・農林水産業

事業費 -- 実施地域 ・福島県福島市内

地域の課題・

今後の見通し

・JAふくしま未来の管内は、福島県内 12 市町村に及ぶ全国有数の果樹・野菜の産地となっています。
この地域では、果樹の栽培において、重大な被害をもたらす「霜」による凍霜害の対策として、降霜時の危険温度に達する前に果樹園地内で燃焼剤を燃やし
空気を対流させ温度を上げる取り組みを行ってきました。
JAふくしま未来では、毎年果樹の開花期となる4月から防霜対策本部を設置し、霜注意報が発令されると職員・組合員約 60 人が福島地区に点在する 56 箇
所の観測地の温度を夜明けまで観測しており、その際に発生する人的負担が課題となっていました。
これまでも温度観測の自動化を検討してきましたが、圃場における観測装置に電源が必要になることや、観測データの送信にモバイル回線を利用するため通
信コストがかかることから、導入を見送ってきました。
そのような中、導入圃場ごとの観測データの送信にモバイル回線費用が不要である LPWA 方式の無線通信機器を使用し、エネルギーハーベスティング（環境
発電）により電源不要でセンサーと無線通信機器を設置できるＮＴＴ東日本の「e センシング For アグリ」を導入するに至りました。

事業概要

・日本初の取り組み導入で防霜対策の効率化へ。
・環境中の微量なエネルギーを電力に変換する「エネルギーハーベスティング」と
いう技術を用いた通信により果樹の圃場データ（温度・湿度・照度）を管理し、夜
間の温度観測が手動から自動に変わることによる生産者の労力軽減、データ集
積コスト削減。
・管内５５箇所にデータの観測機を含む送信機やデータの受信機を設置し、観測
を１５分毎に実施。
・リアルタイムデータはＪＡの防霜対策本部の担当者や営農指導員が受け取れる
ようになっており、ＪＡ内部で観測データを検証後、担当者が１時間後との観測結
果をＨＰ上で公開し、必要に応じて生産者へアラートメール送信
観測結果の蓄積により水稲栽培や営農指導などにも活用できる。

連絡先 ・ＪＡふくしま未来 福島地区 農業振興課
℡：024-554-5532

９



【行動履歴データを活用した観光客の行動履歴収集】

実施団体 ・宮城県丸森町 対象分野 ・地域ビジネス

事業費 １４，６２７千円

地方創生交付金（CRM導入構築事業）

実施地域 ・丸森町内

地域の課題・

今後の見通し

・宮城県の最南端に位置し、福島県に隣接する丸森町は、阿武隈川が流れる人口1万4千人、世帯数5千程度の町である。
・中山間地域にある自治体の例にもれず、少子高齢化及び人口減少が課題となっている。こうした現状を打破することを目的に、2016年4月に「まるもり移住・
定住サポートセンター（じゅーぴたっ）」を開設。
・移住検討者に対する、移住支援制度や住まい、就業に関する相談対応等、一人ひとりのニーズに応じたワンストップサービスを提供している。また、移住希
望者向けのイベント（移住ツアー、移住体験プログラム）の実施や、受け入れ側の地域への支援などの活動もしている。
・当事業で構築したデータ蓄積・解析の仕組みを観光客の行動履歴収集分析だけではなく、広く活用するための検討を進めている。

事業概要

・「じゅーぴたっ」では、来訪した観光客に対し、観光アプリ「JOYin!」を搭載したタブ
レットを貸し出す。
・アプリでは観光地やWi-Fiスポットなどの情報を提供して町内での回遊を促進する。
加えて、移住希望者の利用を想定して公共機関や学校、空き家情報も提供する。
・来訪者の行動履歴をアプリから収集して蓄積する。
・GPS機能を利用することで訪問したポイントやそこでの滞在時間、移動経路や移動
にかかった時間などが分かる。
・収集したデータを解析し、観光客の利便を高めていくといった施策の検討に役立て
ていく。
・移住アプリは、求人、空き家といった移住、定住や観光に関する情報をプッシュ配
信する。アプリをダウンロードした人達の各サービスの利用データや行動情報を
データ解析に役立てる。

連絡先 ・丸森町 子育て定住推進課 定住推進班
℡：0224-51-9905

10



【地域の埋もれた魅力を浮上させる青森県観光モデル】

実施団体 ・ＮＰＯ法人地域情報化
モデル研究会

対象分野 ・観光

事業費 -- 実施地域 ・青森県内（全国４８の地域・団体に展開）

地域の課題・

今後の見通し

・青森県では新幹線開業により急増する個人旅行者への対応として、車での自由な周遊計画の支援や、知られていない地域の魅力の発信など、着地での情
報支援体制の整備が課題である。
・この課題に対し、Webでの周遊計画支援サービス「Myルートガイド」を開発し、観光クラウドとして青森県内の30団体の公共観光サイトに展開。月間平均3000
人程度（ユニークユーザ数）の旅行者の便益に貢献している。
・さらに、自治体の保有する観光情報を民間で二次利用可能（オープンデータ）にし、この観光情報を活用して地元レンタカー会社窓口（県内19店舗で展開）で
観光情報サービスを提供するなど、新幹線や宿泊先から車での周遊を開始する旅行者に対する観光情報支援体制の整備が進んでいる。
・今後、観光情報だけでなく、冬季道路閉鎖情報やバリアフリー情報など旅行者の安全安心な情報支援へと拡充を図る。

事業概要

・地域の公共団体の保有する観光情報（オープンデータ）や、お店など地域住民か
らの旬な情報など、官民の地域情報資源を観光クラウドとして集結し、県内の公
共観光サイトやレンタカー会社窓口での観光情報サービスなど、地域の様々な観
光情報サービスとの連携により、地域ならではのきめ細かな観光情報の適時適所
な提供を行う。
・また、車での周遊ルート計画を旅行者自身が手軽に作成できる「Mｙルートガイ
ド」を開発し、県内30団体の観光サイトで共同利用することで、旅行者の自由な周
遊計画の支援や、見知らぬ土地を巡る不安の軽減、ルート周辺に点在する埋もれ
た魅力を発見する楽しみなど、急増する個人旅行者に対応する着地での情報支
援体制を整備した。

連絡先 ・ＮＰＯ法人地域情報化モデル研究会
℡：017-731-0565

１

14
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【除雪車両管理システム】

実施団体 ・山形県新庄市
・山形県寒河江市

対象分野 ・官民協働サービス

事業費 ・新庄市 ９，０００千円
・寒河江市 ７，３００千円

実施地域 ・新庄市内・寒河江市内

地域の課題・

今後の見通し

・除雪時の課題として「置き雪」の問題がある。除雪車が車道から歩道側に寄せた雪は、通常ダンプカーなどで雪捨て場へ移す。
・ただ道幅が狭いと大型車両が入れない場合もあるため、雪押場の排雪のみにとどめている自治体もある。
・そういった日常的な排雪が難しいところでは、沿道にある民家の玄関前などに、雪が積まれたままになってしまう。
この置き雪は住民が処理する必要があり、高齢者の大きな負担となっている。

事業概要

・衛星利用測位システム（GPS）を使い、高齢者世帯の自宅位置をサーバーに事
前登録。除雪車が該当する住宅の半径30ｍ以内に入ると除雪車に配備したスマ
ホにアラーム音と文章で知らせる。除雪車オペレーターは通知された家の付近で
は多くの雪を残さないよう丁寧に作業する。

・Ｗｅｂで除雪車の現在地を地図上で確認することができ、住民が自宅周辺の除
雪状況を確認することも可能。

・市や除雪受託業者は作業時間や経路を簡単に把握できるようになり、事務作業
の軽減や作業経路の効率化も図れる。

連絡先 ・山形県新庄市 都市整備課 道路維持管理室 ℡：0233-22-2111   
・山形県寒河江市 建設管理課 ℡：0237-86-2111 
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【子育て＆家事のシェアサービス】

実施団体 ・秋田県湯沢市 対象分野 ・官民協働サービス

事業費 -- 実施地域 ・湯沢市内及び近隣市町村

地域の課題・

今後の見通し

・平成20～24年の湯沢市の合計特殊出生率は1.44で全国平均はわずかに上回っているものの、全国トップの自治体(2.81）とは大きな差がある。
・公的な「子どもの預かり」として、保育所・認定こども園における一時預かりやファミリー・サポート・センター事業を実施。
・ファミリー・サポート・センター事業では、利用時聞に制約があることや、協力会員の高齢化により利用者とのマッチングが進まないといった課題がある。
・潜在能力の発揮が一層期待されている女性と、人口割合が少ない若者の活躍を推進するため、平成29年3月に「湯沢市若者や女性が輝くまちづくり推進条
例」を制定した。
・平成28年度に子育てシェアサービスのプラットフォームを運営する株式会社AsMama と「子育て支援連携協力に関する協定」を締結し、ママサボーター育成
研修をはじめ、講演会や学習会等を開催し、子育てシェアの普及啓発に努めている。
・家事の担い手不足という課題の解消を時間に捉われない新しい働き方を提供する本サービスの普及により進めることで、地域の女性が益々活躍できる環境
を整備したい。

事業概要

子育て＆家事のシェアサービスと提携することにより、特に女性の家事負担の軽
減を図り、育児を応援し、働く女性の活躍推進することで、子育て世代の暮らしや
すい街を目指す。

(1)サービスの認知度向上のための取組
•市ホームページ、広報誌、SNSでの周知、提供者・利用者向け説明会の開催、保
育施設等へのチラシの配布、シンポジウムや子育てシェア利用方法学習会を開
催
(2)広域連携のための取組
・定住自立圏を構成する他の自治体（羽後町、東成瀬村）との子育て交流会を開
催。
・サービスの提供範囲は市内に限定ぜず、近隣市町村の住民も対象にしている。

連絡先 ・秋田県湯沢市協働事業推進課 魅力創造班
℡：0183-55-8274
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【送迎マッチングサービスの導入】

実施団体 ・福島県伊達市 対象分野 ・官民協働サービス

事業費 -- 実施地域 ・伊達市内

地域の課題・

今後の見通し

・過去1 0年で人口減（-10%）、高齢化（+10%)に歯止めがかからない状況。
・月舘町糠田地域（人口595人、高齢化率38.8%）の住民アンケー卜の結果、運転の不安や送迎を頼むことへの躊躇から、約40%が通院買物などの移動を制限
している実態が明らかになった。
・現在の交通に不安は無い方においても、将来に不安を抱える者が62%に上ることが判明した。
・送迎を担当する住民有志と送迎依頼者をマッチングするサービスの導入に向けた実証実験を開始（SPATIOWL：富士通株式会社製）。
・交通事業者、自治体が運営する既存交通手段（バス、デマンド交通等）で補えない需要を、助け合い送迎で補えるため、自治体の費用負担抑制とサービス維
持・向上の両立が期待できる。また、住民が買物や病院に行きやすくなることにより、地域活性化や住民健康促進が図られる。

事業概要

・予め登録された運転手となる地域住民の送迎可能な時間や現在位置と、移動
を希望する利用者ごとの目的地から最適な車両をマッチングさせ、利用者に効率
的かつ安全な乗合送迎サービスを提供する。
・送迎車両には、位置や速度などのデータを収集する端末を取り付け、アクセル
やブレーキの操作など、様々な視点から分析した安全運転評価データを作成す
る。
(1)スマー卜フォンなどを使うとこができない利用者向けの取組
・電話による受付センターを開設。地域の把握状況や方言への対応を考慮し、現
地人材にて対応できる体制を構築。
(2)補完・連携した既存の公共サービスの内容
・既存デマンド交通と、オペレータ、システムの連携を図るなど、トータルコストの
圧縮及び迅速に配車できる姿を目指す。
・また、将来に向け、病院が行う通院送迎にも活用可能か検討を行い、地域全体
の持続可能性の向上を目指す。
(3)広域連携のための取組
・同じ課題を有する周辺の自治体が多いことから、事業効率化、持続可能性の向
上に向けた連携を検討する。

連絡先 ・福島県伊達市 総合政策課
℡：024-575-1142
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総務省 東北総合通信局 情報通信振興課内

東北情報通信懇談会 地域情報通信委員会 事務局

電 話：022-221-3655

E-mail：sinkokikaku-toh@ml.soumu.go.jp

お 問 合 せ 先

【参考】
東北総合通信局HP http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/
東北情報通信懇談会HP http://www.mercato.gr.jp/
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