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○

取組の内容

市民のオンライン活動を支援する地域プラットフォームづくり

1）オンライン活動サイト構築支援
　コロナ禍により市民の地域活動か停滞しています。対面・集合による活動に捉われず、志を共にする市民か自ら活
動の仲間を集め、地域課題の解決に自発的に取り組むためのオンライン活動サイトの構築と運用を支援していま
す。
　専門家やサー゙設備等を用意することなく、オンライン活動サイトを構築するための方策や、その運用を組織的に
行うための態勢づくりを支援しています。
　必要により、試行評価のためのプラットフォームの提供や運用支援を行っています。（NPO法人からの提供）
　平成6年に発表し多くの市民の知識発信・地域活動を育ててきたインターネット市民塾の実践と研究の蓄積を゙と
にしています。
2）オンライン活動の支援を通した地域人材の発掘と出番づくり支援
　自治体や関係団体による市民の知識発信と地域デビューを応援するための、事業の企画や開催の支援を行って
います。

市民の人材化を支援するeプラットフォームの

枠組みイメージ 地域デビューを応援するオンライン活動の例



実績

工夫した点や苦労した点

ひとことPR

　人口減少時代に求められるの゙、市民の知的資産を地域づくりに存分に発揮されるしくみづくりです。一
方、コロナ禍で地域活動に制約を受けている市民・地域団体か多く存在します。市民の地域人材化とオ
ンライン活動を取り入れた地域活動か活発に生まれる地域プラットフォームづくりを応援しています。気軽に
お問い合わせください。

1）人材育成・活動支援等に関するオンライン活動サイトの構築・運用支援（2団体のへ参加者数：約80
人）
2）生涯学習センター等オンライン教室企画支援（2団体）
3）市民講師の発掘・育成事業運営支援（市民講師のへ400人）
4）各地のインターネット市民塾設立・運用支援（全国8ヶ所）
5）市民の出番づくり支援プログラムの企画・開催支援（参加者数約40人）
6）若者とシニアか学び合う地域づくり事業の企画・運用支援（3団体）

　コロナ禍によりリオンライン・ツールの利用か急速に広かっています。一方、対面・集合での活動に比へ問
題点を挙げる声゙多く聞かれます。リアルとリモートを効果的に組み合わせ、柔軟に活動できる態勢づくり
や、組織的・体系的な運用を行うための支援に゙、25年にわたるインターネット市民塾の実践と研究を生
かしています。
　また、専門家や専用設備、コストをかけずにオンライン活動サイトを構築するため、共用プラットフォームを
開発し提供しています。



○ 参考

取組分野の分類

関連ホームページ

連絡先

※メールを送る際に゙〔アットマーク〕を『@』に変えてください。

メールアドレス support〔アットマーク〕shiminjuku.org

地域学習プラットフォーム研究会 https://shiminjuku.org/

eプラットフォーム https://e-platform.org/

住民参加 その他

その他

官民連携（PPP・PFI） メディア活用策

自治体間連携 効果の把握・評価

1１．自治体経営イノベーション 12.シティプロモーション・地域PR
財政マネジメント（公共施設管理・公会計整備） 地域ブランディング

その他 ○ その他

働き方改革 ○ のるさと教育

子どの貧困対策 ○ 地域と教育機関の連携（高校魅力化・域学連携等）

9.少子化対策、子ど・子育て支援 10.地域づくり人材の育成・教育

結婚・出産・子育て支援 ○ 人材研修

地域と関係人口の協働 地域おこし協力隊の推進

その他 その他

滞在・活動の場づくり 起業・事業承継等支援

地域おこし協力隊の推進 空地・空家対策

その他

7.関係人口の創出・拡大 8.移住・定住促進

避難所運営 地域おこし協力隊の推進

感染症対策 その他

地区防災計画 イン゙ウンド対応

BCP 民泊・農泊

5.防災減災・危機管理 6.観光振興・交流

建築物耐震化・長寿命化 DMOとの連携

その他 その他

地域交通 地球温暖化対策

集落機能の確保 廃棄物・リサイクル対策

3.生活機能の維持 4.環境保全・SDGs

地域医療・福祉 分散型エネルギーシステム

地域中核企業等の支援 その他

その他

6次産業化 空地・空家・空きビル・空き店舗等対策

経営資源の引継（事業承継等）・起業支援 商店街活性化

登録者の取組を12の政策分野に分類しています（複数の分野に該当する゙の゙あります）。

1.地域資源を活用した地域経済循環 2.まちなか再生

地場産品発掘・販路開拓 中心市街地活性化
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