
 

デジタル活用支援アドバイザリーボード（第３回） 

議事次第 

 

日時：令和３年６月８日（火）15:00-17:00 

場所：オンライン開催 

１． 開会 

２． 議事 

（１）デジタル活用支援推進事業の計画と実施状況 

（２）採択事業者（全国展開型・地域連携型）による事業計画説明 

（３）意見交換 

（４）その他 

３．閉会 

 

（配付資料） 

資料１  ：デジタル活用支援推進事業の進捗状況（計画の公表、一次公募の結果等

について） 

資料２－１：NTT ドコモ提出資料 

資料２－２：KDDI 提出資料 

資料２－３：ソフトバンク提出資料 

資料２－４：楽天モバイル提出資料 

資料３－１：シフトプラス（都城市）提出資料 

資料３－２：阪急阪神ホールディングス（芦屋市、高槻市等）提出資料 

資料３－３：エヌ・エス・シー（会津若松市）提出資料 

資料３－４：堺市視覚障害者福祉協会提出資料 

資料３－５：「スマホ乗換え相談所」に関する実証 
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１．令和３年度事業実施計画等



現状認識と今後の方針 2

１．現状認識
 行政手続のオンライン化など、社会全体のデジタル化が進められる中、デジタル技術を使いこなせる方々と、そうではな

い方々の「デジタル格差」の解消が重要な政策課題となっている。
 例えば、内閣府の世論調査によれば、70歳以上の高齢者の方の約６割がスマートフォンなどの情報通信機器を利用

していないと回答しており、社会のデジタル化が急速に進む中で、各地域の実情を踏まえつつ、助けを必要とする人に、
十分な支援が行き渡るようにすることが急務である。

 このような政策課題に対応し、誰もがデジタル化の恩恵を享受できる社会を実現することはきわめて重要であり、昨年
12月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」においても、「誰ひとり取り残さない、人に優
しいデジタル化」が掲げられている。

２．今後の方針
 総務省では、デジタル活用に不安のある高齢者等の解消に向けて、本年6月から、デジタル活用支援推進事業（補

助事業）として、全国1,800箇所程度において、主に高齢者のデジタル活用を支援する「講習会」を開始する。
 他方、 「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」の基本方針を踏まえ、各地域の実情やニーズを適時適切に把

握しつつ、助けを必要とする方に支援が行きわたるよう、支援体制の充実を図ることが必要である。
 そのため、総務省の事業については、令和4年度以降、高齢者がより身近な場所で参加できるよう取組の拡充を図る。

携帯ショップがない市町村や携帯ショップがあってもスペースが狭くて講習会ができない市町村では、近隣の市区町村の
携帯ショップ等から講師派遣を行うことによって公民館等で講習会等を行う手法を検討する。

 また、「誰一人取り残さない」は携帯ショップを中心とした総務省の事業だけで達成できるものではなく、地域のサポート
体制を確立し、様々な地域の担い手による幅広い取組が求められる。特に高齢者は、学生やサラリーマンと異なり、特
定の企業・団体に属していないことが多く、重層的な取組が求められる。

 総務省の事業に加えて、他府省・地方公共団体・教育機関・高齢者団体・商工団体・農業団体・ケーブルテレビ・電
器店・町内会・自治会・NPO法人等と連携し、国民運動として、家族を含めた若い世代が高齢者に教えることや
様々な地域の担い手による幅広い取組を積極的に促していく。このようなデジタル活用支援に関する５カ年の全体構
想を策定して取組を加速する。



デジタル活用支援推進事業 令和３年度 事業実施計画 3

項目 類型A
携帯キャリアが携帯ショップで実施

類型B
地元ICT企業やシルバー人材センター等が、
地方公共団体と連携して公民館等で実施

合計
KPI

アウトプット指標

講座の内容 既存のスマホ教室におけるスマートフォンの基本的な利用
方法の講座に加えて、国庫補助事業として、新たに
スマートフォンによる行政手続き等に関する講座を実施

国庫補助によるデジタル活用支援事業として、スマー
トフォンの基本的な利用方法やスマートフォンによる行
政手続等に関する講座を実施

箇所数 約1,700箇所
• 約700市区町村
• 1741市区町村中約40％、人口ベースで86％
• 各社の提案をベースに偏在がないよう調整

約100箇所
• 約100市区町村

約1,800箇所

講習会の
実施回数

約8.5万回
• 1箇所あたり： 50回
• 計： 50回×1,700 ＝8.5万回

約2500回
• 1箇所あたり： 25回
• 計： 25回×100 ＝2500回

約9万回

参加者数
（のべ）

約34万人
• 1回あたり： 4人※1

• 計： 4人×8.5万回 ＝34万人

約5万人
• 1回あたり： 20人
• 計： 20人×2500回 ＝5万人

約40万人

支援員の人数 約2,550人
• 1箇所あたり： 1.5人
• 計： 1.5人×1700箇所 ＝2550人

約500人
• 1箇所あたり： 5人※2

• 計： 5人×100箇所 ＝500人

約3,000人

※1 コロナ下であることを踏まえた参加者見込み ※2 講師1名＋サポート4名

 令和３年度は、携帯ショップ等を中心に全国約1,800箇所での実施を計画
（執行団体を通じて事業実施主体に補助）

（注） 令和3年度の箇所数については、当初1,000箇所程度を想定していたが、1箇所あたりの実施回数を減らして箇所数を増やすこと
により、1,800箇所程度を見込む。



令和３年度 事業実施計画 別紙 4

① 講習会の内容について
 マイナンバー関係や行政手続きだけでなく、アプリのインストールの仕方や、例えば地図アプリやキャッシュレス決済アプリの使い方など

ニーズの高い内容とセットで取り扱う。また、高齢者等が詐欺等の危険な目にあわないよう、セキュリティ対策を含めスマートフォン等の
安全な利用のために必要な知識についても取り扱う。

 高齢者が気軽に聞けるような場・学び合える場所として、 「講習会型」だけではなく、「相談会型」の支援も行い、講習会の内容の
フォローアップに努める。また、振り返り等のための動画を作成し、復習のための動画サイトのリンクの設定を行う。

 体験型のプログラム（実体験が難しいものはデモ環境）が必要。まずは、参加者がスマホ決済を実際に体験できるよう、講習会等に
おいて店舗提示型の統一QRコード（JPQR）を導入する。

 パスワード等が分からず講習会での作業が中断してしまうことがないよう、参加者に対して、事前に必要事項をよく周知する。
 令和2年度の実証事業の成果も踏まえ、障害者を対象とした講習会の展開も図る。
 参加者へのアンケートを通じて、NPS評価等の手法により講習会の「質」を把握することで事業の改善に努めるとともに、オンラインに

よる行政手続き等のアプリの使いづらさをフィードバックし、デジタル庁の監督下でその改善を図るというPDCAをまわす。

② 講師となる「デジタル活用支援員」について
 高齢者が安心して参加できるよう、中立性の確保に留意する。講習会の後に結果として契約行為が発生することは問題ないが、講

習会のなかでの支援員側からの（特にデジタル活用支援をフックにした）営業活動は厳に慎むべき。また、そのため、高齢者が国の
事業と認知することができるロゴを使用する。

 中立性を確保するための具体的な禁止行為や禁止行為を行った場合の措置について事業のガイドラインにおいて明示する。
 講習会等に参加した高齢者や、大学生・高等専門学校生など若い世代が、デジタル活動支援の取組に（教える側として）積極

的に参加する仕組みを検討する。

③ 周知広報について
 高齢者が目を通す機会の多い「市政だより」等の自治体広報誌に講習会の日程等が掲載されるよう、自治体に協力依頼を行う。
 高齢者に影響力が大きい「テレビ」を活用し、デジタル改革の意義やデジタル活用支援の取組を広報する。
 高齢者の参加を促すため、不安がある層に対しては、知人同士で参加できるよう既存グループ毎にアプローチを行う。また、拒否感が

ある層に対しては、同世代の方が使えるようになったことを取り上げるなど高齢者目線に立った押しつけではない広報を行う。





５年間の全体構想 別紙

事業実施団体が実施
（携帯ショップがある
924市区町村）

講師派遣
（携帯ショップがない

817市町村）

計
（KPI）

R3年度 R4～7年度 R4～7年度
箇所数 1800 4000 400 5000箇所
市区町村数 700※1 924※2 400※4 全1741団体
講習会の回数 8.7万回 30万回※3 1万回 130万回
参加者数 40万人 200万人 10万人 1000万人
支援員の人数 3000人 8000人 2000人 1万人

１．総務省のデジタル活用支援事業のアウトプット指標

※1 市区町村数ベース40％、人口ベース86％
※2 市区町村数ベース53％、人口ベース93％
※3 R4以降は、R3と比べ、1箇所当りの講習会の回数・参加人数を多く見込む
※4 市区町村数ベース23％、人口ベース4％
※5 毎年度見直しを行う

２．国民運動としての取組
 若い世代が高齢者にデジタル活用を教えることを促すための周知活動

（例 e-ネットキャラバン、高校生ICTカンファレンスとの連携）

 地域のサポート体制の確立（地方公共団体、高齢者団体、商工団体、農業団
体、町内会・自治会、NPO法人などの様々な地域の担い手の積極的な取組を後押し）

 地域における多様な「支援員」の育成・確保
• 若い世代のデジタル・リテラシーの引き上げ
• 意欲のある高齢者が「教える側」として参加
• 支援員の担い手となるインセンティブ付与

 テレビ・ラジオによる政府広報の活用
 デジタルの日（10月10日、10月11日）の一斉講習会

５年後（R８年度）の
アウトカム指標

KPI
 スマホ等を使いこなすことができる高齢者

の割合（数値目標：５年間で70％に
引き上げる、使いこなすことができない高
齢者を半減）※6

 「デジタル・ガバメント実行計画」に記載
の、地方公共団体が優先的にオンライン
化を推進すべき手続のオンライン利用率

※6 スマホの利活用に関する国民の意識調査を定
期的に実施。2025国勢調査で市区町村毎の割合
を把握することも検討。令和3年1月の内閣府世論
調査では60歳以上の46％がスマホ等を利用と回答。

6
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２．一次公募の結果







一次公募の結果詳細（類型A：全国展開型） 10

採択団体 拠点数 コマ総数
①株式会社NTTドコモ 642 35,310
②KDDI株式会社 400 20,000
③ソフトバンク株式会社 1,034 51,700
④楽天モバイル株式会社 67 6,700

都道府県 拠点数 自治体数

北海道 99 34

青森県 17 7

岩手県 23 14

宮城県 54 21

秋田県 18 9

山形県 17 11

福島県 30 14

茨城県 38 24

栃木県 27 15

群馬県 28 14

埼玉県 113 47

千葉県 94 30

東京都 217 47

神奈川県 136 43

都道府県 拠点数 自治体数

新潟県 28 18

富山県 14 5

石川県 30 10

福井県 12 6

山梨県 14 11

長野県 32 18

岐阜県 37 18

静岡県 70 27

愛知県 153 56

三重県 37 17

滋賀県 18 11

京都府 39 17

大阪府 148 53

兵庫県 87 32

都道府県 拠点数 自治体数

奈良県 21 9

和歌山県 12 7

鳥取県 9 5

島根県 7 6

岡山県 34 11

広島県 49 17

山口県 19 9

徳島県 15 9

香川県 25 12

愛媛県 29 12

高知県 10 3

福岡県 116 44

佐賀県 15 9

長崎県 28 11

熊本県 35 17

大分県 22 7

宮崎県 14 5

鹿児島県 24 10

沖縄県 29 13

合計 2143 845

○類型Aにおける実施拠点の都道府県毎の分布

※各事業実施団体において
講習会が実施できる拠点
数は左表より多いが、本年
度は予算上の制約もあり
左表の結果となっている。



一次公募の結果詳細（類型B：地域連携型） 11

採択団体 採択数 コマ総数 自治体
①喬木村商工会 1 36 長野県喬木村、長野県豊丘村
②公益財団法人 松江市シルバー人材センター 1 35 島根県松江市
③株式会社荒蒔デンソー 1 60 茨城県日立市
④株式会社システック 1 68 静岡県富士市
⑤一般社団法人 美園タウンマネジメント 1 40 埼玉県さいたま市
⑥シフトプラス株式会社 1 30 宮崎県都城市
⑦阪急阪神ホールディングス株式会社 7 210 兵庫県芦屋市、大阪府高槻市、大阪府堺市、大阪府藤井

寺市、大阪府富田林市、大阪府守口市、大阪府池田市
⑧株式会社愛媛CATV 1 40 愛媛県東温市
⑨エイムズエー株式会社 1 48 愛知県一宮市
⑩株式会社エージェント・スミス 2 60 埼玉県戸田市、埼玉県横瀬町
⑪株式会社エヌ・エス・シー 1 33 福島県会津若松市
⑫特定非営利活動法人 教育支援協会北関東 1 100 群馬県前橋市
⑬一般財団法人 塩尻市振興公社 1 25 長野県塩尻市
⑭合同会社アジア情報通信技研 1 32 神奈川県逗子市
⑮グリーンシティケーブルテレビ株式会社 1 30 愛知県尾張旭市
⑯一般財団法人 つの未来まちづくり推進機構 1 88 宮崎県都農町
⑰特定非営利活動法人 堺市視聴覚障害者福祉協会 1 30 大阪府堺市
⑱特定非営利活動法人 信州ソフトウエア協会 1 42 長野県松本市
⑲特定非営利活動法人 こまつNPOセンター 1 38 石川県小松市
⑳一般社団法人 トナリノ 1 34 岩手県陸前高田市
㉑ソフトバンク株式会社 2 68 愛知県名古屋市、千葉県千葉市
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３．周知広報・自治体との連携







デジタル活用支援に関する地方公共団体との連携について 15

 全体構想に記載したように、本事業に加えて、国民運動として、地方公共団体独自の取組を積極
的に促していくことも重要

 このため、各地方公共団体に対して、本年に入り通知文書「地域におけるデジタル活用支援の推進
について」及び「デジタル活用支援に係る令和３年度事業実施計画等の公表等について」を発出

 今後、ポータルサイト機能の拡充にあわせ、６月末以降に具体的な依頼等に関する通知を行う予定

地域におけるデジタル活用支援の推進について
（2021年１月29日）（概要）

デジタル活用支援に係る令和３年度事業実施計画等
の公表等について（2021年５月24日）（概要）

各地方公共団体におかれては、デジタルの活用による住民の
利便性向上の重要性、推進費創設の趣旨及び地域の実情を
十分に踏まえつつ、下記に留意の上、地域におけるきめ細かな
デジタル活用支援に積極的に取り組んでいただきますようお願い
します。
１．地域におけるデジタル活用支援の取組例 （略）
２．国事業の枠組みの活用
・地方公共団体が地域におけるデジタル活用支援を実施する
場合においても、講師となる者等の育成には、国事業の研
修用WEB講座の受講や講師用教材の活用が可能であり、
受講者には受講者用標準教材・動画の活用が可能です。

・地方公共団体からの依頼に基づき、国事業のデジタル活用
支援員を派遣することが可能です。

・併せて、国事業の講座等の実施について、広報誌やHPへの
掲載等による参加の呼びかけをお願いします。

「デジタル活用支援 令和３年度事業実施計画等」 の公表
を踏まえ、下記のとおり、地方公共団体におけるデジタル活用支
援の検討に資するよう、現時点の検討状況について情報提供さ
せていただきます。具体的な周知広報の依頼及び国事業の活
用方法について、詳細は後日通知します。
１．国事業による講習会等の周知広報
本講習会等が開催される開催される都道府県・市区町村に

対して、市政だより等の各地方公共団体における広報媒体等を
活用して、ポータルサイトに掲載されている本講習会等の開催情
報を地域住民向けに周知広報するようお願いさせていただく予定。
２．地方公共団体が行うデジタル活用支援における国事業の

活用方法
（１）国事業の講師（デジタル活用支援員）の派遣について
（略）

（２）eラーニング研修や教材・動画の活用について （略）







（参考）受講者に対するアンケート調査の実施について 18

 講習会等の開催後に、各事業実施団体において受講者に対してアンケート調査を実施
 アンケート調査の実施方法は、執行団体のホームページ上のアンケート調査システムを通じて実施

（支援員がサポートし、受講者がQRコードを読み取り同システムを通じて回答）
※ その他のやり方による場合には、事業実施団体にて調査結果を取りまとめて定期的に執行団体に結果を報告

 今後、受講者にどのような周知広報が効果的であったのかなどを含め、同アンケート調査の結果を
事業の評価・改善等に活用

○アンケート設計案

Q.1 参加者の属性（選択式）
・性別、年齢
・お住まいの地域
・受講した講座
・スマホの保有有無、利用経験、利用頻度、使用状況
・スマホについての相談先

Q.２ 講習会情報の入手方法（選択式）

Q.３ 参加目的の達成度
・講習会の内容の理解度（選択式、５段階評価）
・（理解できなかった場合に）その理由（記述式）
・講習会受講前と比べた関心の変化（記述式）

Q.４ 講習会の満足度・改善点
・講習会の満足度（選択式、５段階評価）
・上記の理由（記述式）
・講習会の改善点（選択式＋記述式）
・講習会等においてよかった点、満足した点（記述式）

Q.５ 今後スマホを使ってやってみたいこと
・新たに家族やお友達との交流や情報入手等に使ってみたい
（選択式）

・新たにオンライン行政手続き等に申し込みしてみたい
（選択式）





1
SLIDE No.

デジタル活用支援事業の計画について

Ⓒ2021 NTT DOCOMO Inc All rights reserved

実施拠点 ドコモショップ 全国642店舗

講座内容

①マイナンバーカードの申請方法
②マイナポータルの活用方法
③オンライン診療の利用方法
④マイナポイントの予約・申込方法
⑤地域におけるオンライン行政手続の実施方法

支援員 2,697名（2021年6月1日現在）

基礎自治体 465

開催形式 店頭または出張での対面形式

開催コマ数 35,310

実施
スケジュール

2021年6月10日より「マイナンバーカードの申請方法」講座から順次開催
・7月～ 地域におけるオンライン行政手続の実施方法
・8月～ マイナポータルの活用方法、オンライン診療の利用方法
・10月～ マイナポイントの予約・申込方法











Ⓒ2021 NTT DOCOMO Inc All rights reserved
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© 2021 KDDI

公開可

① auスマホ教室の取り組み

② auショップのデジタル活用支援講座
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© 2021 KDDI

公開可

① auスマホ教室の取り組み

② auショップのデジタル活用支援講座
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© 2021 KDDI

公開可

① auスマホ教室の取り組み

② auショップのデジタル活用支援講座













ソフトバンク株式会社

デジタル活用支援取組



人材 スマホアドバイザー セミナー講師

活動場所 ソフトバンクショップ 外部会場
（登壇時以外はSB各拠点に在籍）

人数 全国約1,200名
（ショップカバー率約50%）

全国約30名

活動内容
ショップでのスマホ教室

個別相談
外部会場でのスマホセミナー
スマホアドバイザー育成研修

紹介動画 https://www.youtube.com/watch?v=OucKxZ2zTKs https://www.youtube.com/watch?v=7GhBdxof5v4

（カルチャーセンター・
自治体等公共施設・

企業様セミナー会場 等）

当社専任講師について

1,200名超の直雇用専任講師

2

https://www.youtube.com/watch?v=OucKxZ2zTKs
https://www.youtube.com/watch?v=7GhBdxof5v4


Point. 1

豊富な活動実績 継続的な活用支援体制 多様なカリキュラム

Point. 2 Point. 3

当社の「スマホ活用支援」取り組み

専任講師

Point. 4

年間約100万人以上対応

外部会場で多数セミナー実施
公民館等の公共施設/学校/カルチャーセンター/

企業様のセミナー会場等

全国のショップで
無料スマホ教室提供

スマホアドバイザー・認定講師在籍店舗で
スマホ教室を開催しています

既存カリキュラム

約50講座

カリキュラムのアレンジ・
新規作成可能

講師約1,200人

スマホ講座・操作案内・
資格試験・研修制度等
日々の業務でスキル向上

現在は感染症対策ガイドライン順守の上実施

3



講習会のポイント

「体験型」の講習実施

＜取組効果例：キャッシュレス化＞

実際の操作時間を確保し
成功体験をしていただくことを重視

75%

体験時間

講座内時間配分

30代以下 40～50代 60代以上

QR決済利用率（当社ユーザー）

※他社サービス含む

専任講師導入後、60代以上ユーザーも
30代以下と同等の利用率

出典：QR決済利用率
（当社調べ 15－69歳スマホユーザー、20年11月-21年1月）

＜その他ポイント＞

個別サポートも可能

専門用語は使わない

4



実施パターン 全国展開型（類型A） 地域連携型（類型B）

活動場所 ショップ 1,050店舗 【第一次公募】 千葉市・名古屋市受託
※別途地方自治体と調整中

活動員 専任講師
（スマホアドバイザー 1,200名）

専任講師
（セミナー講師 30名 正社員）

ショップ内外問わず本事業に積極取り組み予定

当社デジタル活用支援事業取り組み方針

（地方自治体
ご提供会場 等）

5



教室テキスト更新

当社テキストとFMTを合わせ
専任講師が説明しやすいよう展開

専任講師向け説明会実施

各テキストに他講座の案内組み込み

家族ご友人みなさまでの参加を呼びかけ

各テキスト画面遷移を大きくテキスト内表示

※配布用テキストは標準テキストを想定

6



講座の告知
WEB予約 お客様向けメール配信

訴求チラシ 地方自治体からの告知

スマホ教室予約トップに
講座追加

各ショップより
お客様にメール案内

既存スマホ教室参加者
マイナンバーカード未所
持の方 等優先的に
全クルーが講座案内

区報・HP等で
案内いただけるよう
調整中

7



オンライン講座も同時推進

ご自宅でご家族みなさまで講座参加へ

8



E.O.F









［実施上の⼯夫２］⾃治体連携実績の知⾒活⽤

令和２年度愛媛県⾼齢者デジタルシフト⽀援事業にて、スマホ利⽤や⾏政サービス活⽤の講座を5ヶ⽉間で
計422コマ、5,194名に向けて運営。集客やオペレーション、継続サポート等のノウハウを本事業でも応⽤する。









Point

Point ① デジタル活用支援の浸透
・全国一斉の実施を背景として、社会全体として活動を盛り上げる機運の醸成
・支援される側が気軽に参加できる空気、またそれを後押しする周辺のフォロー意識
・繰り返し参加が可能な、息の長い持続可能な体制構築

Point ② 地域特性に応じたデジタル活用支援
・地域によって享受できるデジタル技術に差があるため、地域特性に応じた支援が必要
・実現のためには、自治体と実施事業者が密に連携し、ベクトルを合わせた活動を実施

Point ③ 攻めのデジタル活用支援（市事業とも連携）
・対象者を①適用意欲がある層、②不安がある層、③拒否感がある層に分類
・特に②をターゲットとし、参加しやすい環境整備
・中山間地域の温泉施設や健康施設等、高齢者が多い場所に出向く支援を実施

Point ④ 楽しく実感あるデジタル活用支援
・繰り返しの参加意欲喚起、また口コミで輪を広げるためには楽しさと実感が重要
・雰囲気作り、体験型プログラムや課題解決に繋がる支援を重視
・時勢に応じたデジタル活用支援も随時実施



利用者向けデジタル活用支援推進事業

（地域連携型）

事業計画案

２０２１年６月８日

阪急阪神ホールディングス株式会社

株式会社いきいきライフ阪急阪神



地域連携型｜阪急阪神ホールディングス株式会社

STEP①

事前説明会
＆スマホ教室

STEP②

プログラム
参加前フォロー

STEP③

プログラム実施

STEP④

発展プログラム
（自治体横断）

基礎編 応用編

気づきの場 学びの場 活躍の場に向けて

１～２日｜８コマ １～２日｜１０コマ ４日｜８コマ ２日｜４コマ

1-2W間隔

| 基本的な考え方と事業構成

• 関西圏の７つの自治体と協働し、計３０コマを約３ヶ月で実施予定

連携自治体｜人口50万人以上 堺市／30万人以上 高槻市／

10万人以上 富田林市、池田市／5万人以上 芦屋市、守口市、藤井寺市

• 各自治体それぞれの開催場所で２０名程度の参加定員を想定

単なる機能説明だけではなく、「学んでみたい」のモチベーションを創造しつつ、

デジタルデバイスの活用を日常に採り入れていくきっかけづくりを行います。

1



地域連携型｜阪急阪神ホールディングス株式会社

| 対象とする２つの実施パターン

▶Aパターン｜４自治体予定

• コロナ禍において、対面でのコミュニティ継続が難しくなった

通いの場などの既存団体（自治体と連携して選定）を対象にし

たオンライン化支援プログラムを実施しモデルを組成。

• 参加者の内、オンライン化担い手候補の方にはフォロー実施

2

▶Bパターン｜３自治体予定

• 一般公募により参加者を募り、特定テーマのプログラムを実施

• 同テーマでのプログラム参加者同士については、自治体をこえ

て、オンラインでの交流も実施予定

• テーマ例／コーヒー、読書、木工、等

参加自治体のニーズや今後の継続展開のために、

対象者の範囲とＳＴＥＰ③・④の内容を変更して実施



地域連携型｜阪急阪神ホールディングス株式会社 3

| 事業グループによる類似実績

社会参加やデジタル活用による無関心層の参加促進・プログラム開発

堺市「ウィズコロナ『フレイル予防』検証業務」

堺介護予防「あ・し・た」プロジェクト（堺サンドイッチキャンパス）

健康アプリいきいき羅針盤

会員制シニアサロン・コンテンツ外販

デジタルフレイル予防 OS化支援／HHHD・ILHH・JAGES（千葉大学） セルフヘルスケア支援

社会参加による介護予防／HHHD・ILHH・JAGES（千葉大学） リアル＋デジタル活用による展開



地域連携型｜阪急阪神ホールディングス株式会社 4

| 事業グループによる類似実績（プログラムテーマ例）

楽しい、やってみたい！を入口にした、コミュニティ形成・オンライン活用支援

男・本気のコーヒー教室

歩くを楽しむ、歩行機能向上教室

撮影マイスター養成講座

本を楽しむ、オンライン読書会

男・本気のパン教室

つくるを楽しむ、木工クラフト教室














