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環境部門賞
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䕹㧏ᗐ༈⒢䛴ᚪこ䛰ዲ⏐፦䚮⫶ඡ䚮᩺⏍ඡ䛴⣺䚮ᗛタᰕ⤊㐛䛴ሒභ᭯䛒ྊ⬗䛱䛰䜐䜄䛟䚯
䕹ዲ⏐፦䚮᩺⏍ඡ䛱ᑊ䛟䜑᪡䛴ಕᣞᑙ䛒䛭䛓䚮ຝᯕⓏ䛰⫩ඡᨥᥴ䛒᥆㐅䛛䜒䜄䛟䚯
䕹ຸ䛴ຝ⋙䛮䛮䜈䛱䚮䝓䜨䝮䜽䜳ዲ⏐፦䜊⏐ᚃ䝥䝷䝃䝯䝜䝯䜽䛴㏷䜊䛑䛰ᢍᥩ䛮ᨥᥴ䛒ྊ⬗䛮䛰䜐䜄䛟䚯

⥪ྙ࿔⏐ẍᏄ༈⒢䜿䝷䝃䞀

ᕰ⏣ᮟ

࿔⏐䜹䞀䝔䞀

ハイリスク

㧏ᗐ༈⒢

䐖ዲፈᒀฝሒ

㝌

䖠ẍᏄᗛᡥᖋ␊ྒ

㏻ᦘ

䝦䝔䜨䝯䠕䠦䠙䜹䞀䝔䞀
䟺㐪㝰ዲ፦᳠タ䟻

ᦑ㏞䝿⣺ሒ

㐪㔕ᕰ
䝿Ꮔ౩䛴ᠺ㛏エ㘋䜘㞹ᏄⓏ䛱ಕᏋ
䝿༈ᖅ䚮ຐ⏐ᖅ➴䛮ሒ䜘භ᭯

࿔⏐ẍᏄ༈⒢䜿䝷䝃䞀
中・低リスク

㝌㝌

䚭䠩䠗䠔ẍᏄᡥᖋ

䐛㐪㝰ዲ፦タ
┊ᒱ㉝༎Ꮚ㝌

䐗タሒ
䐘ฦፎሒ

࿔⏐
༈⒢ሒ䜿䝷䝃䞀

䐙㏝㝌ሒ

䐚⤣゛ሒ

ຐ⏐ᖅ
㻺㼈㼅࿔⏐㞹Ꮔ䜯䝯䝊

㻃 㻃 㻃 䚸䛊䞀䛵䛮䞀䛼䚹䛵䚮ᕰ⏣ᮟ䜊༈⒢ᶭ㛭䛒䚮ዲፈ䛑䜏ฝ⏐
䜄䛭䛴┞ㄧ䜊༈⒢ᥞ౩䛴䛥䜇䚮タ䝋䞀䝃䛰䛯䜘Ⓡ㘋䛝䚮
Ὡ⏕䛛䛡䛬䛊䛥䛦䛕ሒ䜻䜽䝊䝤䛭䛟䚯
㻃㻃㻃䛙䛴ሒ䜻䜽䝊䝤䛱Ⓡ㘋䛟䜑䛙䛮䛱䜎䜐䚮ዲ፦ᗛタᰕ䛴
ᐁ᪃䜊㧏ᗐ༈⒢䛒ᚪこ䛰ዲ፦䛛䜙䜊㉝䛧䜉䜙䛴⥥᛬䛰ᦑ
㏞䚮⏐ᚃ䛴⫩ඡᨥᥴ䛴䛥䜇䛴㏻ᦘ䛒ළ⁝䛱⾔䜕䜒䜄䛟䚯
㻃㻃㻃ዲ፦䛛䜙䛴ྜྷណ䛴䜈䛮䛱⾔䛊䚮ெ䛴䝛䝭䜨䝔䜻䞀䛵༎ฦ
䛱Ꮼ䜏䜒䜑䜈䛴䛭䛟䚯

䕹ᮇ௲䛐ၡ䛊ྙ䜕䛡
岩手県保健福祉部児童家庭課 少子化担当 担当：武田・和田

ዲፈᒀฝ

低リスク

䝦䝔䜨䝯㻦㻷㻪
⫶ඡᚨᢷ゛ῼჹ
㻧㼒㻳㼄

ㄕ᪺咼
ஹ

ᨥᥴ

㝌䝿タ⒢ᡜ䝿ຐ⏐ᡜ

ཤຊྜྷណ᭡

㏻ᦘ

ᦑ㏞䝿⣺ሒ

㐪㔕ᕰຐ⏐㝌

ẍᏄᗛᡥᖋ

TEL：019-629-5470

E-mail：e-wada@pref.iwate.jp
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ᆀᇡὩᛮ㒂㛓㈱
㟯䝁䞀䜻䝧䝯 䝿 䜱䝧䝘䝃䝯 䝿 䜹䞀䝗䜽
≁ᏽ㟸ႜฺὩິἪெ㻃䝁䞀䜻䝧䝯 䝿 䜱䝧䝘䝃䝯 䝿 䜹䞀䝗䜽㟯

ᕰẰ䚮ၛᗉ⾜䚮㻱㻳㻲Ἢெ䚮௺ᴏ䚮⮤మ➴䛴༝ງ䛴ୖ䚮ᆀᇡ㻶㻱㻶䛮
㻬㻦㻷䜘㏻ᦘ䛛䛡䜑䛙䛮䛭䚮ᆀඔሒ䜘Ⓠಘ䝿භ᭯䛝䚮᩺䛝䛊ᆀᇡὩᛮ
䝦䝋䝯䜘ᐁ⌟䛝䜄䛟䚯
䜹䞀䝗䜽 䝿 䜻䜽䝊䝤䛴≲䛊

ฺὩ⏕䛴≟Ἓ䛮ᑙථຝᯕ
䕹㻱㻳㻲Ἢெ㻶㻦㻶㟯䛒మ䛮䛰䛩䛬䚮ᖲᠺ㻕㻓ᖳ㻗᭮䛱ᑙථ
㛜ጙ䚯㟯ᕰධᇡ䛱ᥞ౩䚯

䕹ᆀᇡ㻶㻱㻶䜘㛜シ䝿㐘ႜ䛟䜑䛙䛮䛭䚮ཾ䜷䝣ሒ䜘⌟ᆀ䝿⮤
Ꮹ䛑䜏ᢖ✇䛝䚮びකᐂ➴䛱᩺㩥䛭ಘ㢏ᛮ䛴㧏䛊ሒ䛴
✒䝿ᥞ౩䜘ᐁ⌟䛝䜄䛟䚯
䕹䠛䠕䠦䛱䜎䜐䚮ᐁ㝷䛱⾜䜘⛛ິ୯䛴䝪䞀䜺䛒ᦘᖈ㞹ヨ➴䜘
⏕䛝䚮䝘䝷䝡䜨䝷䝌䛭ᗉ⯊ሒ䜊࿔㎮ᆀᅒሒ➴䛴ཱི
ᚋ䜘ྊ⬗䛱䛝䜄䛟䚯

䕹ᖲᠺ㻕㻔ᖳ㻗᭮Ⅴ䛭䚮䝪䞀䜺ᩐ㻔㻓㻓㻓ྞ௧୕䚮䛐ᗉ䜷䝷䝊
䝷䝈⣑㻗㻖㻓௲䚮䜷䝣䝩䝏䝊䜧ᩐ㻗㻙௲䚮⌟ᅹ䛴᭡䛓㎰䜅ᩐ⣑
㻖௲䚮⥪䜦䜳䜿䜽ᩐ⣑㻜㻓௲䛮䛰䜐䚮ヾ▩ᗐ䜈ྡྷ୕䛝䛬
䛊䜄䛟䚯

䕹ᕰẰ䛴ཾ䜷䝣ᢖ✇䜊㡥䛴⎌ሾㇿⲬ΅Ὡິ䛮ᆀᇡ䝡
䜨䝷䝌䜘㏻ິ䝿Ὦ㏳䛛䛡䚮⅛⣪♣ఌ䛴ᙟᠺ䛮ᆀඔၛᗉ
⾜䛴Ὡᛮ䜘ᐁ⌟䛝䜄䛟䚯

䕹⾔ᨳ䜊Ꮥᰧ䛮䛴㏻ᦘ䛱䜎䜐䚮ᥞ౩䛟䜑ሒ䛴㔖䛮㈹䛒
ྡྷ୕䛝䚮᭯─䛰ሒ㒼ಘ㔖䛴ቌຊ䛱ఔ䛊䚮ಕ㆜⩽䜊௺
ᴏ䛴ཤຊ䛒ቌຊ䛝䛬䛊䜄䛟䚯

㟯䝁䞀䜻䝧䝯䝿
䜱䝧䝘䝃䝯䝿䜹䞀䝗䜽䛴
≁ᚡ

䕹ᦘᖈ㞹ヨ䛭┫ᯀ➴䜘᧔ᙫ䛟䜑䛙䛮䛱䜎䜐䚮䛣䛴ሔ䛭䛐ᗉ䛴ሒ䜊࿔㎮ᆀᅒ䚮ཾ䜷䝣ሒ䛒ᚋ䜏䜒䜄䛟䚯
䕹⎌ሾᐓ゛⡑䜻䜽䝊䝤䛾䛴䝅䞀䝤ཤຊ䛱䜎䜐䚮䝥䝷䝔䞀ྜྷኃ䛴ஹὮ䛮㌗㎾䛰䜬䜷䛴ណㆉྡྷ୕䜘ಀ㐅䛝䜄䛟䚯
䕹䠥䠠䠥䜹䜨䝌䛭䛴Ὡິ➴䜘㏳䛞䛬㈋䜄䛩䛥䝡䜨䝷䝌䜘䚮ᬊဗ䜊ᆀᇡమ㥺䚮᪃シ䛾䛴ᬊဗᐞ➴䛮ஹᥦ䛭䛓䜄䛟䚯

ᐁ᪃䠌㟯ᕰ䝿㻱㻳㻲

ຝᯕⓏ䛰ᆀᇡሒ䛴
ུⓆಘ䜹䜨䝌䝿䜻䜽䝊䝤䛴ᵋ⠇
ᦘᖈ㞹ヨ䛭

䝕䝁䜷䝷䛭

びකሒ䜊ၛᗉ⾜ሒ䛰䛯䜘
ず䛬㻄䚭ゴ䜒䛬㻄䚭䛣䛝䛬᭡䛓㎰䜅㻄

ᑍ⏕❻ᮆ䛭

㻪㻳㻶న⨠ሒ

ᆀᇡ䝡䜨䝷䝌䜘㈋䜇䛬䛩䛬ᆀᇡᚘ⎌㻄

ᆀඔ䛴ெ䛒䛐䜇䛴
䛐ᗉ䛒䛈䜑䝿䝿䝿
䜳䝅䜷䝣䛴ビ౮䜈㧏䛊䛝
⾔䛩䛬䜅䜎䛌㻄
䛟䛖䛱ሒ䛒㞗䜇䜏䜒䛬
౼ฺ䛦䜕

ၛᗉ⾜䛴䜹䞀䝗䜽䜊௺ᴏ䛴ᬊဗ䚮
ᆀᇡమ㥺䛰䛯䛮ஹᥦ
ၛᗉ⾜䛭

మ㥺

㟯䛴ᆀᇡ䛴㨡ງ䜘
䝘䝷䝡䜨䝷䝌䛭䜶䝇䝌㻄㻄

䝢䜨䝰䞀䜼
䜻䜽䝊䝤

ᦘᖈ䛑䜏䜦䜳䜿䜽㻄

⎌ሾὩິ䜘ಀ㐅䛛䛡䜑
䜻䜽䝊䝤䛴ᵋ⠇
⎌ሾὩິ

㞹Ẵ⮤ິ㌬䛭

䛐ᗉ䛴┫ᯀ᧔ᙫ
䟺⏤ാヾチ䟻

ᐁ᪃䠌㟯ᕰ䝿㻱㻳㻲

ᆀᇡ䜊⎌ሾ䛴䛥䜇䛱䛰䜑⾔ິ䛱ᑊ䛝䛬
䝡䜨䝷䝌䜘㻄

びකᐂ

㻦㻲㻕ᤴฝ㔖䛴
๎΅ᗐ䛱ᚺ䛞䛬
䝡䜨䝷䝌䜘
ᐓᗖ䛭

ᐁ᪃䠌㟯┬䝿㟯ᕰ䝿㻱㻳㻲

䜄䛧䛰䛑ሒ
䜽䝊䝇䜯䞀

䚼䜷䝷䝊䝷䝈䛵⦃ᗐ⤊ᗐሒ䜘䜹䝡䞀䝌䚽

ሒཱིᚋ᪁Ἢ䛵
㻪㻳㻶䚮䜯䝭䞀䜷䞀䝍䚮
㻴㻵䜷䞀䝍䚮⏤ാヾチ➴

ᐁ᪃䠌㟯┬䝿㻱㻳㻲

䕹ᮇ௲䛐ၡ䛊ྙ䜕䛡
あぶみ
つぐお
特定非営利活動法人 SCS青森 副理事長 鐙 継雄
TEL：017-741-2171（有限会社forte 内）
E-mail：nico2@aomori-ubi.jp
NPO法人 SCS青森ホームページ http：//aomori-ubi.jp/scs-aomori/
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ᆀᇡὩᛮ㒂㛓㈱
䛵䜄䜄䛪Ꮔ⫩䛬䝑䝇䝌䝳䞀䜳 䚸䛺䛩䛺䚹
≁ᏽ㟸ႜฺὩິἪெ㻃䛵䜄䜄䛪Ꮔ⫩䛬䝑䝇䝌䝳䞀䜳 䚸䛺䛩䛺䚹

䠠䠢䠡Ἢெ䛮ὶᮿᕰ䛒༝഼䛭โష䝿㐘ႜ䛝䛬䛊䜑⾔ᨳሒ䛮Ằ㛣ሒ䜘
䝣䝇䜳䜽䛝䛥Ꮔ⫩䛬ሒ䜹䜨䝌䛭䛟䚯
䜹䞀䝗䜽 䝿 䜻䜽䝊䝤䛴≲䛊

ฺὩ⏕䛴≟Ἓ䛮ᑙථຝᯕ

䕹ὶᮿᕰ䛒ᥞ౩䛟䜑ಕ䚮⚗♬䚮༈⒢䚮ᩅ⫩➴䛴⾔ᨳ
ሒ䛮ཱིᮞ䝢䝢䛒ཱིᮞ䛝䛥Ꮔ⫩䛬䛱㛭䛟䜑Ằ㛣ሒ䛰䛯
䜘ྙ䜕䛡䛬Ⓠಘ䛟䜑䛙䛮䛭䚮Ꮔ⫩䛬୯䛴の䛴䝏䞀䜾䜘
䛥䛟䛙䛮䜘᭩ඁ䛝䛥Ꮔ⫩䛬䜹䜨䝌䜘ᵋ⠇䛝䚮䚸ᆀᇡ䛴Ꮔ
⫩䛬䛴㍧䜘䛸䜓䛘䜑Ꮔ⫩䛬ሒ䛴䝡䞀䝃䝯䚹䛴ᐁ⌟䜘┘
ᣞ䛝䛬䛊䜄䛟䚯

䕹䚸䛺䛩䛺䚹䛮ὶᮿᕰ䛴䚸ᕰẰ༝഼䚹䛱䜎䜐ᖲᠺ㻔㻚ᖳ㻗᭮䛱䜽
䝃䞀䝌䚯ὶᮿᕰཀྵ䛹ධᅗ䛱ሒⓆಘ䚯
䕹ᖲᠺ㻕㻔ᖳ㻗᭮Ⅴ䛭䚮䜹䜨䝌ゴၡ⩽ᩐ䛵⣑㻙䡐㻚㻒
᭮䚮䜹䝡䞀䝃ఌဤ䛵⣑㻙㻓㻓䚮䜹䜨䝌䛑䜏ሒⓆಘ䛟䜑Ⓡ
㘋ᅆమ䛵⣑㻕㻓㻓䛭䛟䚯
䕹ᆀᇡ䛴Ꮔ⫩䛬䜹䞀䜳䝯䛴Ὡິ䜊∏の䛴Ꮔ⫩䛬ཤຊណ
ㆉ䜘ಀ㐅䛝䚮ᆀᇡ䛴Ꮔ⫩䛬ງ䜘ᗇ୕䛘䛝䛬䛊䜄䛟䚯

䕹ᕰẰ༝഼䛱䜎䜑⾔ᨳሒ䛮Ằ㛣ሒ䜘䝣䝇䜳䜽䛝䛥Ꮔ⫩䛬ሒ䜘Ⓠಘ䛝䛬䛊䜄䛟䚯

䛵䜄䜄䛪Ꮔ⫩䛬䝑䝇䝌
䝳䞀䜳㻃䚸䛺䛩䛺䚹䛴≁ᚡ

䕹Ⓠಘ䛟䜑ሒ䛒䚸⾔ᨳ䛴⦢䜐䛴㒌ྙ䚹䛱䜎䜑䜯䝊䜸䝭䜨䜾䛱㝏䜏䛰䛊䜎䛌䛱Ἰណ䛝䛬䛊䜄䛟䚯䟺ౚ䠌ಕ⫩ᅧ䝿
ᖺ⛮ᅧሒ䛴ୌඔ䟻
䕹䚸Ꮔ㏻䜒䛭䛐䛭䛑䛗䚹䜊䚸Ꮔ⫩䛬౼ฺ䜴䝇䜾䚹䚮䚸䛐䛟䛟䜇ᅒ᭡䚹䚮㻃䚸∏䛛䜙䛥䛧䛴Ꮔ⫩䛬エ䚹䚮䚸㜭ⅇ䚹䛮䛊
䛩䛥䝊䞀䝢ื䛴䝚䝱䜴䜘㛜シ䛝䛬䛊䜄䛟䚯
䕹䠥䠠䠥ᆵ䛴䜷䝣䝩䝏䝊䜧䞀䜹䜨䝌䚸Ꮔ⫩䛬䛐䛝䜉䛿䜐ᗀሔ䚺䛺䞀䛙䜆䚻䚹䜘≺⮤䛱㐘ႜ䛝䛬䛊䜄䛟䚯

䚸䛺䛩䛺䚹㻃䜨䝥䞀䜼ᅒ
Ằ㛣䛴ሒ
ཱིᮞ䝢䝢
Ꮔ⫩䛬ᅆమ

䝚䝱䜴䜊㻶㻱㻶䛾䛴ᢖ✇
Ꮔ⫩䛬䜹䞀䜳䝯

䜹䝡䞀䝃䞀ఌဤ

䖟Ꮔ⫩䛬䛱㛭䛟䜑᩺㩥䛭䝃䜨䝤䝮䞀䛰䚸⏍䛴ኇ䚹䜘Ⓠಘ

䖟䜨䝷䝃䞀䝑䝇䝌䜘㏳䛞䛬ᏻẰ䛴ୌඔ䛛䜒䛥Ꮔ⫩䛬ሒ䜘ཱིᚋ

පභ᪃シ
පẰ㤃

ິ∸ᅧ

㻱㻳㻲Ἢெ䛵䜄䜄䛪Ꮔ⫩䛬䝑䝇䝌䝳䞀䜳
䚸䛺䛩䛺䚹

ᅒ᭡㤃

⛁Ꮥ㤃

༡∸㤃

䝙䝭䝳䞀䝕䞀䜳

ὶᮿᕰᏄ⫩䛬ሒ䜿䝷䝃䞀䟺Ꮔ⫩䛬ᨥᥴㄚ䟻

⨶⾙㤃

䝙䝯䞀䝈䝕䞀䜳

䖟Ꮔ⫩䛬䛱㛭䜕䜑ಕ⫩䚮ᗛ䚮ᡥᙔ䚮ᑯຘ䚮⛸䜨䝝䝷䝌䛰䛯䛴ሒ䜘ᥞ౩

ᮇ䚭ᖿ

ᩅ⫩ጟဤఌ

ಕ⫩ㄚ

ᗛቌ㐅ㄚ

ᩝᨳ➿ㄚ

༇ᙲᡜ

ඡ❲┞ㄧᡜ

㝸ᐐ⚗♬ㄚ

䜽䝡䞀䝈ᣲ⮾ㄚ

䛙䛯䜈ᐓᗖㄚ

ḗୠ⫩ᠺㄚ

䝪䝏䝔䞀䜹䝯
♣ఌ䝿⏠ዥභྜྷ
ཤ⏤᥆㐅ㄚ

⏍ᾥᏕ⩞ㄚ

ᗛ䛫䛕䜐ㄚ

ᗀ⫀ᗀሒㄚ

♣ఌ⚗♬ㄚ

Ꮥㄚ
ᩅ⫩┞ㄧᨥᥴ䜿䝷䝃䞀

䕹ᮇ௲䛐ၡ䛊ྙ䜕䛡
はままつ子育てネットワーク
「ぴっぴ」理事長 原田 博子
E-mail：pippi@hamamatsu-pippi.net

TEL：053-457-3418
http：//www. hamamatsu-pippi.net/
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ᆀᇡὩᛮ㒂㛓㈱
䜱䝇䜾Ꮽᚨ䜹䞀䝗䜽 䟺䝢䜨䜯䝯䝊䜯䞀䝍䜻䜽䝊䝤䟻
ᰬᘟఌ♣䝰䝒䝥䝋䜧䜯

䜯䞀䝍䛴㻬㻦䝅䝇䝛䛱ᡜᣚ⩽ᒌᛮ➴䛴ሒ➴䜘├᭡䛓㎰䜆䛙䛮䛭䚮
䜿䝷䝃䞀䜹䞀䝔䞀䛴䛊䜏䛰䛊ᗦ䛭ᚺ⏕ฦ㔕䛴ᗀ䛊Ꮽᚨ䝿Ꮽධ䛴䜯䞀
䝍䜻䜽䝊䝤䜘ᐁ⌟䛝䜄䛟䚯
䜹䞀䝗䜽 䝿 䜻䜽䝊䝤䛴≲䛊

ฺὩ⏕䛴≟Ἓ䛮ᑙථຝᯕ

䕹Ꮥ❲ಕ⫩ᡜ䚮Ꮥᰧ䚮༇Ằ㤃➴䛱シ⨠䛝䛥ㄖཱི⨠䛱
䜯䞀䝍䜘䛑䛜䛟䛦䛗䛭Ꮽྫྷ㏻⤙䜘㏞ಘ䛟䜑䛙䛮䛒ྊ⬗䛭
䛟䚯㟀ⅇ➴ⅇᐐ䛱䜈⠾༟䛱㐘⏕䛟䜑䛙䛮䛒䛭䛓䜄䛟䚯
䕹䜯䞀䝍ᡜᣚ⩽䛒䚮䛯䛙䛴༈⒢ᶭ㛭䛱⾔䛩䛬䜈ᐖ᪾䛱䜦䝰
䝯䜲䞀ሒ➴䛴⚏ᚯሒ䜘☔ヾ䛭䛓䜑䜎䛌䚮䜯䞀䝍ㄖཱི
⨠䜘シ⨠䛟䜑᪃シഁ䛴⤊ῥⓏ䛰ㇿᢰ䜘ᴗ㝀䜄䛭㍅΅
䛝䜄䛟䚯

䕹㒌හ⮤మ䚮༇Ằ㤃䚮Ꮥ❲ಕ⫩ᡜ䟺⌟ᅹᐁチᴏ୯䟻䛒
మ䛮䛰䛩䛬䚮ᖲᠺ㻕㻓ᖳ㻜᭮䛱ᑙථ㛜ጙ䚯
䕹䜿䝷䝃䞀䜹䞀䝔䞀䚮䜦䜳䝊䜧䝚ᆵ㻬㻦䝃䜴䜘⏕䛊䛥ྜྷெᩐ
ぜᶅ䛴Ꮽྫྷ☔ヾ䜹䞀䝗䜽䛮Ẓ㍉䛝䛬䚮㻔㻒㻕㻓䛴䜷䜽䝌䜘ᐁ
⌟䛝䜄䛟䚯
䕹ᑙථ䛱䛈䛥䜐䚮ᶭჹシ⨠㻕㛣䚮᧧ష᪁Ἢㄕ᪺㻔㛣⛤
ᗐ䛭㐘⏕䜘ጙ䜇䜑䛙䛮䛒䛭䛓䜄䛟䚯

䕹Ꮽ౮䛰䜯䞀䝍ㄖཱི⨠䛮䝕䝁䜷䝷䛱䜎䜑䜻䜽䝊䝤䛴䛥䜇ᡥ㍅䛱ᑙථ䛟䜑䛙䛮䛒䛭䛓䜄䛟䚯

䜱䝇䜾Ꮽᚨ䜹䞀䝗䜽
䟺䝢䜨䜯䝯䝊䜯䞀䝍䜻䜽
䝊䝤䟻䛴≁ᚡ

䕹ᑍ⏕⥲➴䛴㐘⏕㈕䜊䜻䜽䝊䝤⟮⌦⩽䛒こ䛭䚮䜹䞀䝗䜽䜘ᥞ౩䛟䜑ᣈⅤ䛴ቌຊ䛱䜈㌶䛱ᑊᚺ䛝䜄䛟䚯
䕹ၛᗉ䜊䛙䛯䜈䠃䠃䠂␊➴䛭䜈䜹䞀䝗䜽䛴ᥞ౩䛒ྊ⬗䛭䛈䜐ᆀᇡὩᛮ䛱㈁⊡䛝䜄䛟䚯
䕹ெሒ䛵䜯䞀䝍䛱⣙䛝䜄䛟䛴䛭ெሒ䜘⟮⌦䛟䜑ㇿᢰ䛵䛈䜐䜄䛡䜙䚯

䜮䝙䝭䜨䝷䛭䜈
ኣ䛕䛴ሒ䛒ㄖ䜅ฝ䛡䜄䛟

䝢䜨䜯䝯䝊䜯䞀䝍䚸䝮䝮䜯䚹䛵
䚸ᣚ䛧Ṅ䛗䜑䜯䝯䝊䚹䛑䜏䜽䝃䞀䝌䛝䜄䛝䛥

ᰬᘟఌ♣䝰䝒䝥䝋䜧䜯

㻳㻦䛰䛯䛱⤾䛝䛥䜯䞀䝍䝮䞀䝄䞀䛱⨠䛕䛦䛗
⌟ᅹ䛭䛵䛣䛴ᦒ㍍ᶭ⬗䛵ᖕᗀ䛕ᗀ䛒䜐䚮
䛑䛜䛟䛦䛗䛭タ⒢ไ䚮䝡䜨䝷䝌䜯䞀䝍䚮ᅒ᭡㤃䜯䞀䝍䚮
⮤మ䛴ಕ㝜チ䚮♣ဤチ䚮䚭䚭䚭䛰䛯䚮㻔ᯓ䛴䜯䞀䝍䛭
Ⰵ䚱䛰⏕㏭䛱䛚ฺ⏕䛒ྊ⬗

⮤మ䛴Ꮥ❲ಕ⫩䛭

䜈䛝䜈䛴䜵䜰䜊Ẵ䛴䛱䜈

ᑚᏕᰧ䛒⤂䜕䛩䛬䛑䜏⣑㻛㻓ெ䛒ྡྷ䛑䛌Ꮥ❲ಕ⫩䚯
↋䛱╌䛝䛥䛙䛮䛵໗ㄵ䛭䛟䛒䚮
Ꮥ❲ಕ⫩䛑䜏አฝ䛝䛬ᖉ䛩䛬䛕䜑䛙䛮䜈䛈䜐
䛙䛯䜈䛥䛧䛒䛧䜉䜙䛮ᡘ䛩䛬䛓䛥䛑䜈
☔ヾ䛝䛰䛕䛬䛵䛰䜐䜄䛡䜙䚯

ᆀ㟀䛰䛯⿍ⅇ䛝䛥㝷䛴Ꮽྫྷ☔ヾ䛱䜈

ḗ䚱䛮ቌ䛎䛬䛊䛕タᐳไ䛴ᯓᩐ䏺

ᆀ㟀䛰䛯⿍ⅇ䛝䛥ሔྙ䚮Ꮥᰧ䛴䜬䝮䜦䛱䜎䛩䛬
ඕᘭግ䛭䜈㐢䛌㑂㞬ᡜ䛱ᐖ䛛䜒䜑
䛙䛮䛵䚮䛑䛰䜐㧏䛊☔⋙䛭㉫䛙䜐䜄䛟䚯

᩺䛥䛰㝌ུタ䛚䛮䛱
⒢䜊᳠ᰕᒓṌ䜘㻔䛑䜏⏞࿈䏺

䜯䞀䝍䛱䛵ヾㆉエྒ䛦䛗
䛝䛑ථ䛩䛬䛊䜄䛡䜙䊲
䛝䛑䛝䜯䞀䝍⮤మ䛒ᶭ⬗䜘ᣚ䛧䜄䛝䛥䊳
䛙䛴㻔ᯓ䜘䛑䛜䛟䛦䛗䛭
༈⒢ᶭ㛭䛱䛙䜒䜄䛭䛴⒢䛰䛯䛒
ḿ☔䝿᪺☔䛱ఎ䜕䜐䜄䛟䚯

㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻕㻕
Ꮥ❲ಕ⫩ᡜ䜎䜐
䛐▩䜏䛡䛭䛟䚯
ᮇ㻔㻗䠌㻓㻓䕵䕵䛧䜉䜙䛒
╌䛝䜄䛝䛥䚯

㑂㞬ᡜ㻤

㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻕㻕

䕹⒢ᒓṌ

⮤Ꮹ

䕹᳠ᰕᒓṌ㻃㻃䚭䕹ฌ᪁ⷾᒓṌ

䛑䛜䛟䛦䛗䛭
Ꮽྫྷ☔ヾ䝥䞀䝯䜘
⮤ິ㏞ಘ

䕹䛙䛯䜈䛴䜦䝰䝯䜲䞀ሒ

ⷾᑻ䛭䜈

㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻕㻕

䛑䛜䛟䛦䛗䛭
Ꮽྫྷ☔ヾ䝥䞀䝯䜘
⮤ິ㏞ಘ
䜯䞀䝍ㄖ䜅ཱི䜐䝁䝙䝌䛒
⮤ິ㏞ಘ䛝䜄䛟䛴䛭
㻳㻦䛱ᒓṌ䛒ṟ䜏䛠Ꮽᚨ䛭䛟䚯

Ꮥ❲ಕ⫩ᡜ䜎䜐
䛐▩䜏䛡䛭䛟䚯
ᮇ㻔㻚䠌㻓㻓䕵䕵䛧䜉䜙䛒
ಕ⫩ᡜ䛑䜏ฝⓆ䛝䜄䛝䛥䚯
㻛㻒㻕㻘䛴㐪㊂䛵
㻛䠌㻗㻘䜄䛭䛱㞗ྙ䛕䛦䛛䛊䚯
Ề➼䚮䝃䜮䝯䜘ᚸ䜒䛰䛊
䜎䛌䛐㢢䛊䛝䜄䛟䚯

ᨾ᛬䛴㝷䛱䜈

䛯䛙䛱䛊䜑䛑ฦ䛑䜑䛴䛭䚮
Ꮽᚨ䛭䛓䜑䜕䚯

䕹䕹⾜ᗀᇡⅇᐐ
䜿䝷䝃䞀䛑䜏䛴㏳㐡
䛭䛟䚯ᮇ㻔㻔䠌㻗㻓
ᾬ䛕䜙䜘ᐖ䚯
䜵䜰䛵䛈䜐䜄䛡䜙䚯

㑂㞬ᡜ㻥

㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻛㻑㻕㻕
䊰ᏽᆵᩝ௧አ䛴㏻⤙㡧䜈
䚭㻃㏞䜑䛙䛮䛒䛭䛓䛬౼ฺ䛭䛟
䕹ฌ᪁ᒓṌ
䕹ⷾን᭞

䕹ᣚ
䕹䜦䝰䝯䜲䞀
㻃㻃㻃᭱⏕ⷾሒ

䕹䕹⾜ᗀᇡⅇᐐ䜿䝷䝃䞀
䛑䜏䛴㏳㐡䛭䛟䚯
ᮇ㻔㻕䠌㻓㻓ⴿ䛧䜉䜙䛒
ᐖ䛛䜒䜄䛝䛥䚯
䜵䜰䛵䛈䜐䜄䛡䜙䚯
㞫䜒䛥䛱䛊䜑ಕ㆜⩽

䕹ᮇ௲䛐ၡ䛊ྙ䜕䛡
株式会社レノメディカ カード事業部 システム課
E-mail：lilica@renomedica.co.jp
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TEL：03-6226-6727
http：//www.mykartecard.com/

⎌ሾ㒂㛓㈱
䠧䠦䠛䠥䟺䝪䝗䞀䜳䝮䝷䜳ஹ㏳ሒ䜻䜽䝊䝤䟻
ᰬᘟఌ♣䝪䝗䞀䜳䝮䝷䜳

㉦⾔୯䛴㌬୦䛴న⨠䝋䞀䝃䜘ኬ㔖䛱㞗䛝䚮ᗀ⠂䛭⢥ᗐ䝿㩥ᗐ䛴
㧏䛊ஹ㏳ሒ䜘⏍ᠺ䛟䜑䛙䛮䛭䚮Ῠ䛱ఔ䛌⎌ሾᝇ䛴ᨭၻ➴䜘ᐁ
⌟䛟䜑䜻䜽䝊䝤䛭䛟䚯
䜹䞀䝗䜽 䝿 䜻䜽䝊䝤䛴≲䛊

ฺὩ⏕䛴≟Ἓ䛮ᑙථຝᯕ
䕹ᰬᘟఌ♣䝪䝗䞀䜳䝮䝷䜳䛒మ䛮䛰䛩䛬䚮ᖲᠺ㻔㻜ᖳ㻔㻓᭮
䛱ᑙථ㛜ጙ䚯こᨳ௦ᣞᏽ㒌ᕰ➴䛱ᥞ౩䛝䛬䛊䜄䛟䚯

䕹ᚉᮮ䛴ᖷ⥲㐠㊨䛱シ⨠䛝䛥䜿䝷䜹䞀䛱䜎䜑ஹ㏳ሒ䛦
䛗䛭䛰䛕䚮㉦⾔㌬୦䛴ሒ䜘Ὡ⏕䛝䛬㎵ᅂ㊨➴䛴㟸ᖷ⥲
㐠㊨䜈ྱ䜇䛥ஹ㏳ሒ䜹䞀䝗䜽䜘ᥞ౩䛝䚮Ῠ䛴ᨭၻ
䛱㈁⊡䛝䜄䛟䚯

䕹㒌හ䛭ᐁ᪃䛝䛥㉦⾔ᐁ㥺䛭䛵䚮ᖷ⥲㐠㊨㉦⾔Ẓ䛭㛣
▯⦨ຝᯕ䛵᭩ኬ㻖㻖䟸䚮ᖲᆍ㻔㻜䟸䚮⇖㈕๎΅ຝᯕ䛵᭩ኬ
㻕㻗䟸䚮ᖲᆍ㻔㻗䟸䛭䛟䚯

䕹ฺ⏕⩽䛴ᛄ㐲䛰䝍䝭䜨䝚䛴ᨥᥴ䜘䛵䛞䜇䚮Ῠ䛱ఔ䛌⎌
ሾᝇ䛴ᨭၻ䚮Ῠ䜘ዉᶭ䛮䛝䛥ஹ㏳ᨶ䛴ᅂ㑂䚮∸
Ὦ䛴⤊ῥᛮྡྷ୕䚮㒌ᕰ゛⏤䛴ຝ⋙䛰䛯䛱㈁⊡䛝䜄
䛟䚯

䠧䠦䠛䠥䟺䝪䝗䞀䜳䝮䝷䜳
ஹ㏳ሒ䜻䜽䝊䝤䟻
䛴≁ᚡ

䕹Ῠ➴䛴ᨭၻ䛦䛗䛭䛰䛕䚮㐠㊨䝿ᶣᱩ➴䛴ᘋシ゛⏤䛴➿
ᏽ䜊䚮ᘋシᚃ䛴ຝᯕῼᏽ䛴ຝ⋙䜘ᐁ⌟䛝䛬䛊䜄䛟䚯

䕹≺⮤䛱㉦⾔㌬୦䛴న⨠䝋䞀䝃䜘ኬ㔖䛱㞗䛝䛬䚮ஹ㏳ሒ䜘⏍ᠺ䛝䜄䛟䚯
䕹ᦘᖈ⥪ྙ䝎䝗䜹䞀䝗䜽䚸ධງ᱄හ䟵䚹䜘㏳䛞䛬䚮Ῠᅂ㑂⤊㊨䜘ㄇᑙ䛝䜄䛟䚯
䕹Ῠ䛱ఔ䛌⎌ሾᝇ䛴ᨭၻ➴䛱䜎䜐䚮⎌ሾㇿⲬ΅ຝᯕ䜘⏍䜅ฝ䛝䛬䛊䜄䛟䚯

ධᅗ䠃䠄䟾䠂䠂䠂ྋ䛴ᥞᦘ䝃䜳䜻䞀䜊䚸ධງ᱄හ䟵䚹ฺ⏕⩽䛴ᦘᖈ㞹ヨ䛴న⨠䝋䞀䝃䛑䜏ஹ㏳ሒ䜘⏍ᠺ
ධງ᱄හ䝪䞀䜺

㻸㻥㻬㻴㻯㻬㻱㻮䜿䝷䝃䞀

ᥞᦘ䝃䜳䜻䞀௺ᴏ㒼㌬䜿䝷䝃䞀

ஹ㏳ሒ
㻸㻷㻬㻶
䝪䝗䞀䜳䝮䝷䜳ஹ㏳ሒ䜻䜽䝊䝤
䝃䜳䜻䞀న⨠䝋䞀䝃
䟺ኬ㔖䛴䟻
న⨠䝋䞀䝃

㒼㌬⟮⌦
䜻䜽䝊䝤

ஹ㏳ሒ⏍ᠺ
ᦘᖈ㞹ヨ䛴
న⨠䝋䞀䝃

䝮䜦䝯
ஹ㏳ሒ

⤣゛
ஹ㏳ሒ

ᦘᖈ㞹ヨ䛴
న⨠䝋䞀䝃

ᦘᖈ䝎䝗䜹䞀䝗䜽䚸ධງ᱄හ䟵䚹
ஹ㏳ሒᥞ౩ᶭ⬗
䜯䞀䝎䝗䜶䞀䜻䝫䝷ᶭ⬗

䕹ᮇ௲䛐ၡ䛊ྙ䜕䛡
株式会社ユビークリンク 事業企画本部 担当：島

ධᅗ⣑䠃䠄䟾䠂䠂䠂ྋ䛴䝃䜳䜻䞀
䟺ᥞᦘ䝃䜳䜻䞀௺ᴏ䚭䠄䠈♣䟻

TEL：045-336-7122

http：//www.z-an.com/
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u-Japanベストプラクティス
ユビキタスネット社会におけるＩＣＴ活用モデルとして相応しいと認められた事例については、表彰事例を

地域活性化ポータル
［ベストプラクティス検索］

㼋㼗㼗㼓㻝㻒㻒㼚㼚㼚㻑㼄㼓㼓㼏㼌㼆㻑㼒㼕㻑㼍㼓㻒㼗㼎㼓㼒㼕㼗㼄㼏㻒

大 賞
１．
「岩手県周産期医療情報ネットワークシステム
「いーはとーぶ」」
（岩手県）

地域活性化部門賞
２．
「青森ソーシャル・キャピタル・サービス」
（特定非営利活動法人ソーシャル・キャピタル・サービス青森）

３．
「はままつ子育てネットワーク
「ぴっぴ」
」
（特定非営利活動法人はままつ子育てネットワーク
「ぴっぴ」）

４．
「キッズ安心サービス
（マイカルテカードシステム）」
（株式会社レノメディカ）

環境部門賞
５．
「ＵＴＩＳ
（ユビークリンク交通情報システム）
」
（株式会社ユビークリンク）
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2009事例について
含め、u-Japanベストプラクティス2009事例としてＩＣＴ地域活性化ポータルサイト等において公開中。
サービス・システム名

開発・提供者（五十音順）

6.

「ユビキタス情報提供モデルシステム」

青森県、有限会社forte、
特定非営利活動法人ソーシャル・キャピタル・サービス青森

7.

「セキュアード・エントリー・システム」

株式会社アグレックス、株式会社IBS

8.

「電子カルテのネットワーク共有による大規模地域医療連携システム」

旭川赤十字病院、富士通株式会社

9.

「地域連携ポータルサイト
「マイタウンクラブ」」

厚木市

10. 「地球環境に優しい電子カルテシステム・医療画像情報システム」

安城更生病院、富士通株式会社

11. 「長寿者のライフスタイル知恵活用システム」

伊仙町

12. 「Stickam JAPAN!」

株式会社E-Times Technologies

およびインターネット生放送」
13. 「東海チャンネル、

株式会社E-Times Technologies

14. 「行政情報提供システム」

一関市

15. 「地域コンテンツポータルサーバ」

財団法人ｅ−とくしま推進財団

16. 「携帯電話のメールによる公共交通機関経路探索サービス」

株式会社ヴァル研究所

「Sky Eye」
」
17. 「GPS携帯電話を利用した位置情報告知システム

株式会社ウイング

（エデュモール）
』」
18. 「教育コンテンツ配信サービス『EduMall

株式会社内田洋行

19. 「3Dコミュニケーション・ナビシステム」

株式会社エイブル・シード、
株式会社メタバーズ

「Webの駅構築システム」
」
20. 「地域活性化課題解決モデル

株式会社エヌ・アイ・ケイ

」
21. 「ViewRoad「渋滞統計予測データベース」

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

22. 「企業向けSaaS型SNSエアリーシリーズ 内定者・新入社員向けSNSエアリーフレッシャーズ」 株式会社ガイアックス
23. 「暗号便私書箱」

株式会社カオスウェア

24. 「ワークスタイル変革を実現するオフィスコミュニケーションシステム」

九電ビジネスソリューションズ株式会社
ニシム電子工業株式会社、富士通株式会社

25. 「地域ビジネスＳＮＳを活用した地域情報交流モデル構築事業」

京丹後市

26. 「動画配信サービス（ライブ繁昌亭）」

株式会社ケイ・オプティコム

」
27. 「医療機関向け情報・広告配信サービス「ホスピタルチャンネル」

株式会社システムズ

の開催」
28. 「自治体・NPO法人と連携した「ICTデジタルワークショップ」

須高ケーブルテレビ株式会社

29. 「TSUDOI.JP

つどいプロジェクト

つどいドットジェイピー」

30. 「ゆるキャラを活用した環境配慮活動に係る情報発信〜コストゼロのシステム構築〜」 鳥取県
「SITECUBE」
を用いた採用支援サービス」
31. 「3D仮想空間

株式会社野村総合研究所

32. 「info-POST＆イベントボード連携統合型地域情報提供システム」

株式会社バーチャル和歌山、
特定非営利活動法人 市民のわかやま

33. 「浜松ほくえんＣＡＦＥ」

浜松市

34. 「庁内ネットワークを活用したIP告知同報システム」

東日本電信電話株式会社

35. 「機密文書管理システム」

株式会社日立システムアンドサービス

36. 「在宅勤務サービス」

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社

37. 「Hi-PerBTモバイル給与」

株式会社日立中国ソリューションズ
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地域活性化ポータル
［ベストプラクティス検索］
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総務省情報流通行政局情報流通振興課
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
電話：03−5253−5748

中央合同庁舎第 2 号館

FAX：03−5253−5752

u-Japan 政策ホームページ http://www.soumu.go.jp/menu̲seisaku/ict/u-japan/index.html
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