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多様化・複雑化する課題に対応するためには、これまでの手法だけでは限界

があり、民間の技術・ノウハウを活用して、行政効率化とサービス向上を両立

させた公共サービスの創出が必要となっています。 

こうした民間の新たな技術を活用して地域課題の解決の可能性がある自治体

向けサービスの概要集を作成しましたので、ご活用ください。 

今後、もっと詳しく知りたいという要望のあるサービスについて、企業から

プレゼンしていただく『公民連携セミナー』を開催します。 

興味のあるサービスを別添のアンケート調査票にご記入のうえ、送付くださ

い。 
 

 

 

 

一般社団法人地域問題研所 

担当:杉戸 

電話：052-232-0022 

e-mail：sugito@chimonken.or.jp  

民間の自治体向けサービス概要集 
 

行政の効率化と公共サービスの向上 

の両立を図るサービス 

 



NO 分野 サービス名 概要 企業名

1-1 教育・文化
スタディサプリ小学講座・
中学講座

勉強が得意でない子どもでも理解しやすい授業動画・WEBドリル・
PDFテキストを利用可能なオンライン学習支援サービスです。充実
した先生向け機能により、アクティブ学習・アダプティブ学習の実
現を支援します。

株式会社リクルート
マーケティングパー
トナーズ

1-2 教育・文化
pepperプログラミング教室・
防災・情報モラル・環境な
どの教育

プログラミング教育をスクラッチベースでpepperを用いて行いま
す。また、既設のプログラムであるスクールテンプレートにて防災
教室、情報モラル教室、環境教育などを行うこともできます。

ソフトバンク株式会
社

1-3 教育・文化 embot(エンボット)
ダンボールと電子部品で組み立てるロボット教材です
タブレットやスマホからロボットを動かし、プログラミングを学習
できます

株式会社 NTTドコモ

1-4 教育・文化
部活動などの遠隔指導、働
き方改革

遠隔での部活動を支援します。専門のコーチがいない学校、また中
山間部や離島などにおけるサポートや多忙な先生方の働き方改革に
も有効です。大学生においては、教えることで逆に学ぶ機会も生ま
れます。

ソフトバンク株式会
社

1-5 教育・文化 情報モラル学習支援 情報モラル授業の教材を提供。モラルの向上を図る。
ソフトバンク株式会
社

1-6 教育・文化
学びのプラットフォーム
「gacco」

gaccoは、スマホやPCを活用し、いつでもオンライン学習ができる
プラットフォームです
職員向けの研修、地域プロモーションに活用できます

株式会社 NTTドコモ

1-7 教育・文化 魔法のプロジェクト
障がいのある子どもたちの生活や学習を支援します。ICT機器の無
償貸与、セミナー開催、サイトで公開など。（今年度分は募集終
了。）

ソフトバンク株式会
社

2-1 子育て hugmo(ハグモ)

保育施設と家庭をつなぐ子育て支援クラウドサービス。登降時間、
出欠管理、各種申請、連絡帳機能、緊急連絡のプッシュ通知などの
コミュニケーション機能や午睡見守り、スマート検温などの安心安
全機能を備えたプラットフォーム。

ソフトバンク株式会
社

2-2 子育て ショートタイムテレワーク

女性活躍の支援を官民で盛り上げていくための事例共有と啓蒙促
進。ソフトバンクの横浜市での事例を紹介し、賛同を募り、自治体
と共に推進。例えば子育てなどで一時的に仕事から遠ざかっていた
女性の支援などを進める。

ソフトバンク株式会
社

3-1 健康福祉・
医療

健康マイレージ
住民の健康づくりの習慣化と健康意識の向上を目指し、ドコモが健
康事業の運営をサポートします

株式会社 NTTドコモ

3-2 健康福祉・
医療

グッピーヘルスケア［for
City］

多数な健康管理機能に加え、市民へ情報発信するためのメッセージ
機能や、健康への意識を高める健康ポイント・インセンティブ機能
など、様々な機能を搭載したサービスです。

株式会社グッピーズ

3-3 健康福祉・
医療

タニタ健康プログラム

通信機能を搭載した活動量計や体組成計などで計測した自身の歩数
やからだの状態の変化を、健康管理サイト「からだカルテ」を通し
て「見える化」できるのが特徴です。住民の生活習慣や運動習慣の
改善・定着からフレイル予防まで健康づくりをトータルサポートし
ます。

株式会社タニタヘル
スリンク

3-4 健康福祉・
医療

成長ログサービス
生まれてから亡くなるまでの生涯を通じた成長、発達、健康状況な
どを電子記録情報管理します。母子手帳機能～高齢者の認知確認機
能などを1つに集約したクラウドサービス。

ソフトバンク株式会
社

3-5 健康福祉・
医療

フレイル予防のための個人
対応型健康づくりパッケー
ジ「Ｔ－Ｗｅｌｌ」

フレイル予防 ※１ に向けた運動習慣や食習慣や運動習慣の改善を
支援する新しい個人対応型健康づくりパッケージ「Ｔ－Ｗｅｌｌ」
をです。「Ｔ－Ｗｅｌｌ」は、利用者一人ひとりに合ったフレイル
予防に必要な運動や生活習慣改善メニューを提供。

株式会社タニタヘル
スリンク

3-6 健康福祉・
医療

オレンジセーフティネット

認知症高齢者の徘徊を全国横断的に見守るスマートフォンアプリ。
３KMの範囲から全国までの範囲へ一斉送信。見つかった後は、依頼
情報を一斉に非表示にする機能有り。厚労省国庫補助事業にて開
発。

ソフトバンク株式会
社

3-7 健康福祉・
医療

Sense Thunder（センスサン
ダー）

AIを活用した検温機。検知温度点約11万か所から体温を判断。マス
ク着用の有無を問わず、精度±0.3度、約2Mの距離から0.1秒で測定
可能。外部映像出力にて確認も可能。また、検温に加え顔認証機能
もあり、企業などの出入り口での個人も判別し、データ化可能。

ソフトバンク株式会
社

民間による自治体向けサービスリスト



NO 分野 サービス名 概要 企業名

3-8 健康福祉・
医療

yahoo パスマーケット

電子チケット販売のプラットフォームを活用して、コロナ対策とし
て利用。たとえば施設内での密集・密接を未然に回避、チケット販
売のすみやかな停止と再開、入場受付時のお客さまとスタッフの接
触を抑止、購入者へのメッセージ送信など、運営者がコントロール
可能です。

ソフトバンク株式会
社

4-1 産業振興・
観光

yahoo エールマーケット
コロナ禍で出荷が途絶えている生鮮・加工食品をyahooエールマー
ケットに掲載することで販路を広げ、販売、消費のお手伝いをする
もの。特に、地域の特産品は、人気があります。

ソフトバンク株式会
社

4-2 産業振興・
観光

ストリートミュージアム

VR,AR技術を活用して現存しない史跡を高精細なデジタルコンテン
ツとして制作、スマートフォン・タブレットアプリとして、デジタ
ルコンテンツと位置情報（GPS）を組み合わせたコンテンツ配信
サービス

凸版印刷株式会社

4-3 産業振興・
観光

umamil(ウマミル)

日本食輸出支援のプラットフォームで、海外の食品バイヤーに日本
の食品メーカー等のサンプル品を届けることで、輸出機会の創出
と、海外の食品バイヤーの商品ラインアップの拡充を推進。地元零
細業者の海外販路拡大機会を創出。

ソフトバンク株式会
社

4-4 産業振興・
観光

プレミアパネル
全国に600万人のドコモポイントクラブ会員に対し、商品やサービ
スのPR活動を目的に、ダイレクトにプロモーションやリサーチを実
施いただけるサービスです。

株式会社 NTTドコモ

4-5 産業振興・
観光

モバイル空間統計
「いつ」「どんな人が」「どこから」「どこに」動いたかがわかる
人口統計。
市区町村を来訪する国内観光客の動向を把握可能です。

株式会社 NTTドコモ

5-1 防災・危機
管理・防犯

『ZETA』を活用した防災IT
化

LPWAの通信規格の一『ZETA』を活用し、地域IoT通信網を自治体単
位で構築。低速・低容量送信だが広範囲かつ低電力・低コストで通
信ができる利点を生かし、各種センサーを設置し、総合防災対策が
実現可能。

凸版印刷株式会社

5-2 防災・危機
管理・防犯

yahoo災害協定

住民が必要とする災害情報を「守り」「掲載し」「広げる」サービ
ス。災害時に自治体に集中するアクセスをyahooサーバーにキャッ
シュサイト表示したり、避難マップ、緊急情報を発出する無料の
サービス。

ソフトバンク株式会
社

6-1
公共施設・
施設管理・
設備

公共施設包括管理

ゼネコンのノウハウと2,500棟超の維持管理実績を持つ鹿島建物が
建物の老朽化を専門的知見から捉え、データの一元化により公共施
設再編の第一歩とする公共施設マネジメント手法。契約一本化によ
る庁内業務効率化も実現。

鹿島建物総合管理株
式会社

6-2
公共施設・
施設管理・
設備

施設包括管理～官民連携に
よる新しい施設管理の仕組
み～

施設包括管理とは、複数の公共施設における設備保守点検などの施
設管理業務をまとめて1つの事業者と契約する手法です。将来的な
施設マネジメントを見据えた仕組みが構築できるほか、施設管理に
係る業務を大幅に効率化できます。

日本管財株式会社

6-3
公共施設・
施設管理・
設備

ＬＥＤ照明灯(防犯・道路等)
設備のリース方式による一
括入替

『ＬＥＤ照明』設備投資を長期リース契約で単年度予算化し、施工
に伴う費用・期間中の保守維持管理費もリース料に含め予算を平準
化できます。契約期間終了後は自治体へ設備の無償譲渡を行い、保
守契約の継続も可能です。

大和リース株式会社
名古屋支社

6-4
公共施設・
施設管理・
設備

ARスマートグラス
「AceReal(エースリアル)」

AceRealは、ベテラン職員が、オフィスから遠隔地の作業現場を支
援するツールです
現場の作業者は、オフィスからの指示で、的確に作業ができます

株式会社 NTTドコモ

7-1
インフラ
(交通・都
市計画）

空き家活用マッチング
空き家調査・WEBへの相談・地方自治体の連携を通じ、空き家所有
者を顕在化。空き家活用マッチングで流通・利活用を具現化する。
一貫したサービスを提供

空き家活用株式会社

7-2
インフラ
(交通・都
市計画）

Monet(モネ)
ソフトバンクとトヨタ自動車との共同出資によるオンデマンドモビ
リティサービス。移動を中心に社会の課題解決に向けたプラット
フォームを提供。多くの自治体とも連携中。

ソフトバンク株式会
社

7-3
インフラ
(交通・都
市計画）

ＡＩ運行バス
ＡＩを活用し、デマンド運行バスのルートを自動化し効率化を図る
サービス。予約機能のみならず、店舗のクーポン発行機能もあり、
交通から街の活性化を見据えたサービス。

株式会社 NTTドコモ



NO 分野 サービス名 概要 企業名

8-1
広報・コ
ミュニケー
ション

マチマチfor自治体
地域限定SNS「マチマチ」を使って地域住民への情報発信を効率
化・最適化する。また、住民同士のオンラインでの交流を促進し、
地域コミュニティ活性化、防災の強化を行う。

株式会社マチマチ

8-2
広報・コ
ミュニケー
ション

はなして翻訳
タブレットやスマートホンの「はなして翻訳」アプリで、窓口業務
での多言語コミュニケーションを実現します

株式会社 NTTドコモ

8-3
広報・コ
ミュニケー
ション

みらい翻訳（Mirai
Translator）

AI翻訳機能を使った高性能な機械翻訳エンジンを搭載した翻訳サー
ビス

株式会社 NTTドコモ

9-1 決済・支払
い

公金収納支援サービス（自
治体向けWeb口座振替受付
サービス）

スマートフォンやPCなどを利用して、地方税等の口座振替手続きを
Webで完結することが可能です。納付者の利便性向上に加えて、自
治体職員の業務効率化、非対面化を実現するサービスです。

ヤマトシステム開発
株式会社

9-2 決済・支払
い

地域Pay
1枚のカードやスマートフォンのアプリだけで複数の決済サービス
のキャッシュレスな利用を可能にすることで、地域のキャッシュレ
ス化を実現する決済プラットフォーム。

凸版印刷株式会社

9-3 決済・支払
い

paypay
スマートフォンを使った決済システム。アプリをダウンロードする
ことで、QRコードやバーコードを使って支払いが可能。商店以外に
一部自治体では、税金の支払いも可能になりました。

ソフトバンク株式会
社

9-4 決済・支払
い

キャッシュレス決済
「Anywhere」

キャッシュレス決済「Anywhere」で、新型コロナ感染防止と縮小し
た地域経済の活性化

株式会社 NTTドコモ



１－１       自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 スタディサプリ小学講座・中学講座 

企業名 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 

サービスの 

特徴 

勉強が得意でない子どもでも理解しやすい授業動画・WEB ドリル・PDF

テキストを利用可能なオンライン学習支援サービスです。充実した先

生向け機能により、アクティブ学習・アダプティブ学習の実現を支援

します。 

サービスの内容 

【児童生徒向けコンテンツ】充実した学習コンテンツで、すべての子どもたちの学習進度・学習

意欲に合わせて学習をサポートします。（小学校 1 年生から 3 年生には、WEB ドリルとゲーミフ

ィケーションのみの提供となります。） 

 

【先生向けサポート機能】団体でご利用いただくことにより、先生向けサポート機能を利用でき

ます。宿題配信や子どもたちの学習状況確認はもちろん、メッセージ、アンケート配信・集計な

ど、様々な機能で先生の業務を支援します。 

 

導入自治体名 

・愛知県名古屋市（中学校１～３年生） 

・三重県松阪市（小学校４～６年生・中学校１～３年生） 

・愛知県大府市（中学校３年生）             他多数 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) まなび事業統括部 公教育支援グループ・鶴田 彬 

(郵便番号・住所) 〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-13-30 オーク目黒 4F 

(電話) 080-7233-2969 

(e-mail) G21004545@r.recruit.co.jp 
 



１－２       自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 pepper プログラミング教室・防災・情報モラル・環境などの教育 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

プログラミング教育をスクラッチベースで pepper を用いて行います。ま

た、既設のプログラムであるスクールテンプレートにて防災教室、情報

モラル教室、環境教育などを行うこともできます。 

サービスの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
導入自治体名 全国多数。小中学校 800 校以上。 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 

(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 

(電話)  080-4891-7681 

(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp 
 



１－３      自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 embot(エンボット) 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの 

特徴 

ダンボールと電子部品で組み立てるロボット教材です 

タブレットやスマホからロボットを動かし、プログラミングを学習でき

ます 

サービスの内容 

 

教育現場で、このようなお悩みはありませんか?  

・GIGA スクールで、タブレットの導入は決まったが、学習コンテンツが無い 

・プログラミングで、画面の中で動かすのではなく、リアルにロボットなどを動かしたい 

 

embot なら工作とプログラミンが同時に学べます 
embot とは  

・ダンボールと電子部品で組み立てるロボット教材で、自分だけのロボットを制作できます 

・ダブレット上のアプリで、作ったロボットを制御し、楽しみながら論理的思考を学習できます 

・ロボットを作るだけでなく、サーボモーターの動きを利用し、正多角形を描いたり、応用学習ができます 

・プログラミンをするアプリは無料で利用できます 

・先生向けの研修会や、オンライン学習、テキスト等も提供可能です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モバイル空間統計情報を導入するメリット  

◆タブレットでロボットを制御することで、児童が論理的思考を、自然に学ぶことができます 

◆高学年の児童は、サーボモーターの動きを身近にある物の動作を学ぶことで応用力が身に付きます 

 

導入自治体名 
栃木県大田原市(地域に役立つロボットを作る)、岩手県雫石町(正多角形を描くロボット) 

東京都府中市(メトロノーム等、身近な物をロボットで作る) 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)株式会社ドコモ CS 東海第一法人営業部 担当：藤田、鈴木 

(住所) 〒461-8567 愛知県名古屋市東区東桜 1－1－10 アーバンネット名古屋ビル 

(電話)052-968-7865  (e-mail) aichi_kokyo@nttdocomo.com 
  



１－４      自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 部活動などの遠隔指導、働き方改革 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

遠隔での部活動を支援します。専門のコーチがいない学校、また中山間

部や離島などにおけるサポートや多忙な先生方の働き方改革にも有効で

す。大学生においては、教えることで逆に学ぶ機会も生まれます。 

サービスの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入自治体名 石巻市他 

問い合わせ先 (担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 
(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 
(電話)  080-4891-7681 
(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp  



１－５      自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 情報モラル学習支援 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 
情報モラル授業の教材を提供。モラルの向上を図る。 

サービスの内容 

 

 

導入自治体名 京都市教育委員会他。 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 

(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 

(電話)  080-4891-7681 

(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp 
 



１－６      自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 学びのプラットフォーム「gacco」 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの 

特徴 

gacco は、スマホや PC を活用し、いつでもオンライン学習ができるプラ

ットフォームです 

職員向けの研修、地域プロモーションに活用できます 

サービスの内容 

 

このようなお悩みはありませんか?  

・教育現場にタブレットが導入されたが、先生方が使い方で苦慮している 

・伝統文化を継承する担い手が見つからない 

・「ふるさと検定試験」などで魅力を広くプロモーションしたい。 

 

gacco なら「学び」のコンテンツを配信できます 
gacco とは  

・ドコモが一般講座などを提供しているプラットフォームを活用し、個別に作成した講座を受講するしくみです 

・受講者は、スマホを使い、隙間時間に気軽に受講することができます 

・教育現場では「プログラミング教育」が必須科目となりましたが、ICT が苦手な先生もプログラミングを学べます 

・コンテンツを視聴した後、質問やグループディスカッション、アンケートによる効果測定ができます 

 

 

 

 

                                                画面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

gacco を導入するメリット  

◆先生方の ICT スキルを隙間時間に学ぶことができます 

◆地域文化の匠の技をノウハウをコンテンツとして残すことができます 

◆検定試験等、地域の魅力をコンテンツ化し、広くプロモーションができます 

 

導入自治体名 
愛媛県(南予のブランド訴求)、熊本県(鳥獣対策のノウハウの継承、農業アカデミー) 

渋谷区(タブレットを活用した教員向け研修)、愛媛大学(反転学習) 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)株式会社ドコモ CS 東海第一法人営業部 担当：藤田、鈴木 

(住所) 〒461-8567 愛知県名古屋市東区東桜 1－1－10 アーバンネット名古屋ビル 

(電話)052-968-7865  (e-mail) aichi_kokyo@nttdocomo.com 
 



１－７      自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 魔法のプロジェクト 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

障がいのある子どもたちの生活や学習を支援します。ICT 機器の無償貸

与、セミナー開催、サイトで公開など。（今年度分は募集終了。） 

サービスの内容 

 

 

 

導入自治体名 2019 は全国 58 団体。 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 
(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 
(電話)  080-4891-7681 
(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp 

 



２－１      自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 hugmo(ハグモ) 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

保育施設と家庭をつなぐ子育て支援クラウドサービス。登降時間、出欠

管理、各種申請、連絡帳機能、緊急連絡のプッシュ通知などのコミュニ

ケーション機能や午睡見守り、スマート検温などの安心安全機能を備え

たプラットフォーム。 

サービスの内容 

 

 

導入自治体名 岐阜県恵那市他 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 

(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 

(電話)  080-4891-7681 

(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp  



２－２      自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 ショートタイムテレワーク 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

女性活躍の支援を官民で盛り上げていくための事例共有と啓蒙促進。

ソフトバンクの横浜市での事例を紹介し、賛同を募り、自治体と共に

推進。例えば子育てなどで一時的に仕事から遠ざかっていた女性の支

援などを進める。 

サービスの内容 

 

 
導入自治体名 横浜市 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 
(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 
(電話)  080-4891-7681 
(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp  



３－１      自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 健康マイレージ 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの 

特徴 

住民の健康づくりの習慣化と健康意識の向上を目指し、ドコモが健康事

業の運営をサポートします 

サービスの内容 

 

住民の健康事業で、このようなお悩みはありませんか?  

・医療費を抑制のため、定期健康診断を実施しているが、受診しない人がいる 

・健康ポイント事業を実施しても、参加者は高齢者が多く、現役世代が少ない 

 

健康マイレージなら楽しみながら健康増進が図れます 
健康マイレージは  

・住民の健康増進や健康意識を高めてもらうため、アプリと歩数計で、楽しんで歩けるようサポートします 

・ただ単に歩くだけでなく、目標を持って歩き、他の方と競い合い、目標の達成感を味わうことができます 

・風景を楽しみ、街の魅力写真を共有する機能もあり、プロモーションにも有効です 

・マイレージの運営事務局は、ドコモにて実施しますので、自治体様の稼働は少なくてすみます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康マイレージを導入するメリット  

◆住民の方の健康意識が高まります 

◆歩くだけでなく、健康教室や健康体操など、スマホやタブレットで自宅エクササイズができます 

◆健康事務局の運営管理も、ドコモが実施するため、手間が少なくてすみます、 

◆ウォーキングコースを歩くことで、新たな街の魅力を発見できます 

 

導入自治体名 
埼玉県、横浜市、東京都葛飾区、新宿区、山形市、静岡県⾧泉町 

名古屋市(令和 2 年度国民健康保険にて実証中) 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)株式会社ドコモ CS 東海第一法人営業部 担当：藤田、鈴木 

(住所) 〒461-8567 愛知県名古屋市東区東桜 1－1－10 アーバンネット名古屋ビル 

(電話)052-968-7865  (e-mail) aichi_kokyo@nttdocomo.com 
 
 



３－２      自治体向けサービス概要シート 

サービス名 グッピーヘルスケア［for City］ 

企業名 株式会社グッピーズ 

サービスの 

特徴 

多数な健康管理機能に加え、市民へ情報発信するためのメッセージ機能

や、健康への意識を高める健康ポイント・インセンティブ機能など、様々

な機能を搭載したサービスです。 

サービスの内容 

        グッピー ヘルスケア             自治体専用機能 
 

                              

                             ＋ 

 

 

 

 グッピーヘルスケアの健康管理機能に加え、自治体専用の機能を追加したものがグッピ
ーヘルスケア［for City］です。 
≪グッピーヘルスケアの健康管理機能≫ 
歩く、走る、体重、食事、睡眠、お酒、エクササイズ、健診、禁煙、メンタル、生理、

ラジオ体操、歩数ランキング、バイタル（血圧・体温等）などの機能が搭載されておりま
す。 
 

≪自治体専用機能≫ 
① 自治体専用ページ 

▸ 市からのお知らせやイベント情報の掲載が可能です。HP で掲載している内容もア
プリを通して情報発信をすることで、より市民の目につきやすくなります。 

② メッセージ配信 
▸ 市から市民へ情報発信ができます。コロナの影響で休館になった施設の情報など、
その時リアルタイムでお知らせ 
 したい内容を、アプリを使うことですぐに発信ができます。 

③ 健康ポイント・インセンティブ 
▸ 市民がアプリを使って「健康ポイント」を貯めると、「インセンティブ」がもらえ
る機能です。 
※基本パッケージ：毎月 1,000 ポイント以上貯まった方の中から抽選で 10 名にイ
ンセンティブを付与。 
  インセンティブ＝Amazon ギフト券 1,000 円分 
ただアプリを使うだけではなかなか継続できません。そこで大事なのが「インセン
ティブ」です。 
ポイントは自由にカスタマイズでき、自治体独自のパッケージを作ることができま
す。 

④ 管理画面 
▸ 管理画面とは、メッセージ配信やイベント情報を掲載する際に、市で操作いただ
くものです。 
 市民が登録した健康データ（歩数や BMI、獲得ポイント数の地域別平均値など）
がリアルタイムで更新されるため、登録状況を管理画面上で確認することもできま
す。 

導入自治体名 東京都、小田原市、富士市 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) ヘルスケアチーム 松尾奏絵 
(郵便番号・住所) 〒163‐0613 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービ
ル 13F 
(電話) 03-5908-3883 
(e-mail) hc@guppy.co.jp  



３－３       自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 タニタ健康プログラム 

企業名 株式会社タニタヘルスリンク 

サービスの 

特徴 

２０１４年よりＩＣＴ（情報技術通信）を活用した集団健康づくりパッケージ

「タニタ健康プログラム」 を自治体や法人向けに提供しています。同プログラ

ムは、通信機能を搭載した活動量計や体組成計などで計測した自身の歩数やか

らだの状態の変化を、健康管理サイト「からだカルテ」を通して「見える化」

できるのが特徴です。個人対応型「Ｔ－Ｗｅｌｌ」の本格展開にあたっては、

同プログラムと連携。住民の生活習慣や運動習慣の改善・定着からフレイル予

防まで健康づくりをトータルサポートします。 

個人対応型の「Ｔ－Ｗｅｌｌ」と集団対応型の「タニタ健康プログラム」の二

つの健康づくりパッケージの展開を通じて、コロナ禍における健康二次被害防

止やフレイル予防などに取り組むことで、医療費の適正化や健康寿命の延伸に

寄与できると考えています。 

サービスの内容 

①これまでのお取引実績をもとに、運用面でサポートいたします。 

これまで 150 を超える法人、自治体様とのお取引実績をベー

スに「健康無関心層」と言われる方々の参加を促す仕組みや、

歩数アップ、集客活動の施策等これまで培ったノウハウを活

用し自治体様に即した運営を行います 

ポピュレーション事業を通じて住民の皆様のヘルスリテラ

シー向上するようなプログラムを提供し、医療費抑制 

に貢献いたします。 

②システム提供から運用面まで自治体様のご要望に応えサポートいたします。 

  IC チップ内蔵の活動量計及びアプリを活用し、歩数や健  

診受診、イベント参加等自治体様との協議の上独自のポイ 

ントテーブルを作成し、事業を実施いただけます。  

 データのアップロード拠点やインセンティブの用意、コー 

ルセンターの設置等、職員の皆様の負担を軽減出来るよう 

アウトソーシングする仕組みがございます。 

  

  

 ③ICT を活用したサービスで事業の効率化を図ります。 

ICT を活用し、歩数や体組成、血圧のデータ等を自動で登録す

ることが可能です。参加者お 1人お 1人に健康に関する専用

WEB サイト「からだカルテ」を提供いたしますので参加者の

皆様は自身の記録や、健康に関するコラム、タニタ社員食堂 

のレシピ等のコンテンツを閲覧することが出来ます。管理者 

専用のページもございますので分析業務も可能です。 

導入自治体名 熊本県ああぎり町、福岡県川崎町、福岡県飯塚市、山口県宇部市、 

問い合わせ先 

公共ソリューション営業部 担当 蓑口明 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 8 階 

(電話)03-5904-8008 

(e-mail)akira.minoguchi@healthlink.co.jp  



３－４      自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 成長ログサービス 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

生まれてから亡くなるまでの生涯を通じた成長、発達、健康状況など

を電子記録情報管理します。母子手帳機能～高齢者の認知確認機能な

どを 1 つに集約したクラウドサービス。 

サービスの内容 

 

 
導入自治体名 大阪府池田市他 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 
(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 
(電話)  080-4891-7681 
(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp 

 



３－５       自治体向けサービス概要シート 

サービス名 フレイル予防のための個人対応型健康づくりパッケージ「Ｔ－Ｗｅｌｌ」 

企業名 株式会社タニタヘルスリンク 

サービスの 

特徴 

フレイル予防に向けた運動習慣や食習慣や運動習慣の改善を支援する新しい個

人対応型健康づくりパッケージ「Ｔ－Ｗｅｌｌ」をです。「Ｔ－Ｗｅｌｌ」は、

利用者一人ひとりに合ったフレイル予防に必要な運動や生活習慣改善メニュー

を提供。１０万人の蓄積データに基づき筑波大学が作り上げたアルゴリズム を

搭載したシステムを活用し、サービス開始前に実施する体力測定の結果（運動

の強度と時間をもとに判定）や体組成計での計測データ、生活習慣アンケート

の情報を入力するだけで、個々人に必要な運動メニュー（筋力トレーニング・

有酸素運動）や身体活動の強度、生活習慣に関する改善ポイントを自動作成し

ます。 

サービスの内容 

①ポピュレーションアプローチと併せ、より介入が必要な住民の皆様に対して教室型プログラム

です。 

・ＴＨＬでは、個人対応型の「Ｔ－Ｗｅｌｌ」と集団対応型 

の「タニタ健康プログラム」の二つの健康づくりパッケー 

ジの展開を通じて、コロナ禍における健康二次被害防止や 

フレイル予防などに取り組むことで、医療費の適正化や健 

康寿命の延伸に寄与できると考えています 

 

②筑波大学の研究エビデンスをもとに開発されたプログラムで高い安全性を担保しております。 

 

・筑波大学発のベンチャー企業㈱つくばウエルネスリ 

サーチ社が開発された e-wellness をベースにタニ 

タの食のノウハウを搭載した教室型運動プログラム 

です。 

 

 

 

③日常生活の活動量＋教室での運動 

 

 

 

導入自治体名 熊本県ああぎり町、福岡県川崎町、福岡県飯塚市、山口県宇部市、 

問い合わせ先 

公共ソリューション営業部 担当 蓑口明 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 8 階 

(電話)03-5904-8008 

(e-mail)akira.minoguchi@healthlink.co.jp 
 



３－６      自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 オレンジセーフティネット 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

認知症高齢者の徘徊を全国横断的に見守るスマートフォンアプリ。３

KM の範囲から全国までの範囲へ一斉送信。見つかった後は、依頼情報

を一斉に非表示にする機能有り。 

厚労省国庫補助事業にて開発。 

サービスの内容 

 

 
導入自治体名 大垣市他 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 

(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 
(電話)  080-4891-7681 
(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp  



３－７       自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 Sense Thunder（センスサンダー） 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

AI を活用した検温機。検知温度点約 11 万か所から体温を判断。マスク

着用の有無を問わず、精度±0.3 度、約 2 

M の距離から 0.1 秒で測定可能。外部映像出力にて確認も可能。また、

検温に加え顔認証機能もあり、企業などの出入り口での個人も判別し、

データ化可能。 

サービスの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入自治体名 官公庁ほか病院等。 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 
(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 
(電話)  080-4891-7681 
(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp  



３－８      自治体向けサービス概要シート 

 

サービス名 yahoo パスマーケット 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

電子チケット販売のプラットフォームを活用して、コロナ対策として利

用。たとえば施設内での密集・密接を未然に回避、チケット販売のすみ

やかな停止と再開、入場受付時のお客さまとスタッフの接触を抑止、購

入者へのメッセージ送信など、運営者がコントロール可能です。 

サービスの内容 

 

 

導入自治体名 名古屋市他。 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 
(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 
(電話)  080-4891-7681 
(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp  


