
自治体向けサービス概要シート 

サービス名 ウェルちょ：ウェルネス貯金 

企業名 グルーヴァース株式会社 

サービスの 

特徴 

ウェルちょは「こころとカラダ、そして社会のウェルネス・元気」を目指す 

インセンティブプログラムで、民間主体で事業を成り立たせるスキームです。 

サービスの内容 

《ウェルちょの特徴》 

① 住民の健康活動、健康生活、健康サイクルを、エールというインセンティブを循環させて支援 

②健康を気遣う各種コミュニティに、地域こだわりの健康系商品とサービスをダイレクトに訴求 

③エールの発行原資は民間主体で賄うスキームなので、自律的経済還流の持続化に寄与 

加えて健康産業プレイヤーが、ウェルちょで集積されたデータと自身のデータとの関連付けと気付き

を通して、各社間での新たな連携を生むことにも寄与します。なおウェルちょの用途は健康領域のみ

ならず、高齢者の外出機会を促進したり、地域コミュニティ、子育てコミュニティなどの活性を促し

たり、地場産業のマーケティングを支援したり、といった多様な活用で地域活性化を応援します。 

《ウェルちょの仕組み》 

〇メーカーが自社の商品やサービスにポイントを景品として付けて住民に提供。ポイント原資はメー

カー負担。現在、110 社のメーカーが当事業に加盟。 

〇 住民は、病院や薬局、スポーツ施設等のウェルネスの維持増進に寄与するサービス利用の際にポ

イントを活用することができる他、知人へのポイント送付や NPO 法人等への寄付も可能。現在、3,500

カ所以上の拠点で使用可能。ポイントの有効期限はない。 

 
《自治体にとってのウェルちょの意義》 

地域社会内での自律的・循環的な健康活動を通して住民の健康維持増進に寄与し、高齢化社会の課題

に備えます。また公金、補助金を利用するスキームではないので事業継続性に優れています。自治体

はエールを貯めて、使う場所―店舗、施設等ーのご紹介と住民への広報をお願いしたく存じます。 

導入自治体名 北海道経済部外郭団体、神奈川県未病産業研究会、足立区 

問い合わせ先 

グルーヴァース株式会社 営業部 山田敏一 

〒100-8631 東京都千代田区大手町 1-2-1 

070-7773-6104 

support@groovearth.com https://wellcho.com/service 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 社会課題解決のための e スポーツソリューション「e スポーツセッション」 

企業名 株式会社新東通信 

サービスの 

特徴 

社会課題解決のために e スポーツ活用する共創型ソリューション。自治体様と共同

推進チームを形成し、ワークショップ実践、ビジョン設計、クリエイティブ制作、

e スポーツ事業推進からソーシャルグッドを提供します。 

サービスの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入自治体名 
・安城市 様 

・大須商店街連盟（名古屋市）様 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)CR 本部 コミュニケーションデザインユニット プロモーション G 

(郵便番号・住所) 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-16-29 

(電話)052-951-3059/090-6768-9781 

(e-mail) k.hijikata@shinto-tsushin.co.jp 
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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  
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 BOCCO emo LTE モデル Powered by ネコリコ 

企業名 合同会社ネコリコ 

サービスの 

特徴 

高齢者の見守りを目的としたロボットです！スマホを操作することでロボットを

通じ心地よい距離感で見守り…コロナ禍で離れて暮らす家族と思うように会えな

い状況が続く現在、熱中症予防を始めとした高齢者見守りに最適なロボットです。 

サービスの内容 

地域の高齢者の方々を BOCCO emo で見守りしてみませんか？ 

★BOCCO emo には高齢者を見守る機能が充実！Wi-Fi 不要！月額 1,980 円！★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入自治体名 なし 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) 開発部・寳祐介 

(郵便番号・住所) 〒101-0031・東京都千代田区東神田 2-1-8 秋葉原クロスサイド 6階 

(電話) 03-5687-6775 

(e-mail) y.takara@necolico.co.jp 
 

スマホと emo を通じて「メッセージのやりとり」 

emo が熱中症リスクをお知らせ 

スマホアプリにメッセージを入力

すると、遠く離れた emo が代わり

に話してくれます。 

メッセージの返信は emo に話し 

かけるだけ。 

 

emo がお部屋の 

環境を計 測し、  

高齢者とあなたに

熱中症の注意喚起

をします。 

セットアップが非常にカンタン！Wi-Fi 不要ですぐに使用可能 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 独居ケアアシスタント 

企業名 合同会社ネコリコ 

サービスの 

特徴 

冷蔵庫に設置したセンサーがドアの開閉を検知します。一定時間動きが

ない場合のみコールセンターから安否確認を行います。見守る人、見守

られる人に負担をかけず、ちょうどいい距離感で見守りできます。 

サービスの内容 

高齢者見守り事業において、このようなお悩みはございませんか？ 

◆緊急通報システムを導入中であるが、時代や家庭環境の変化の中、設置数は横ばいか下降傾向 

にあり、次世代の高齢者見守りシステムの導入が急務 

◆介護福祉に関わる人の人材不足、負担増 

       

独居ケアアシスタントなら、最新の IoT センサーを活用し、コールセンターによる一次対応が 

可能で介護福祉に関わる人の負担軽減が期待できます。 

【独居ケアアシスタントを活用した見守りとは】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆LTE 内蔵のセンサーのためインターネットや電話回線の工事は不要。また、常時給電タイプの 

ため、充電や電池交換などメンテナンスも不要です。 

【自治体様のメリット】 

◆冷蔵庫はほぼすべての家庭にあるため、導入のハードルは低い 

◆コールセンターによる安否確認、センサーの設置対応も可能であり、見守られる高齢者と見守る 

ご家族・自治体も安心 

◆月額利用料 980 円の負担を利用者またはそのご家族とすることが可能 

◆孤独死防止につなげる居住支援事業にも活用可能 

◆将来的に冷蔵庫の開閉データを健康状態の把握に活用 

導入自治体名 
愛知県瀬戸市様 

他自治体において、2021 年度実証試験実施中 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) 営業企画部 山下晃信 

(郵便番号・住所) 101-0031 東京都千代田区東神田 2-1-8 秋葉原クロスサイド 6 階 

(電話) 03-5687-6775 

(e-mail) info@necolico.co.jp 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名  「OrCam MyEye2 オーカムマイアイ ２」と「OrCam MyReader2（オーカムマイ

リーダー2）視覚支援デバイス 

企業名 オーカムテクノロジーズ (OrCam Technologies Ltd） 

サービスの 

特徴 

目の不自由な方のための AI(人工知能)を搭載した視覚支援デバイス「OrCam 

MyEye2 オーカムマイアイ ２」は、AI搭載のコンピュータビジョンを最大限活

かし、目の不自由な人、耳の不自由な人、読書に問題を抱える人などの自立性

を高めることに寄与します。 

サービスの内容 

パーソナル・ウェラブル AI プラットフォームをリードしてきたオーカムテクノロジーズは、

衝突回避システムのリーダーであり無人運転のイノベーターである、モービルアイの共同創業

者、アムノン・シャシュア教授とジブ・アビラム氏によって 2010 年にイスラエルで設立されま

した。 

【OrCam MyEye2（オーカムマイアイ 2）】 

文字、事前に登録した人の顔や名前、物などをカメラが記憶して解析し、音声で伝えてくれます。

これまでにはない、視覚障害者の QOL（クオリティ・オブ・ライフ）を向上させる機能が搭載さ

れた画期的な AI 視覚支援デバイスです。大きさは 100 円ライター程度でメガネのツルに装着し

て使用可能で、どこへでも手軽に持ち運べ、便利で安全に使用できるデバイスです。 

【OrCam MyReader2 （オーカム マイリーダー2）】 

視力低下に悩む人々やシニアの方が、新聞、愛読書、テキストメッセージ、メール、そしてその

他たくさんのものを読み取る事を可能にする最先端 AI 技術を活用した補助デバイスです。 

 

販売は弊社代理店経由となります。弊社までご連絡頂ければ最寄りの代理店をご紹介させて頂き

ます。一部初期導入費用が発生しないレンタルサービスを展開している代理店もございます。  

導入自治体名 自治体での導入が増えております。 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)  オーカムテクノロジーズ・オーカムジャパン日本営業所 

(郵便番号・住所) 〒107-0052 東京都港区赤坂８丁目１１ - １６ 乃木坂ハイツ 301 

(e-mail) japan@orcam.com  

    tomoya.muraishi@orcam.com 担当者 村石智也 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 高齢者みまもりサービス 

企業名 ソフトバンク株式会社 

サービスの 

特徴 

２つの IoT 機器を利用し、独居高齢者の安心と安全をサポート 

携帯ネットワーク利用により「簡単」「安価」「安心」を実現 

 

サービスの内容 

 

・２つの IoT 機器を利用し、体調不良時の「緊急通報」や、万が一の状態を「人感センサー」で検知 

・緊急時の対応だけでなく日常的な健康相談もできる（看護師・介護士も常駐） 

・いずれもサポートセンターが 24h 対応し、万が一の際は自宅への「かけつけ」も対応。 

・携帯ネットワークを利用する事で、固定電話回線やインターネット回線は不要。 

・緊急通報システムは屋外でも利用でき、万が一の際は GPS で位置情報を特定する事も可能 

・機器・サービスすべてを含め月額 2500 円（1 契約）で提供予定 

・かけつけ対応や緊急通報・健康相談の通話料などすべて月額に含まれ、別途料金設定は無い 

 

 

 

導入自治体名 8 自治体にて実証実験実施中／5 自治体にて 22 年度導入検討中 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部  

(郵便番号・住所) 〒105-7529 

東京都港区海岸 1-7-1 ポートシティ竹芝オフィスタワー３３F 

(電話) 080-4196-5277 

(e-mail) Masahiro.shibuya@g.softbank.co.jp 
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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。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。 

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  
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 スマートフォン・タブレット体験教室 

企業名 ソフトバンク株式会社 

サービスの 

特徴 

各施設に講師を派遣し、スマートフォン教室を行います。 

原則無料、講師持参体験機利用(スマホ未保有・他通信事業者利用も参加可) 

サービスの内容 

1)デジタル化推進に伴う自治体様のお悩み 

 

 

 

 

 

 

 

2)ソフトバンクが解決に向けてサポートいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
■開催までのフロー 

 

※講座内容アレンジにより有料になる場合は別途お見積りいたします。 

導入自治体名 全国多数 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部 東海・関西・北陸 地域 CSR 部 

(郵便番号・住所) 〒450-6104 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 

スマートフォンを 

使っていない 

スマートフォン操作が 

不安 

スマホ決済利用 

できない 

自治体デジタル化推進 

ソフトバンクからスマートフォン教室の講師を派遣 

教室後のアフターサポートも充実(近隣ソフトバンクショップと連携) 

※近隣店舗がない場合も一度ご相談ください 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 ＡＩ運行バス 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの 

特徴 

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。 

サービスの内容 

 

コミュニティバスの運用でこのようなお悩みはありませんか?  

・高齢者の交通事故防止や移動手段の

観点から、廃線・運賃の値上げは難しい。 

・バスの利用客が少なく採算が合わない。 

・地域経済を活性化させたい。 

・広告媒体としても活用したい。 

 

AI 運行バスで解決! 
ＡＩ運行バスとは  

複数の乗客が乗り合いながら各停留所を運行する路線バスと、乗車デマンドに応じて配車されるタクシーの特性

を合体させた新しい公共交通です。利用者は自分の好きなタイミングでアプリから予約し、利用者が効率的に乗り合

えるようＡＩが最適なルートを指示し目的地まで運行します。 

ＡＩ運行バスを導入するメリット  

◆公共交通機関が整備され、高齢者の免許返納が進めば交通事故のリスクが低減できます。 

◆高齢者の方の外出の機会が増えることにより、健康寿命の増進や医療費の削減ができます。 

◆地域の商業施設、観光施設の活性化につながります。 

◆運行ダイヤのある既存の公共バスと違い、好きな時間帯に利用できるので、これまでは通院でしか利用しなかった

方が買い物でも利用するなど、新たなニーズを創出できます。 

◆アプリ内で地域施設のクーポンやアナウンスを配信することで、地域の活性化に繋がります。 

【参考】実証実験の実施例 (神戸市) 

・対象は、65 歳以上の人口比率が 40%を超える神戸 

市北区筑紫が丘地域。AI 運行バスの導入で、利用 

回数が 3 倍に増加したという結果が得られました。 

・地域内のスーパーと連携し、乗車時にクーポンを 

 配布したことが高い利用率に繋がりました。 

地域交通の運賃収入以外の収入源として、商業 

 施設とのクーポン連携の可能性を見い出しました。 

 

導入自治体名 
三重県菰野町、鹿児島県 肝付町 

神戸市 会津若松市など複数の自治体での実証実験 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)東海支社 法人営業部 公共営業担当:勝瑞、鵜飼 

(住所) 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 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 モバイル空間統計 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの 

特徴 

ケータイ電話の位置情報から、「いつ」「どんな人が」「どこから」「どこに」移動したかがわかる人口

統計情報サービスです。街に来訪した国内観光客や住民の活動状況を把握できます。 

サービスの内容 

 

コロナ禍で観光をはじめ、経済活動が低迷する昨今、どのような対策を検討されてますか?  

外国人旅行者が激減する中、2019 年の国内旅行者の消費金額は 21.9 兆円で、従来の訪日外国人旅行者

の消費の 3～4 倍の市場があります。国内旅行者の誘致にあたり、「コロナ発生の前後の来訪比較し、観光需要の

回復を狙う」というのがカギと考えます。 

 

モバイル空間統計なら来訪者の属性など統計情報を把握できます 
モバイル空間とは  

「いつ」「どんな人が」「ドコから」「ドコに」移動したかわかる新たな人口統計です。 

1 時間ごとの人口を把握する「人口分布統計」と一定時間の人の動きを把握する「動態統計」を組み合わせるこ

とにより、国内観光客に特化した宿泊・日帰りの区分や滞在場所分析などさまざまな分析をすることが可能なドコモ

独自のサービスとなっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モバイル空間統計情報を導入するメリット  

◆居住地・時期・時間帯別に観光客数を過去と現在を比較することで、それに応じた施策を検討できます。 

   (例:1 年前と比較し、20 時頃の滞在者が少ない⇒宿泊者が少ないため、宿泊キャンペーンの実施) 

◆コロナ対策として、どこのエリアが過密になっているか、現状把握ができます。 

◆現状を把握した後、ドコモの「プレミアパネル」という、アンケート型のプロモーションサービスを併用することで、 

 現状把握から対策まで実施できます。 

 

導入自治体名 総務省、岐阜県白川村、豊田市など多数の自治体・公共機関様 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)東海支社 法人営業部 公共営業担当:勝瑞、鵜飼 

(住所) 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 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 従来型の不動産とは逆。借り手の目標や想いが並ぶ「さかさま不動産」 

企業名 株式会社 On-Co 

サービスの 

特徴 

事前に借り手の人物像を開示することで、流通に乗っていない空き家の発掘や、物

件を介した関係構築を狙うものです。借り手の目標や想いに対して家主からアプロ

ーチを行い、合意に至れば契約を進める仕組みです。 

サービスの内容 

サービスが生まれた背景 

弊社は空き家課題の新しい解決を目指すプラットフォーム「さか

さま不動産」を展開しています。発想のベースは、弊社が約 10 年

間空き家を挑戦の場として利活用してきた経験です。空き家でシ

ェアハウス等を運営するなか「君たちなら貸したい」という物件

オーナーと、「自分も挑戦したい」というプレイヤーが集まってき

ました。そこで”家主の安心の担保”と”借り手の不安の緩和”

という価値を、より幅広いユーザーに、より良いタイミングで提

供できるようデジタル化を図りました。 

起きた事象 

 これまで本サービスを通して夢が実現したのは、書店（愛知県名古屋市）、海洋プラを活用したアート製

作場（三重県鳥羽市）開業など 9 軒の挑戦です。事前に借り手が自己開示することにより、家主だけでな

く地域の人たちが、空き家という資源を活用して応援する構図が見えてきました。更に借り手はバイタリ

ティ溢れ影響力があるため、街の余白を埋めるだけでなく、地域の活性化に一役買うという副次効果も生

まれています。 

視えてきた可能性 

1.借り手は流通していない物件に出会える 

2.貸し主は空き家を通して自己実現できる 

3.地域社会がステークホルダーになる 

大切にしているのはまちづくりの観点 

街を作るのは単なる住民ではありません。「まちづくり＝カルチャーを作ること」だと感じています。さ

かさま不動産の掲載者は、「その街で何をしたいのか」まで綴っています。マッチングした人はその地で事

業を営むことで、新たなマーケットを創り、カルチャーを生み、新たなコミュニティを形成しています。 

弊社は運営する上で大切にしているのは、まちづくりの観点であり、単なるマッチング数ではありませ

ん。大家（地域）と借り手が当事者同士でコミュニケーションをとれる形をつくり、その地域にカルチャ

ーが生まれるマッチングの確立をあげられるよう尽力しています。今後、自治体の方々と連携し、空き家

問題の解決と新たな価値を創造する仕組みを更に整えていきたいと考えております。 

導入自治体名 
岐阜県美濃加茂市、愛知県名古屋市、豊田市、瀬戸市、三重県明和町観

光商社など 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)広報 PR・福田ミキ 

(郵便番号・住所)511-0851 三重県桑名市西別所 1375 

(電話)080-5984-7800 

(e-mail)support@on-co.co 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 空き家活用マッチング 

企業名 空き家活用株式会社 

サービスの 

特徴 

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 

サービスの内容 

空き家は、長く放置されると、景観上の問題や衛生上の問題、倒壊などによる保安上の問題、犯罪に

利用されるなどの防犯上の問題を引き起こすなど、地域価値の低下を招きます。空き家をなくすこと

は以上の問題を解決し住民の損害を防ぐことで自治体の価値を上げ事に繋がります。 

平成２７年２月２６日施工された空き家特措法により、自治体としても行政代執行日常の施策の中に

空き家問題解決業務が含まれるようになりました。 

私たちはこの施策は後ろ向きな施策と捉えております。 

特定空き家の問題解決より、空き家になる前の問題解決の方が、所有者、自治体、（我々のような）事

業者の負担が極端に軽減されます。 

空き家になる前に取り組めないのは、民間事業者が手を出しても儲からないからです。（儲かるなら

民間はドンドン事業を解決します。） 

他方で、自治体様も困難な業務です。例えば法律のことを相談された場合、我々であれば、気軽に弁

護士に相談できますが、自治体が特定の事業者に相談するにはそれ相応の理由が必要となります。専

門家との繋がりが難しいと問題解決までの道のりが険しくなります。 

・民間事業者だけでも解決出来ない。 

・自治体様だけでも解決出来ない。 

・連携するのも困難 

空き家活用の専門家として我々が自治体様の課題を受け止め適切な民間事業者の協力により多種多

様な解決を致します。 

空き家所有者を掘り起こし繋ぐ。DB を保有する強みを活かす。 

空き家所有者をナビゲートする空き家活用プロデュース企業です。 

 

導入自治体名  

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) 上田智治 
(郵便番号・住所) 564-0001 大阪府吹田市岸部北 3-6-26 
(電話) 06-6821-6447 
(e-mail) ueda@aki-katsu.co.jp  
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 Monet(モネ) 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

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。 

サービスの内容 

 
 

 
導入自治体名 覚書締結自治体全国多数 

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  
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 yahoo 災害協定 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

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。 

サービスの内容 

 
 

 
導入自治体名 全国多数 

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  

29


