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事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

 地域・社会課題が多様化・複雑化する中、地方公共団体による課題対応が

困難になっており、地域で持続的に課題解決を行うためには、ビジネスモデル

創出が必要です。このため、地域内外の中小企業等※が、地方公共団体等

の地域内の関係主体と連携しつつ、地域・社会課題解決と収益性との両立

を目指す取組（地域と企業の持続的共生）を支援します。

 少子高齢化、過疎化が進行する中、地域住民に必要な日常生活サービス

機能を維持・継続するためには地域内外の関係主体の連携体制の構築が重

要です。連携体制の中で中心となる組織（オーガナイザー）立ち上げの事業

計画を策定し、モデルとして提示することにより、オーガナイザーを中心とした連

携体制構築を促進します。

成果目標

 本事業を通して、地域・社会課題をビジネス目線で解決するサービスモデルの

構築、収益性や地域課題解決の効果の検証とその自立化・展開を目指し、

課題解決事業の定着率を令和６年度に60％にすることを目指します。

ベンチャー・中小企業等が、自らもしくは複数社で連携し、 複数地域（5地
域以上）で抽出して束ねられた課題解決・付加価値向上に資する取組に
必要な経費の一部を支援します。

また他の企業との連携等により更なる広域展開を行う場合は、支援を拡充
します。

【補助率：２／３以内、補助対象者：中小企業等】

買い物弱者対策や高齢者見守り等の地域・社会課題解決において、オーガ
ナイザーの立ち上げに関する事業計画を策定します。具体的には、地域内の
ニーズ調査、課題整理、関係主体との調整等を行い、オーガナイザーが収益
を確保しつつ、持続的に事業継続していくための計画を策定し、今後の組織
の立ち上げに繋げます。

（１）課題解決プロジェクトの実証

国

（１）補助（定額）

民間事業者等

（１）補助（２/３以内）

民間事業者等
（プロジェクト実証
事業者等）

※中小企業等：創業者、中小企業、地域未来牽引企業、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等

AI配車システム交通弱者

大手デイサービス
事業者

病院・商店等

配車要請

配車依頼

地域の交通公共機関
の衰退による交通弱者
支援

【地域課題】

デイサービス送迎車の空席と、
移動希望者の最適マッチン
グ機能を備えたAI配車シス
テムの活用により、地域の交
通弱者の移動を支援する。

【課題解決】

イメージ例

（２）委託

（２）地域・社会課題解決に向けた計画策定
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予算額 5.1億

補助対象 中小企業等

補助率

中小企業等 補助対象経費の2/3以内

中小企業以外の地域未来牽引企業、未来法の承認事業者

補助対象経費の1/2以内

補助上限額 3,500万円（通常型）、4,500万円（広域型）

主な補助対象要件

●５地域以上で課題解決を実証する事業（広域型は10地域以上）

●地域・社会課題の解決と収益性の両立を目指す取組み

●実証するビジネスモデルが持続可能であるもの

対象経費
人件費、旅費、機械装置費、借料及び賃料、システム開発費、外注加
工費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費、
※委託費（広域型のみ）

事業概要



令和３年度

採択事業内容
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採択実績等

公募期間 4月12日～5月12日

採択公表日 6月8日

申請件数

全件：96件

うち、

通常型：73件

広域型： 23件（令和2年度からの継続：12件）

採択件数

全件：21件（29社）

うち、

通常型：14件

広域型：7件（令和2年度からの継続：6件）

平均実証地域数 ８.８地域（通常型６.１地域、広域型１４.３地域）

平均事業費 約3,300万円（通常型：約2,800万円、広域型：約4,500万円）

平均補助金額 約2,100万円（通常型：約1,800万円、広域型：約2,800万円）
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株式会社, 21

一社, 5

NPO, 3

実証法人形態

実証事業内訳

農林水産, 7

人材, 5

医療福祉, 3

防災, 3

交通弱者, 
1

インフラ, 
1

教育, 1

実証事業分野
・実証事業分野は大きく分けて、農林水産、人材、医療福祉、
防災、交通弱者、インフラ、教育の分野。

・実証事業者（全29社）の法人形態の約3/4が株式会社。

・全国37都道府県が実証地域として選定されている。
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採択事業者一覧

ページ 事業者名 ジャンル
実証地域

（担当局）
実証プロジェクト 類型 ※継続

9 (株)アイエスイー 農林水産
三重、愛知
（中部局）

IoT海洋観測機「うみログ」を用いた持続的な養殖漁業
体制構築のための実証事業

広域 ◎

10 (株)エーエスピー 農林水産

宮城、神奈川
京都、兵庫
和歌山、広島
（近畿局）

未利用農産物の原料化による食品ロス削減のため、生
産者、加工会社、ユーザーを繋ぐプラットフォームの構築
実証事業

通常

11
オーシャンソリューション
テクノロジー(株)

農林水産
千葉、和歌山
山口、長崎
（近畿局）

AIを活用した漁獲報告システムによる、水産業における
業務効率化の実証事業

広域

12 宏輝(株) 農林水産
北海道、岩手
（北海道局）

昆布漁業者の体力負担軽減、地域の雇用創出のため
の、乾燥昆布の製造工程合理化及びサプライチェーン
再構築に向けた実証事業

通常

13 (株)武田鉄工所 農林水産
北海道

（北海道局）
農業残渣物のバイオマス燃料化による、循環型環境保
全・脱炭素社会の実現に向けた実証事業

通常

14
(株)PROPELa

ＳｕｃＳｅｅｄ(株)
農林水産

新潟、栃木
茨城、埼玉
（関東局）

農産物生産者と地域内消費者ニーズのマッチングシステ
ムを活用した、地産地消・域内流通活性化の実証事
業

通常

15 (株)マミーズファミリー 農林水産
東京、岡山
香川、愛媛
（四国局）

食品ロス削減に向けた、保育所給食における地場産物
活用プラットホームの実証事業

通常

16 (株)アスノオト 人材

北海道、秋田、
福島、宮城、石川、
岐阜、京都、岡山、

島根、宮崎
（東北局）

地域連携型でつくる新しい実践型教育プロジェクトによ
る地域人材育成モデルの実証事業

広域 ◎

※継続…令和2年度からの継続支援案件
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ページ 事業者名 ジャンル
実証地域

（担当局）
実証プロジェクト 類型 ※継続

17 (株)スナップ新潟 人材

北海道、岩手、
新潟、茨城、東京、

沖縄
（関東局）

地域課題解決型の高成長企業の創出による若年層の
域外流出を抑制するための起業・創業支援実証事業

広域 ◎

18 (株)平松食品 人材
愛知

（中部局）
専門高校生への社会実習の場の提供を通じた、地域
人材の育成事業

通常

19 NPO法人北海道エンブリッジ 人材
北海道

（北海道局）
道内中核都市における地域課題解決に向けた実践型
インターンシップ導入実証事業

広域 ◎

20

(一社)ワカツク
(株)バリューシフト
NPO法人wiz
(一社)フィッシャーマン・ジャパン
NPO法人コースター
(一社)TATAKIAGE Japan

人材
青森、岩手
宮城、福島
（東北局）

地域コーディネート機関連合による地域の担い手不足
解消実証事業

通常

21 エニシア(株) 医療福祉
愛知、三重

京都、大阪、兵庫
（近畿局）

地域医療体制の維持のため、電子カルテ要約支援
サービスの開発、実用化の実証事業

通常

22 (株)くまもと健康支援研究所 医療福祉
鹿児島、熊本
（九州局）

自動車学校と連携したMCI・認知高齢者の早期発見
と、予防サービス提供実証事業

通常

23
Community Nurse 
Company(株)

医療福祉
埼玉、福井、鳥取
島根、愛媛、福岡
（中国局）

医療とコミュニティからの孤立を防ぎ健康寿命の延伸を
目指した訪問型健康サポートサービス「ナスくる」の実証
事業

通常

24 (一社)データクレイドル 防災
茨城、石川、岡山
広島、高知、沖縄
（中国局）

新しい避難様式の実現に向けて、「自助」「共助」を支
援する地域の防災ネットワーク「まちケアコモンズ」の実証
事業

広域 ◎



ページ 事業者名 ジャンル
実証地域

（担当局）
実証プロジェクト 類型 ※継続

25 (株)トラジェクトリー 防災
石川、愛知
静岡

（中部局）

災害時に利用可能な複数ドローンによる被害状況把
握のためのドローン管制インフラと民間企業との連携体
制構築支援の実証事業

通常

26
(株)ワンテーブル
ベル・データ(株)

防災

北海道、宮城、
福島、和歌山、
岡山、沖縄
（東北局）

自治体での防災備蓄プラットフォームを活用した広域
連携の実現に向けた実証事業

広域 ◎

27
(一社)日本移動販売協会
(株)創縁舎

交通弱者
神奈川、大阪
（近畿局）

高齢者や郊外の買い物困窮者対策として、キッチン
カーを活用した地域の飲食店等による、マルシェ開催
実証事業

通常

28 三信建材工業(株) インフラ
静岡、愛知
（中部局）

社会インフラ構造物の老朽化に対する地方自治体との
連携における効率的・効果的なインフラ維持管理シス
テムの実証事業

通常

29 (株)教育情報サービス 教育
宮崎、鹿児島
（九州局）

過疎の進む地域に居住する生徒に対し、AIを活用し
たe-ラーニングによる良質な教育機会の提供を通じた
人口増加、地域活性化の実証事業

通常
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（農林水産）
IoT海洋観測機「うみログ」を用いた持続的な養殖漁業体制構築のための実証事業

(株)アイエスイー

【地域課題】
・全国の約1/5の漁村は限界集落であり、衰退傾向。
・養殖漁業は気候変動の影響で資源や漁獲量の減少傾向に
あり、長年の勘や経験則では経営自体も不安定。
・後継者不足も深刻な問題であり、地域の高齢化、過疎化によ
る人材不足に拍車をかけている。

【実証内容】
・水温センサ、潮位センサ、HDカメラ等を搭載した海洋観測ブイ
を活用した、IoT海洋モニタリングシステム「うみログ」を用いて海
の可視化。海苔養殖における食害対策や、潮位予測による海
苔網の調整に活用。
・令和3年度は「うみログ」の更なる広域での展開と、海苔養殖だ
だけでなく、牡蠣、真珠、魚類養殖にも展開。養殖の種類や現
場の実情によって搭載機能をカスタム。
・遠隔自動制御やAIによる海の予知予測にも対応させる事で、
気候変動に対応した安定した養殖漁業が可能なシステム構築
を実証する。

【補助金額】
4,427万円

【期待される効果】
・安定した漁獲量と収入の確保
・スマート漁業機能の導入による、後継者不足問題の解消、新規参
入企業の持続経営

【実証地域】
三重県（桑名市、鈴鹿市、津市、松阪市、明和町、伊勢市、
鳥羽市、志摩市、南伊勢町、大紀町、紀北町、尾鷲市、熊野市）
愛知県（南知多町、美浜町、常滑市）

【収益源】
漁協、漁連、企業、研究機関、自治体からの「うみログ」レンタル料

９



（農林水産）
未利用農産物の原料化による食品ロス削減のため、生産者、加工会社、ユーザーを繋ぐ
プラットフォームの構築実証事業 (株)エーエスピー

【地域課題】
形状や傷などによる規格外品や、加工過程で使用されず廃棄されている
未利用農産物廃棄による食品ロス、廃棄コストの増加。
また未利用農産物の食品加工原料化においても、コスト面で大量生産さ
れている既存の原料の代替となりにくい。

【実証内容】
低コストで原料化するため、近隣加工会社の遊休設備の活用や、保管性
が高く、出荷調整のしやすい乾燥、粉末加工の原料化を行う。
効率的な集荷・加工の実現のために、未利用農産物の発生場所と加工
場所の情報収集を行い、未利用農産物の供給者、１次加工会社、加
工品を使うメーカー等のハブとなるプラットフォームを構築。
また価格競争を避けるため、既存用途の代替ではなく、新しい用途（プリ
ンやお香等）として料理人や食品メーカーと連携した新しい食材、原料を
検討。

【補助金額】
1,140万円

【期待される効果】
・廃棄コストの削減と廃棄量削減、配送効率化による環境負荷低減。
・保管性の高い状態に加工することで出荷調整が可能になり、販売機会
の創出。
・地域内の遊休加工設備の稼働率向上で地域の収益力増加。

【実証地域】
京都府（京都市）、和歌山県（東牟婁郡古座川町）、兵庫県（神
戸市）、神奈川県（川崎市）、広島県（呉市）、宮城県（栗原市）

【収益源】
・未利用農産物の加工、販売収益／集荷、加工、配送のインフラ使用料

《原料化プラットフォーム》
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（農林水産）
AIを活用した漁獲報告システムによる、水産業における業務効率化の
実証事業 オーシャンソリューションテクノロジー(株)

【地域課題】
乱獲等による水産資源の減少、高齢化や後継者不足による漁業従
事者の減少が課題。また2018年漁業法の改正により義務付けられ
た、知事許可漁業者の漁獲実績報告は、IT化が遅れている水産業
界にとって、大きな負担。

【実証内容】
当社が開発した電子漁獲報告システムを標準プラットフォームとし、
課題解決を目指したシステムの開発／改修。
・GPSによる操業位置情報や気象、海況情報の自動取得
・漁協システムの連動による漁業量、魚種情報入力作業の省略化
・AIによる過去の漁業日誌データに基づいた出漁判断予測
・小規模漁業者でも導入しやすいよう、スマートフォンで安価、容易に
利用できるサービスを提供

【補助金額】
4,500万円

【期待される効果】

・船上での入力業務低減
・漁協に於ける大幅な漁獲報告に伴う事務コスト削減
・出漁判断の解析度向上による人的リソースの有効活用
・精緻なデータに基づく電子漁獲報告により、正確な漁獲可能量、
漁獲割り当て管理が進む事による、水産資源の回復期待

【実証地域】
千葉県（勝浦市、南房総市） 和歌山県（田辺市、御坊市、日
高町）、山口県（長門市、萩市）、長崎県（壱岐市、対馬市、
平戸市）

【収益源】
・漁業者によるサービス利用料収入
・漁協によるサービス利用料収入
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（農林水産）
昆布漁業者の体力負担軽減、地域の雇用創出のための、乾燥昆布の製造工程合理化
及びサプライチェーン再構築に向けた実証事業 宏輝(株)

【地域課題】
・漁村の高齢化、過疎化、漁業者への過大な体力的負担
・乾燥工程負担による生産量の限界

【実証内容】
高齢漁業者の体力的負担が大きい乾燥工程を民間事業者が担う事
で漁業者の負担を軽減し、高齢漁業者がより長く就業しつつ、生産量
を維持できる仕組みを構築。

①繁忙期以外は遊休設備となっている各漁業者の乾燥設備を、未乾
燥品を冷凍保存し、オフシーズンに活用する事で、生産量の増量を図る。

②各漁業者が各々で行っている乾燥工程を一カ所に集約し、既存の乾
燥方法とは異なる、効率的な設備、手法により大量処理を行う仕組み
を作る。これらで対応できない場合は、他地域の事業者の活用も検討。

③伝統的な価値観に基づき、多大なコストをかけて長さや美しさを維持
した商品が高く評価される現状に対し、当該事業モデルでも品質が維持
される事を証明する評価手法を検証。

【補助金額】
600万円

【期待される効果】
・高齢漁業者の負担低減による就業年数(実働年数)の長期化
・集約化による品質安定化、高品質化
・生産量の増加、新規雇用の創出

【実証地域】
北海道（函館市、鹿部町、福島町、松前町）、岩手県（宮古市）

【収益源】
・乾燥費を含めた乾燥品の販売による収益。

現状の工程

新しい工程

＜各工程の担い手＞

＜取り組み内容 (実証①～③)＞
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（農林水産）
農業残渣物のバイオマス燃料化による、循環型環境保全・脱炭素社会の実現に
向けた実証事業 (株)武田鉄工所

【地域課題】
・日本の一大食糧供給基地である十勝地域において、大量に発
生する小麦クズ等の農業残渣が付加価値を生むことなく処理さ
れ、また処理コストも膨大。
・ビニールハウス内温度管理のための冬季暖房の化石燃料（灯
油等）使用による環境負荷は、持続的な社会を考える上でも
大きな課題。

【実証内容】
従来のバイオマスマスバーナーでは燃料として取扱う事が難しかっ
た農業残渣物であるが、当社が開発した農業残渣バイオマス燃
焼用バーナーによって、小麦クズを主とした農業残渣を燃料として
使用する事が可能。
発生した大量の燃焼灰を堆肥、敷料への添加物として利用する
事で、「農業残渣物利活用」「化石燃料使用による環境負荷低
減」という地域・社会課題の解決を目指した循環型脱炭素バイ
オマス熱利用システムを実証する。

【補助金額】
1,995万円

【期待される効果】
・農業残渣物の処理コスト削減、冬期燃料費の削減
・化石燃料の使用低減による二酸化炭素排出量の削減

【実証地域】
北海道（帯広市、芽室町、清水町、新得町、幕別町）

【収益源】
・農業残渣バイオマス燃焼用バーナーの販売による収益。

単位発熱量当たりの単価 計算式

小麦くず 0.8円／Mcal 3円／kgと仮定（3.6Mcal／kg）

灯油 9.6円／Mcal 85円／l（8.8Mcal／l）

木質ペレット 12.8円／Mcal 50円／kg（3.9Mcal／kg）

木質チップ 4.8円／Mcal 12円／kg（2.5Mcal／kg）

バーナーユニット
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（農林水産）
農産物生産者と地域内需要者の需給ネットワークの構築による
地産地消・域内流通活性化の実証事業 (株)PROPELa

SucSeed (株)

【地域課題】
・既存物流システムによる生産物の鮮度低下、物流コスト増加
・農家数、工作面積が減っている
・地産地消を促進する仕組み（域内販路）が無い
・地域の給食等、大きい需要の地産率を上げたい

【実証内容】
地域から中央市場へ出荷する前に、先ず地域内の需要情報とマッチ
ングさせる事で、地産地消、地域内流通を活性化。物流コスト削減
等により生産者利益の向上を目指す。
需要者と生産者を繋ぐマッチングシステム「地産FINDFR」を応用し、
給食センター等の纏まった需要者が１週間～１ヶ月先の「買いたい」
ニーズを発信し、それに対して生産者の「売りたい」ニーズをマッチングさ
せる「地産NET」システムを開発。
「買いたい」モノが加工を要する場合、生産者は加工所へ直接納品し、
加工所は一次加工後、配送を担う事も。

【補助金額】
1,310万円

【期待される効果】
・学校や保育園の給食や社食の地産率の向上。食育にも寄与。
・域内流通促進による物流コスト削減、生産者利益の増加。
・新鮮で安心な地産が価値に。地域ブランドの強化へ。
・地域DXの促進。需給ネットワークの構築。

【実証地域】
埼玉県（深谷市）、栃木県（宇都宮市、那須塩原市）
茨城県（守谷市）、新潟県（阿賀野市）

【収益源】
・地域食材の利用に寄与しサービス利用料と調達差金を頂く
・GAP、HACCPの導入支援費



【収益源】
システム使用料及び原価の20％を収益とする

（農林水産）
食品ロス削減に向けた、保育所給食における地場産物活用プラットホームの実証事業

(株)マミーズファミリー

【地域課題】
・保育所給食における供給量と必要量のミスマッチや子どもの好き嫌
いによる食品ロスの発生
・地場産物を使いたくても、提供先の確保や配送の手配が困難

【実証内容】
・献立作成、献立に応じた必要食材の種類、量を簡単に算出、発
注できるシステムを開発し、保育園へ導入。
・給食食材の仕入れと配送を一括管理する給食食材センター「食育
マルシェ」では、栄養士による献立作成、栄養価計算、食材発注、
地産地消コーディネーターとの連携を行う。

【補助金額】
799万円

【期待される効果】
・食材の必要量と供給量のミスマッチを防ぎ、食品ロス削減。
・地場産物の生産者の安定供給先の確保。
・地産地消率の増加。
・献立作成等の事務負担軽減による、保育人材不足への対応。

【実証地域】
愛媛県（松山市、東温市、松前町）、 岡山県（倉敷市）、
香川県（三木町）、 東京都（練馬区、新宿区）

15



（人材）
地域連携型でつくる新しい実践型教育プロジェクトによる地域人材育成モデルの実証事業

(株)アスノオト

【地域課題】
地方を存続させていくためには、地域に変化を生み出せる人材が必
要であるが地域において、『誘致の壁（そもそも来てくれる人が少な
い）』『育成の壁（人を育てるメソッドと余力がない）』『ネットワーク
の壁（同期や切磋琢磨する相手がいない）』が課題。
これらは地域内での高等教育の機会不足により、活動意欲の高い
人材が地域外に流出してしまう構造の主因である。

【実証内容】
・大学生、社会人、起業家、地域コーディネーターの予備軍等に対
し、地域の小さいプロジェクトに挑戦できるフィールドを提供し、地域
との関わりをパッケージとして提案する、地域連携型の人材育成モ
デル事業の実証。
・参加者は１ヶ月～半年程滞在し、地域内のプロジェクト参加
（リアル）と、オンラインによる講義や同じ水平軸にいる仲間との交
流を行う環境のハイブリッド化した、新しい実践型教育の形を実現。

【補助金額】
1,026万円

【期待される効果】
・地域での人材育成力の向上
・意欲の高い人材の誘致コストの圧縮
・変化を生み出すための機運の見える化（受講生によるイベント実
施など）

【実証地域】
島根県（隠岐郡海士町）、福島県（南相馬市）
岡山県（西粟倉村）、宮崎県（新富町）、宮城県（女川町）
北海道（名寄市）、石川県（七尾市）、秋田県（五城目町）、
岐阜県（郡上市）京都府（京都市）

【収益源】
・受講生からの受講料（BtoCモデル)
・行政や大学との提携による受講料（BtoBモデル） 16



（人材）
地域課題解決型の高成長企業の創出による若年層の域外流出を抑制するための
起業・創業支援実証事業 (株)スナップ新潟

【地域課題】
・魅力的な就業機会不足による若年層の地域外（首都圏）流出
・地域課題を解決する民間主体の担い手不足
・高成長かつ地域課題解決を実現する起業・創業の促進の必要性

【実証内容】
・オンラインコミュニティと仮想通貨（SN@Pコイン）を活用した起業
支援。
・起業家予備軍は事業プランの評価、進捗、イベント参加を通じて
支援者からコインが付与され、事業に必要なサービスに交換できる。
また先輩起業家からアドバイスを受ける事も可能。
・支援者は気になる起業家の後押しができ、ビジネスパートナーとして
接点を持つことが可能。
・令和3年度はサービス機能向上と、優秀な学生を地域での起業に
繋げるため、全国の大学生、高専生を対象としたオンラインビジネス
コンテストの実施、インターンオンライン事業の展開。また他地域の起
業支援拠点との連携を進める。

【補助金額】
2,642万円

【期待される効果】
・地域内起業支援による若者域外流出阻止。地域経済の活性化。
・地域特有で多様な課題をビジネスアイデアとした起業、支援を行う
事で、特定の課題に限定されない様々な地域課題解決の実現。

【実証地域】
新潟県（新潟市、佐渡市、燕市、三条市、十日町市、長岡市、上
越市、妙高市、新発田市、湯沢町）、北海道（苫小牧市）、
岩手県（盛岡市、遠野市）、茨城県（水戸市）、東京都（渋
谷区）、沖縄県（沖縄市）

【収益源】
・支援者のコイン購入売上
・起業後のバックオフィス業務委託による収益

① 起業家予備軍の基礎情報やオンラインサロンでの活動実績等を見える化する
「プロフィールサイト（カルテシステム）」の構築

② 起業家予備軍と支援者が仮想通貨を用い、相互に支援ニーズのマッチングや課題解決を図る
「モールサイト」の構築

③ イノベーティブなスタートアップ企業の創出を促進するための優秀な学生の取り組み
（地域課題解決型オンラインビジネスコンテスト・インターン事業）

④ 共通の課題を持つ他地域と連携したオンラインプラットフォームの広域展開
17



（人材）
専門高校生への社会実習の場の提供を通じた、地域人材の育成事業
PH Lab（PROFESSIONAL HIGH SCHOOL MARKETING LABORATORY） (株)平松食品

【地域課題】
地域の産業を背景として成り立っていた専門高校が、地域経済の
構造変化により企業ニーズから乖離。十分な実践教育・経験を積
むことができず、地域企業への人材供給という役割が不十分。
専門高校の存在意義の希薄化や、学びを活かせない進路選択に
より、若者の域外流出に繋がり、地域・産業の衰退、地方の活力
低下に拍車をかけている。

【実証内容】
地域企業と連携する商品開発及びプロモーションを実施する社会
実習の場を設け、地域・産業及び仕事の魅力を体験。開発商品
は、文化祭や地域限定商品としての一過性の販売に留めるのでは
なく、協働企業の既存販路、地域内の道の駅やスーパー等で継続
的に販売し、取組み自体の継続化を目指す。
商品開発事業がインターンシップとなり、卒業生が関係を構築した
地元企業への就職等、地域への定着を目指す。

【補助金額】
124万円

【期待される効果】
インターンシップにもつながる本事業を通じ、卒業後も地域に定着す
る環境を構築。同時に地域企業も専門技術を習得した有望人材
を確保する環境構築を図り、若者が地域に定着し地域活性化の
原動力となる好循環の創出。

【実証地域】
愛知県（豊橋市、蒲郡市、田原市、新城市、豊川市）

【収益源】
各学校と各企業で開発された商品の、取組のプロモーションショップ、
サテライトショップ、ECサイトによる販売収益

≪ PH Lab推進スキーム ≫

≪ 企業と連携した
商品開発 ≫

≪ 消費者への販売
実習 ≫

≪ 学校の活動を伝えるプロモーションショップ ≫

≪ ECを活用した発信と販売の仕組み ≫
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（人材）
道内中核都市における地域課題解決に向けた実践型インターンシップ導入実証事業

（特非）北海道エンブリッジ

【地域課題】
・東京圏への若者流出
・人口流出による、地域における社会課題の担い手不足
・意欲のある若者の地域への参画機会不足

【実証内容】
・経営革新に関心を持つ企業が自社の事業を活かした『地域課題の
解決』『新しい価値づくり』に取り組むプロジェクトをコーディネート機関
と連携して組成し、地域内外の若者とマッチングする実践型インター
ンシップを道内で展開。プロジェクトを通じて地域や企業に愛着を持
ち、地域に若者が還流する仕組みを構築。
・令和3年度は展開地域の拡大と、地元金融機関のネットワークによ
る受入企業の開拓、国立大学のキャリアセンター内へのコーディネー
ター機関の設置等、関係主体と連携する事で、実証効果の向上を
目指す。

【補助金額】
959万円

【期待される効果】
・企業のプロジェクト挑戦と若者人材や知見を取り込む機会の創出。
・インターンを通じ、地域や企業の魅力や価値を生み出すことで若者
が地域や企業へ愛着をもつ事で、域内就業率の向上、人口流出
抑制。
・「地域課題の解決」および「新しい価値づくり」に向けて地域の体制
を構築することによる、持続的に地域で挑戦する仕組みづくり。

【実証地域】
北海道（札幌市、帯広市、北見市、函館市、旭川市、小樽市、苫
小牧市、八雲町、厚真町、西興部村、芽室町、下川町、釧路市）

【収益源】
企業から受入体制の整備、募集、事前事後のサポートを含めた初期
費用＋月額定額制（サブスクリプション）や事業開発費を徴収

(実証連携法人：北洋銀行)

(実証連携法人：株式会社JR東日本企画)

実証連携法人：株式会社北海道新聞社
（上記、一連の流れの取材・情報発信）
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（人材）
地域コーディネート機関連合による地域の担い手不足解消実証事業

【地域課題】
・東北は全国平均を上回るスピードで生産年齢人口減少が進み、若者
も首都圏に流出。地域の担い手が不足し、産業活力が減退。
・復興の過程で東北に共感し、応援したい「関係人口」は増えているが、
地域内企業に採用、人材育成に関するノウハウがなく、外部人材受け
入れのハードルになっている。

【実証内容】
・東北各地のコーディネート機関が地域内企業の経営革新プロジェクト
を設計し、外部人材とマッチング。コーディネート機関は企業と連携して
外部人材の面接、プロジェクトのゴールや進め方の共有、プロジェクト期
間中の伴走、進行管理までを行う。外部人材が企業や地域を理解し
共感が生まれることを支援し、その外部人材から更なる関係人口創出、
人口流入増加を目指す。
・各地域コーディネート機関は経営リソースや収益機会が限定的。コー
ディネート機関同士の連携を深め、ノウハウ蓄積や新サービスの開発、
オンラインによる相互サポート体制構築等のコーディネート能力向上を
図り、収益力の強化による持続的なコーディネート機能を実現する。

【補助金額】
1,791万円

【期待される効果】
人口流出抑制、関係人口増加
地域企業の人材受入力の向上

【実証地域】
青森県（八戸市）、岩手県（盛岡市、紫波町、花巻市、岩手町）、
宮城県（仙台市、石巻市、女川町）、福島県（福島市、郡山市、
須賀川市、楢葉町、富岡町）

【収益源】
経営革新プロジェクトを実施する企業からの課金
関係人口コミュニティ会費、自治体からの助成金等

(一社)ワカツク、(株)バリューシフト、(特非)wiz 
(一社)フィッシャーマン・ジャパン、(特非)コースター
(一社) TATAKIAGE Japan

※インターンコーディネートのスキーム。社会人兼業も同様のサポート内容

■本事業で実証するビジネスモデル■現時点でのビジネスモデル

受入企業 意欲ある若者

専属コーディネーター

メリット

・組織外からの視点
・ともに挑戦する仲間

・師匠・仲間との出会い
・社会で価値を生み出す経験

インターンシップを通じた
協働プロジェクト

【事前】プロジェクトの打ち出し
【実施】関わり方、目的の再確認
【事後】目的達成の振り返り、

今後の取り組み

サポート内容

【事前】目標設定／
プロジェクトすり合わせ

【実施】住環境／目的確認
【事後】目的達成の振り返り／

フィードバック

サポート内容

メリット
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（医療福祉）
地域医療体制の維持のため、電子カルテ要約支援サービスの開発、実用化の実証事業

エニシア(株)

【地域課題】
コロナ感染症拡大による医療崩壊が危惧される以前から、地域
医療体制の維持は重要な地域・社会課題。
病院勤務医の長時間労働の解消、効率的な医療体制の整備
が求められる中、３～5割近くを占める事務作業効率化は急務。
特にカルテ情報の閲覧性の低さから、診療時や文書作成時に何
度も過去のカルテを読み返す事等の負担は大きく、長時間労働
の主因。

【実証内容】
自然言語処理技術を用い、電子カルテのテキストの読み取り、要
約案と構造化データを作成する電子カルテ要約ソフトウェアを実
用化し、有用性と展開の容易性を実証。また平行して医療研究
に利活用できるデータ構造化サービスを試作。

【補助金額】
3,490万円

【期待される効果】
病院勤務医の残業時間削減および診療に集中できる環境整備
の構築への貢献。また、これまで手作業で行われていた症例登録
や研究データの整理、症例報告作業を大幅に省力化し、医学・
疫学研究の加速に寄与。
医師が健康に医療に集中し、医療情報を活用する事で、医療リ
ソースを最大限活用できる環境を構築し、国民全体の健康に寄
与する。

【実証地域】
京都府（京都市）、大阪府（大阪市）、兵庫県（神戸市）、
愛知県（名古屋市）、三重県（津市）

【収益源】
電子カルテ要約ソフトウェアを病院に導入し、利用料を毎年徴収。

●カルテ要約：
電子カルテに入力されたデータから、独自開発のアルゴリズムに基づいて重要な情報を取り出し、自動で要約の案を提案。医師はそ
れを確認し、必要であれば修正を加えるだけで、短時間で簡単に「カルテの要約」の作成が可能。

●構造化データ：
医学研究や医療事務において医療情報の利活用を容易にするため、カルテの要約を作成する過程でデータを正規化・構造化。

＜電子カルテ自動要約サービスの利用イメージ＞
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（医療福祉）
自動車学校と連携したMCI・認知高齢者の早期発見と、予防サービス提供実証事業

(株)くまもと健康支援研究所

【地域課題】
・軽度認知障害（MCI）は、医療・介護制度の隙間にあり支援体
制が不十分。
・新型コロナ影響下で外出抑制、つながり減少により、MCI（軽度
認知障害）、認知症高齢者増加による、介護給付費をはじめとし
た自治体コスト増加。

【実証内容】
・自動車学校高齢者講習及び認知機能検査に看護師等の保健
医療専門職がアウトリーチを行い、MCI、認知高齢者、予備軍を
把握。MCI、フレイル関する普及啓発と認知症予防サービスの利
用推奨を行う。
・オンライン、リアルのハイブリッド型の健康相談、認知症賦活プログラ
ム、コミュニティカフェ等を実施。リアルでは自動車学校のスペースを
活用したランチ会等による社会参加を促進。
・同居家族がいない高齢者には買物同行、外出同行等の見守り。
見守り状況を非同居の家族へスマートフォンで共有するサービスを
実施。

【補助金額】
3,291万円

【期待される効果】
・MCI・フレイル高齢者の認知症への移行抑制。自治体コスト削減。

【実証地域】
熊本県（合志市、山鹿市、菊池市）
鹿児島県（姶良市、霧島市）

【収益源】
認知症予防サービスの提供による利用料。

目指すビジネスモデル全体像
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（医療福祉）
医療とコミュニティからの孤立を防ぎ健康寿命の延伸を目指した
訪問型健康サポートサービス「ナスくる」の実証事業 Community Nurse Company(株)

【地域課題】
・健康予防領域に関する地域の担い手（アウトリーチ機能）の不足
（未病者、潜在的な疾病、慢性疾患の高齢者に対するアウトリーチ
不足）
・新型コロナウィルスの影響による急速な社会変化による社会的孤立
・高齢者のICTリテラシーの欠如

【実証内容】
・「ナスくる」サービスとして予防する看護を推進するコミュニティナースが
疾病罹患前の高齢者を定期的に訪問し、健康づくりプラン作成、
健康状態のモニタリング、アドバイスを行うと共に、生活の困り事サ
ポートや生き甲斐創出等の社会的処方も実施。
・体、心のケアだけでなく、地域社会や家族との懸け橋となることで高
齢者の社会的孤立状態を防ぐ。
・健康やコミュニケーションに関するICT機器について訪問時に直接利
用指導することによる活用推進。

【補助金額】
2,270万円

【期待される効果】
・高齢者の生活、健康に対する不安の解消
・高齢者をサポートできない家族の代行

【実証地域】
島根県（雲南市、出雲市、松江市）、愛媛県（久万高原町）、
福岡県（宗像市）、福井県（福井市）、埼玉県（熊谷市）、
鳥取県（米子市）

【収益源】
家族からのサービス利用料

LINEグループなどを使った
オンラインコミュニケーションの支援

ご報告先

￥

ご訪問先

健康危機が
危惧される高齢者

サービス提供主体

ご高齢の家族と離れて住む
一緒に住んでいる家族

家族の健康状態のレポート
Community Nurse Company

株式会社

サービス利用料の支払い

健康づくりサービス提供
（行動変容、生きがいづくり）

不安の解消
健康寿命
の延伸

ナスくる
公式LINEの登録

ご質問の受付、サービ
ス開始手順をご案内し
ます。

ご訪問

日々の健康・お楽しみ
の様子をレポート

家族の健康が維持・楽しみの増幅
ご訪問先

カウンセリング

1 2 3 4

悩み事や日々の楽しみ
などをお聞きします。

日々の悩み事の解決

楽しみを一緒に作りま
す。

日々の悩み事の解決楽しみを一緒に作り、それを家族
で共有します。つながりをさらに広げ楽しみの和を作
ります。
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（防災）
新しい避難様式の実現に向けて、「自助」「共助」を支援する地域の防災ネットワーク
「まちケアコモンズ」の実証事業 （一社）データクレイドル

【地域課題】
新型コロナウィルス感染拡大を受け、自然災害における分散避難等
「新しい避難」の実現は全国的な社会課題。
住民が個人や家族の事情に応じて最適な避難方法を選択するため
に、事前の行動計画と必要な備え、『自助』を支援できる仕組みの実
現が求められている。

【実証内容】
・社会資源と民間サービスをつないで『自助』『共助』による防災対策、
住民のセルフケアと備える暮らしを支援する『まちケアコモンズ』アプリ
事業の広域展開。
・登録した地点の洪水、土砂災害等の災害リスク情報確認、家族
構成や状況に応じた備蓄品の確認、もしもの時の避難行動計画の
作成、グループ内での連絡や情報共有が可能。
・令和３年度は、防災関連商品や、安心安全で健康な暮らしのた
めのサービス利用申込みが可能なECサイトの新設や、ホテルシェル
ターサービスモデルの検証を行う。

【補助金額】
1,723万円

【期待される効果】
・持続可能な「新しい避難」様式による地域防災力強化
・住民ニーズを反映した商品サービス提供による地域経済の好循環

【実証地域】
岡山県（倉敷市、新見市、高梁市、総社市、早島町、矢掛町、井
原市、浅口市、里庄町、笠岡市、岡山市、備前市）、高知県（高
知市、室戸市、南国市、土佐市、土佐町、黒潮町、日高村）、
広島県（府中市）、茨城県（常総市）、石川県（金沢市）、
沖縄県（宜野湾市）

【収益源】
・システム利用料、EC販売代行手数料
・ネーミングライツ料等スポンサー、企業とのパートナシップ契約 24



（防災）
災害時に利用可能な複数ドローンによる被害状況把握のためのドローン管制インフラと民間
企業との連携体制構築支援の実証事業 (株)トラジェクトリー

【地域課題】
・自然災害発生時、自治体は道路状況や要救護者等の被害情報
をタイムリーに把握し、関係各所に共有する必要がある。しかしなが
ら、情報をタイムリーに把握する術がない、地図に手書きで状況を書
き込む等、デジタルツールを用いる体制構築が出来ていない自治体
が非常に多い。

【実証内容】
・ドローンおよびAI空域管制プラットフォーム（遠隔による自動監視、
離島・中山間地への物資輸送等）を災害用途に活用し、自律飛
行ドローンによって事前に設定した飛行エリアの被害状況を自動で
空撮し災害対策本部に迅速に映像を届ける被害状況の可能な官
民連携体制を構築する。
・本事業では、3D地図、ドローン航路生成、管制サービスを当社が
実施し、自治体に被害状況を把握するための空撮（情報収集）
ノウハウを提供する。社会実装の際には、ドローン業務は民間企業
が行うが、各企業独自の判断で空を利用すると、事故発生や住民
のプライバシー侵害などが懸念されるため、各企業のフライトを管制
センターが統合的に管理する事で、安心安全に利用できる飛行環
境を提供する。
【補助金額】
2,417万円
【期待される効果】
・土砂崩れの早期発見、道路状況の早期把握による緊急車両の
ルート最適化、津波等人が立ち入れない危険エリアの状況把握
・自治体、警察、消防、医療スタッフのデータ共有による迅速な意思
決定、正しい初動対応の実現

【実証地域】
愛知県（豊川市、新城市）、静岡県（浜松市、裾野市）、
石川県（加賀市）

【収益源】
民間企業や自治体からの管制サポート利用

3D地図整備＆航路整備

3D地図データ
飛行映像

警察 消防公共 医療機関 災害対策本部

民間 電力会社 設備関連 etc

ドローンを利用した災害時情報収集システム

避難所

自動飛行管理 映像配信

管制サービス

情報共有
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（防災）
自治体での防災備蓄プラットフォームを活用した広域連携の実現に向けた実証事業

(株)ワンテーブル、ベル・データ(株)

【地域課題】
・防災業務において、自治体単体では人材、管理、システム、財源の限
界があり、広域連携による相互互助による、効率化と防災業務に関す
る標準、平準化が必要不可欠である。

【実証内容】

・広域連携に向けた備蓄システム（B×Link）の機能設計・開発
複数の自治体の防災備蓄品の在庫の見える化や消費期限管理、
複数自治体を横断した防災備蓄計画の立案支援機能を実装する。

・広域連携の在り方の設計並びに効果の検証
災害特定の異なるエリアの自治体を実証地域とし、各地域ごとに目指
すべき広域連携の姿を検証する。同時に、地域特性によらない全国レ
ベルで共通化、標準化できる事項を洗い出す。
具体的には、備蓄品の共同購買、共用、知識の共有や最適な避難
の実現等を目指す。

【補助金額】

4,407万円

【期待される効果】
・災害時に誰もが取り残されない社会の実現、防災サービス向上
・自治体の防災業務に係る人件費、備蓄費のコスト削減
・備蓄品の廃棄率減少等

【実証地域】
北海道（余市町、仁木町、積丹町、赤井川村、厚真町）、
宮城県（亘理町）、福島県（国見町）、和歌山県（白浜町、すさ
み町、上富田町）、岡山県（西粟倉村）、沖縄県（豊見城市）

【収益源】
・防災備蓄管理システムBxLinkの利用料（年間利用料）
・防災備蓄の最適化に向けたコンサル料

協力自治体

北海道：厚真町、余市町、仁木
町、赤井川村、積丹町

宮城県：亘理町
福島県：国見町
和歌山県：すさみ町、白浜町、

上富田町
岡山県：西粟倉村
沖縄県：豊見城

• 地域固有の防災課題の提示

• 防災備蓄管理システムや広域
連携スキームの検証

実証法人

• 広域連携設計/
効果検証

• 防災備蓄管理
システム
“BxLink”改善

• 防災事業プロ
デュース

• 広域連携組織
の設計/組成

①防災備蓄システム導入
②防災の広域連携実現

実証フィールド提供
地域固有課題の提示

移動

備蓄の偏り解消

隣町の避難所

町内の最寄避難所

最適な避難の実現

共用

備蓄品の共用・管理

購入

共同購買 共同寄付

寄付

知識・スキルの共有

A自治体

API

B自治体

API

C自治体

API

広域連携
機能

防災備蓄
情報共有

①共通の備蓄管理システムを
利用して全体を可視化

②広域連携を実現し、
防災コスト低減/サービス品質向上
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（交通弱者）
高齢者や郊外の買い物困窮者対策として、キッチンカーを活用した地域の
飲食店等による、マルシェ開催実証事業

（一社）日本移動販売協会、（株）創縁舎

【地域課題】
・高齢化やコロナ禍での人流制限による買い物困窮者の増加
・交流の減少に伴うメンタル不調者の増加懸念
・上記に伴う地域事業者の売上減少

【実証内容】
実証地域の中で、特に孤立化など、課題が顕在化しているエリアを、
行政や関連団体と選定。地域事業者へ参加を呼びかけ、キッチン
カーを活用し、食料品販売を実施。取扱商材は事前事後のアンケー
トを反映し改善を行うなど、今後も継続的な事業となるよう、収益性
の側面からも実証を行う。

【補助金額】
2,835万円

【期待される効果】
・買い物困窮者に対して、買い物やコミュニケーション機会を創出。
「(安全に)出かけることができる」ことによる、ふさぎ込みを抑制、健
康促進による医療費抑制。
・地域事業者の新たな収益源の確保。

【実証地域】
大阪府（門真市、大阪狭山市、和泉市、東大阪市、守口市）
神奈川県（横須賀市）

【収益源】
・キッチンカーのレンタルなど出店に伴う費用として定額徴収。
・プロモーションや企画などの営業経費として売上の10%を徴収。
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（インフラ）
社会インフラ構造物の老朽化に対する地方自治体との連携における効率的・効果的な
インフラ維持管理システムの実証事業

三信建材工業(株)

【地域課題】
・老朽化した社会インフラ構造物の急増。
・地方自治体の技術職員の減少・不足、土木予算減少により、社
会インフラ構造物の予防保全（管理・修繕）が進んでいない。
・予防保全していくためには、技術の継承、育成、新技術の活用、
データの活用が必要になる。

【実証内容】
ドローン等（AI画像解析、3次元データへの変換）の新技術を利用
した予防保全（管理・修繕）ができる民間技術者の育成及び、新
技術を活用した点検方法を確立し、地域の新たな産業として創出す
る。
地方自治体においては、新技術を活用した効率的な社会インフラ管
理（データベース管理）を実現する。

【補助金額】
1,364万円

【期待される効果】
・社会インフラ管理のデータベース化による自治体職員負担軽減
・ドローン等の新技術のビジネス化による、技術者、情報不足を解消
し、効率的、効果的なインフラ維持管理の実現

【実証地域】
愛知県（豊川市、岡崎市、新城市）
静岡県（伊東市、賀茂郡河津町）

【収益源】
・民間事業者向けスクール受講料からの収益
・ドローン等の新技術による点検作業からの収益

28



（教育）
過疎の進む地域に居住する生徒に対し、AIを活用したe-ラーニングによる良質な教育機会
の提供を通じた人口増加、地域活性化の実証事業

(株)教育情報サービス

【地域課題】
・過疎地域周辺の学校や学習塾の統廃合が進み、居住する
生徒が学習塾へ通う事が困難
・地方移住機運下でありながら、教育機会や質の格差による子
育て世帯の人口流出増加や人口流入に対するハードル化
・高度地域人材が育たず、地域経済が衰退

【実証内容】
・地方小規模市の学習塾において、AIを搭載したe-ラーニングを
活用した個別最適化指導を提供する事で、地理的要因により
生じる、教育格差を是正し、地域活性化の基盤を構築。
・学習塾と連携し、質の高い学習動画と、約7,000人分の生徒
のデータを用いたAI機能により、生徒１人ひとりに個別最適化さ
れた指導を適用できるe-ラーニングシステムの開発。
・開発したe-ラーニングシステムの受講後に模擬試験を受験し、
受講前との結果や、満足度等を測定し効果検証を行う。

【補助金額】
1,496万円

【期待される効果】
・過疎の進む地域に居住する子どもの学力・満足度向上
・域内子育て世帯の流出抑止
・域外高度人材の流入促進

【実証地域】
宮崎県（小林市、日向市）
鹿児島県（指宿市、志布志市、出水市）

【収益源】
本モデルを市町村自治体へ導入し、利用料を得る

【実施体制図】

地域として地理的要因による教育格差を是正し、子育て世代の流出防止
や高度人材を呼び込む土壌を醸成するモデル
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