
⚫ 健康増進・介護予防、生活支援等のヘルスケア分野の課題を抱える「自治体」が、ソリューション
をもつ「ベンチャー等」に地域課題やニーズを発信する「ガバメントピッチ」を開催。ピッチ開催前の課
題整理からマッチング先の選定、実証協議に至るまで、当局・専門人材による伴走支援を実施。

⚫ 令和３年度は関東管内外の６自治体が地域課題やニーズを発信。ガバメントピッチ開催当日
は約450名（うちベンチャー等は約180名）が聴講。自治体関係者からも高い関心。
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＜日時＞ 令和3年10月25日（月）

＜開催方式＞ オンライン配信

＜登壇自治体・ピッチテーマ＞

開催概要

③三島市 地域包括ケア推進課（静岡県）

「お元気シニアがいつでも繋がる 交流支援」 ※三島信用金庫により支援

④松本市 商工課 健康産業推進担当（長野県）

「“1万人”の健康無関心層を動かすためには？松本市の挑戦」

⑤さいたま市 未来都市推進部（埼玉県）

「求む！『革新的ヘルステック』による健康まち経営
～データで知る“今”の自分、データで変わる“未来”の自分～」

⑥岩泉町 政策推進課（岩手県） ※東北経済産業局により支援

「“自らの健康は自ら守り育てる” 健康データを活用した寄り添い支援」

①豊島区 高齢者福祉課（東京都）

「ひとり暮らし高齢者が安心して暮らせるまちを目指して
～地域の力とICTで高齢者のいきがいを支える～」

②島田市 包括ケア推進課（静岡県）

「高齢者の健康寿命延伸を目指して
～IT活用で効果の見える健康体操、自宅から離れた人と繋がる方法～」

令和３年度 「ガバメントピッチ」 概要
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自治体×ヘルスケアベンチャー 課題解決プロジェクトの創出

専門人材による伴走支援

民間ソリューションを活用した地域課題解決の実証・実装案件を組成

①自治体の課題抽出・

整理・ニーズの見える化

②ニーズに合った

ベンチャーとの

マッチング

③ベンチャーとの

実証等を支援

ベンチャー企業
（聴講者）

自治体
（登壇者）

デジタル技術を活用して
解決したい地域課題や
ニーズ“をプレゼン。

プレゼンを聴講後に、
デジタル技術を活用し
た課題解決策を提案。

孤立解消・見守り

運動効果の見える化

通いの場の活性化

交流支援

健康無関心層への

有効アプローチ



豊島区（東京都） 島田市（静岡県） 三島市（静岡県） 岩泉町（岩手県）

令和３年度 「ガバメントピッチ」 マッチング結果（合計11件・8社）

１社 １社⚫ ベンチャー等から計76件の課題解決策の提案が寄せられ、選考・面談を経てマッチング先を選定。

⚫ 全6自治体において、合計11件（8社）のマッチングが成立。次年度の実証に向けて、具体
的な内容を協議中。

松本市（長野県） ※４社とマッチング さいたま市（埼玉県） ※３社とマッチング

高齢者の健康寿命延伸を目指して
～IT活用で効果の見える健康体操、

自宅から離れた人と繋がる方法～

お元気シニアがいつでも繋がる
交流支援

“自らの健康は自ら守り育てる”
健康データを活用した寄り添い支援

“1万人”の健康無関心層を動かすためには？松本市の挑戦 求む！『革新的ヘルステック』による健康まち経営
～データで知る“今”の自分、データで変わる“未来”の自分～

マッチング企業：㈱MJI

見守り会話ロボット「タピア」を活用し、
遠隔地の家族・通いの場、介護施設
等とのコミュニケーションの促進を提案。

マッチング企業：

サンド ディー・アイ・ジー㈱

LINE上で市・通いの場・高齢者の3者
がつながり、コミュニケーションを促進する
しくみを提案。

マッチング企業：㈱医針盤

健康管理アプリを活用し、将来の健康
予測と適切な運動・食事提案による行
動変容のしくみを提案。

マッチング企業：シルタス㈱

食事管理アプリ「SIRU+」の活用により、
買い物結果を自動で記録し、栄養状態
の把握と最適な食材・レシピ提案を行う
ことで、健康的な食生活の実現を提案。

マッチング企業：㈱ジャパンヘルスケア

足の健康診断サービスとその結果に基
づいたカスタムインソールの提供により、
要介護リスクの減少と健康意識の向上
を提案。

ほか2社（歯っぴー㈱、サンド ディー・アイ・ジー㈱）とマッチング

マッチング企業：㈱トラヴォス

LINEを活用した対話型
チャットボットサービスにより、
肩こり・腰痛改善、転倒予
防のセルフケアプログラムを
提案。

マッチング企業：歯っぴー㈱

AI画像処理技術を活用
したお口の健康検査によ
り、口腔ケア意識の向上
を提案。

マッチング企業：㈱べスプラ

脳と体の健康維持アプリと
健康ポイントサービスを提
供。自治体の費用負担に
頼らない持続可能な健康
セルフケアの仕組みを提案。

ひとり暮らし高齢者が
安心して暮らせるまちを目指して

～地域の力とICTで高齢者のいきがいを支える～

マッチング企業：

サンド ディー・アイ・ジー㈱

「街歩きを楽しむ」というエンタメとヘルスケア
を組み合せた健康づくりサービスにより、運
動の習慣化を提案。
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島田市×㈱MJI
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予防

令和3年度「ガバメントピッチ」で組成した実証案①

見守り会話ロボット「タピア」により
独居高齢者のコミュニケーションを促進

◆地域課題・ニーズ

特に、山間地域における独居高齢者は、近隣住民等との交流機会が少ない。ス
マホやタブレットなどを用いて自宅に居ながら他者や居場所とつながり、交流を促進で
きるソリューションを探索。

◆実証概要

• 独居高齢者等の自宅にタピアを配置し、デジタルデバイスへの親和性を検証。

• 家族や通いの場等との交流の場を構築し、既存の見守り関連事業ではアプローチでき
ていない、コミュニケーションの促進や高齢者の外出促進を図る。

• コミュニケーションの促進に加え、タピアの健康チェック機能を活用し、高齢者の健康状
態を見守る仕組みを構築する。

島田市（静岡県）

市内の約13.8％が独居高齢者。特に山間部は
人口密度が低く、独居の高齢者も多い。市の
介護予防体操「しまトレ」等、予防の取組み
も実施。

㈱MJI（東京都港区）

見守りに特化したコミュニケーションロボット「タピア」
を開発。ロボットとスマホアプリを連携させることによ
り、ロボットとスマホ間でビデオ通話や見守りができ
る。

健康チェック
指定の時間にタピアから体調
に関して質問が来る。結果は
専用アプリにリアルタイムに反映。

見守り会話ロボット「タピア」の機能

独居高齢者 島田市家族

見守り会話
ロボット「タピア」

お知らせ配信
島田市の案内を発信すること
で外出の促しを支援。外部と
の繋がりを構築する。

市民センターで簡単に
できる体操の時間があ
るよ！行ってみようよ！

ビデオ通話
タピアとのビデオ通話で他者と
の会話、外出するきっかけを創
出。

三島市×サンドディー・アイ・ジー㈱ 予防

サンドディー・アイ・ジー㈱（東京都港区）

コンテンツ・マーケティングの設計・運用をサポート。
また、チャットボット、LINEログイン、コンテンツシェ
ア機能を備えたLINE運用ツール
「COMAKI」を開発、提供。

三島市（静岡県）

デジタルファーストを掲げた「スマート市役所」宣言
や健幸街づくりプロジェクト「スマートウェルネスみし
ま」に取り組む。通いの場は
市内180か所・5,300人の
高齢者が参加。

◆地域課題・ニーズ

お元気シニア（要介護認定を受けていない自立高齢者）の89.5％が参加する
「通いの場」がコロナ禍の活動減少で継続の危機。ICT活用で通いの場の活性化を
図るべくスマホやタブレットを利用した「高齢者のコミュニケーションの仕組み」を探索。

◆実証概要

LINE上で市・通いの場・高齢者の3者が
つながるしくみを構築。トークルーム内での
コミュニケーション促進をはじめ、体操動画の
掲載、BMIや健康チェックの実施、健康
トピックや市からの情報発信等を行う。

LINEを活用したコミュニケーションのしくみ
によるシニアの生きがいづくり支援

「三島市スマホ・タブレットキャラバン隊」の
協力により取組を推進！
これまでも通いの場でLINE講座等を実施。

ケア
（生活支援）



令和3年度「ガバメントピッチ」で組成した実証案②

松本市×ベンチャー4社

4

予防

◆地域課題・ニーズ

高齢化の進展や糖尿病罹患者の増加により、生活習慣病をはじめとした医療費
の増大が課題。健康無関心層が無理なく行動変容し、習慣化できる仕組みを探索。

◆実証概要

1万人の健康無関心層の行動変容に向けた
ベンチャー4社との連携事業

松本市（長野県）

市の助成金事業を活用し、地域企業との連携によるヘルスケアサービス
の実用化を支援。
また、「松本ヘルス・ラボ」における企業へのテストフィールド提供等を検討。

ベンチャー4社との連携を検討

シルタス㈱

市内スーパーと連携し、食事管理アプリ
「SIRU+」の活用による意識変化・行動
変容を促す実証実験を行う。

㈱ジャパンヘルスケア

助成金
活用事業

歯っぴー㈱ サンドディー・アイ・ジー㈱

一番簡単な
食事管理アプリ

✓ 購買データと自動連携

✓ 買い物から栄養分析し
最適な商品を提案

市内高齢者施設との連携により、足の健康
診断に基づいた硬性カスタムインソールを提
供し、転倒リスク低減効果等の検証を行う。

松本ヘルス・
ラボ事業

松本ヘルス・ラボのモニター調査事業として、
AI画像処理技術を活用した口腔ケアの実
証と血糖値（糖尿病）への影響を検証。

松本ヘルス・ラボの健康増進事業として、
会員向けにLINEを活用したロゲイニング
サービスを試行。商圏誘客を目的とした
コース制作で地域経済の活性化も目指す。

さいたま市×ベンチャー3社 予防

都市OSを介したデータの利活用で住民の健康意識を向上

◆地域課題・ニーズ

健康無関心層が大半を占める❝団塊ジュニア世代❞の人口比率が多く、20年後
には社会保障費の急増が予測。食事や運動、購買等で個人の特性に応じた提
案が可能なアプリなど、データを利活用しながら健康意識を高めるような行動変容
プログラムを探索。

◆実証概要

都市OSを活用し、肩・腰、脳や歯等に特化して取り組む企業のデータを連携さ
せることで、住民の健康意識の向上を図るべく、それぞれのサービスの高度化と質の
高いサービスの提供を目指す。

さいたま市（埼玉県）

団塊ジュニア世代が最も
多く、２0年後の高齢化
率は32.4％を占める。
「共通ＰＦさいたま版」
により、情報を利活用し
て、パーソナライズされ
たサービスの提供に取り
組む。

認知機能・食事・運動に
関するデータ肩・腰に関するデータ 歯に関するデータ

・各社提供サービスを高度化
・住民へ質の高いサービスを提供

さいたま市理想都市の縮図
“美園地区”をフィールドとして、
各企業が実証。

都市OS
共通プラットフォーム

さいたま版

LINEを活用し、対話型チャット
ボットサービス 「se･ca･ide」 を
展開。肩こり・腰痛改善、転倒
予防に繋がるプログラムを提供。

㈱トラヴォス ㈱べスプラ 歯っぴー㈱

認知症予防に向けた脳の健康
アプリ「脳にいいアプリ」を開発。
脳科学に基づいた運動、食事、
脳トレで脳の可塑化・活性化を
促進。

着色剤を使わずに口腔細菌を
検出するDental Lightを開発。
また、専門医の眼をAI画像処
理で再現し、口腔の健康に寄
与。



岩手県岩泉町×㈱医針盤
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予防

令和3年度「ガバメントピッチ」で組成した実証案③

ウィズウェルネスにより町民の健康をアシスト、
健康増進・行動変容を促進

岩泉町（岩手県）

昭和６１年に『健康の町』を宣言、平成16年
度から食や運動から始める健康を促す『まめ
まめ・もりもりネットワーク事業』を開始す
るなど、健康づくりの取り組みを実施。

㈱医針盤（東京都新宿区）

個人の健康促進とクリニックの業務支援およびそ
の双方がつながるサービスとして、ウィズウェルネスと
医‘sアシストを提供。医師の指導の下でこれらを
連携させることで、医療の場における検査結果の
さらなる活用をサポート。

◆地域課題・ニーズ

肥満者の割合や血圧リスクの保有者が国や岩手県内と比較しても高くなっており、
脳血管疾患死亡率は全国で2位。アプリ等を活用して、町民が自身の健康状態を
把握し、一人ひとりの状態に応じた運動や食事の提案とその実践・定着の伴走支援
を行う仕組みを構築する必要がある。

◆実証概要

町内企業の従業員をターゲットに、ウィズウェルネスを活用してもらうことで行動変容
を図る。ウィズウェルネスでは、健康診断結果のAI解析による健康予測やポイント機
能、コラムの紹介等により、楽しみながら健康活動を行える仕組みを提供。

バイタルデータ管理 AI健康予測


