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はじめに

Society5.0 - 目指すべき未来社会として内閣府により提示されたこのヴィジョン
では、高度な未来の技術を生かした人間中心の社会が描かれています。

― 先端技術やイノベーションにより、誰もが質の高い生活を享受できる社会 ―

裾野市ではこのヴィジョンに賛同するとともに、その実現に向けた基盤となる、いわ
ゆる"都市OS"について基本的な考え方をとりまとめました。
今後、国や地方公共団体といった行政、また産業界や学術界といった民間を含め
た垣根を超えた枠組みで議論を進め、詳細を設計・開発し、Society5.0時代の
国際標準となるプラットフォームを目指したいと考えています。
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目指す未来

全ての人がそれと意識せずに、高い技術からもたらされる利便性や快適性の恩恵
を受けられるような社会の仕組み、例えば…

・ショッピングや通販・オークションなど、あらゆるお買い物がスマホから、事前登
録なしでいつでも・どこでも・誰でもできる時代に！

・居酒屋や回転ずしの注文端末やカラオケ端末など、全部スマホでのご利用とお
支払いまでできるように！

・旅先で目的地を指定すれば、自動運転タクシーがやってきてその後の乗り継ぎま
で全部ご案内。行きたいスポットやおすすめのお店などコースも自由自在！！

・面倒くさい引っ越しの手続きや行政の届出、証明書の発行が、自宅やスマホから
全部一度に可能に！

・あれ？いつの間にか電気料金安くなってる…通信料も！？未来の最適化技術があ
なたの暮らしをサポート！！
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目指す未来

①だれでも・どこでも・簡単に

②自由・平等に最適なモノやサービスを選べ

③透明で分かりやすい決済の仕組みと

④データの分析と最適化で未来のあり方を変える

↓

都市OSと呼ばれる新しい仕組みを公共インフラとして構築

誰もがサービスを利用・提供可能に
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Society5.0の実現と裾野市の課題解決を両立する
裾野市が目指すデータプラットフォームのカタチ

SHOeS
Society and Human Oriented evolutionary Systems

“社会”と“人間”に根差した最適な未来の仕組みを目指した進化し続けるシステム
シ ュ ー ズ
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裾野市が構築するデータプラットフォーム

・すべての情報・サービスを標準化・デジタル化し、データプラットフォームで統合
・AI等を利用してマッチング・最適化

基本コンセプト

SDGsにも謳われる持続可能な社会の実現
⇒未来の理想の社会を実現するための国際標準となる社会基盤を構築する

意義・目的



SHOeSプラットフォームの概要

全てのサービスをDX※１し、一気通貫に提供
ー本人認証・決済システムの確立
－民間サービス・行政サービスをプラットフォーム上で提供、携帯端末などで利用可能に
ープラットフォームのデータは個人情報の部分を除き、公共データ・統計データとして利用

可能に

住民目線
－社会を支える行政の仕組みも高度に統合し、国・都道府県・市区町村の垣根を超えて、

住民目線でシンプルに再構築

最適化・標準化
－データ、サービス、API※２等を標準化し、拡張と進化を続けるシステムに
－AIの利用・ビッグデータの蓄積により、持続可能な社会の構築に向けた解析と最適化を

実現し、リアルタイムのデータに対して即時の判断・対応を目指す
－交通・物流・配送を含めたモビリティを利用者目線で最適化
－エネルギーの効率化・脱炭素社会の実現に向けた仕組みを構築し、人類活動の基盤に
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※１ デジタルトランスフォーメーションの略。データとデジタル技術を活用して、業務そのものや組織風土を変革すること
※２ アプリケーション・プログラミング・インターフェイスの頭文字。アプリケーションの機能を第三者と共有するための窓口部分のこと



SHOeSプラットフォームの構成
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インターネット上にPFを構築し、３つのコアシステムによりアクセス権とセキュリティを確保



SHOeSプラットフォーム構成要件
サービスの標準化・デジタル化（DX）
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① 物品の取引・管理・配送サービス

・商品をデジタル化

（商品の基本情報・価格・位置・配送規格の情報）

・在庫管理のデジタル化・最適化

（商品種別・個数・回転率・在庫空間定義）

・配送サービスをデジタル化・標準化

（配送手段の規格化・荷物の規格化・受け渡し方法の規格化）

・ＱＲコード等を使った流通過程の商品の管理

・商品の購入・配送・決済をAIによるマッチング等で最適化

↓

求めるモノが最適・最速で手に入る仕組みを構築



SHOeSプラットフォーム構成要件
サービスの標準化・デジタル化（DX）
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② 交通・移動サービス

・交通手段や駐車サービスのデジタル化

（種別・ルート・時刻表・想定金額など － GTFS等にも準拠）

・移動サービスの効率・スピード・価格などによる最適化

・都市交通システムや自動運転の実装を想定したインフラとの連携

・広域移動・地域内移動・配送との融合

・観光・旅行でおすすめのコースや好みに合わせた移動の提案

・シェアリングやパーク＆ライドを実践できるシステムの構築

・持続可能な交通システムを検証

↓

未来を見据えた交通・移動サービスの実現



SHOeSプラットフォーム構成要件
サービスの標準化・デジタル化（DX）
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③ エネルギー・資源管理サービス

・エネルギーの種類に応じたサービスのデジタル化

（種類・エネルギー量・位置情報・価格など）

・スマートグリッドやxEMSとの連携

・循環利用を想定した水資源の活用・管理

・水素の効率的な精製・管理

・森林資源の活用を目指す仕組みの導入

・脱炭素社会へ向けた研究の基盤に

・エネルギー消費量ベースで社会のあり方を検証

↓

エネルギーと資源の循環・有効活用を目指す地域循環共生圏の実現



SHOeSプラットフォーム構成要件
サービスの標準化・デジタル化（DX）
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④ 行政サービス

・デジタル手続法の基本原則（デジタルファースト／ワンスオンリー／

コネクテッド・ワンストップ）を実現するシステム構築

・申請／届出のデジタル化

・各種証明書等のデジタル化

・納税／給付／行政会計のデジタル化

・投票のデジタル化

・住民記録や戸籍・税・社会保障などの個人情報をポータルで確認可能に

・行政の持つインフラ情報などをデジタルツインとして構築・公開

↓

国や地方公共団体のシステムを順次プラットフォームに統合



SHOeSプラットフォーム構成要件
個人認証・法人認証システムの確立
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○ サイバー空間上での個人・法人を認証する仕組みを構築

→ 現時点ではマイナンバーカードに組み込まれた電子証明書などが利用
可能

○ 自治体が管理する住民記録などのシステムとの連携（一体化）が必要

○ 匿名でのアクセスは不可能、公的個人認証を利用した高いセキュリティ

○ サービスを提供する側、される側が認証されるので自由な決済が可能に

↓

住民記録・マイナポータルなどをシンプル・高度に統合することで実現可能



SHOeSプラットフォーム構成要件
電子通貨の導入
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○ 通貨の価値を保証する仕組みづくり

→ 現実の通貨で起こることは電子通貨でも起こるため、国レベルの関与に

よって貨幣価値を担保する仕組み（通貨安定策）が必要

○ 海外での展開も見据えた汎用性とセキュリティの実現

○ クラウド（口座）型分散処理やブロックチェーン技術を応用した電子通貨

○ 即時決済・源泉徴収を前提とした、シームレスに利用可能な仕組みづくり

↓

国際的に通用し、通貨の価値を保証できる”デジタル円”の実装を目指す



SHOeSプラットフォーム構成要件
アプリケーション認証基盤の構築
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○ プラットフォーム上で動作するアプリケーション／システムを認証

→ 不正な動作を行うアプリケーションなどを排除する仕組みづくり

○ データへのアクセス権とAPIを定義

○ インターネット空間の中でセキュアなプラットフォームを実現

○ 認証されたアプリケーションはAPIに則り自由に利用可能に

↓

公共の資産といえるデータをセキュアかつ有効に活用できる基盤構築



SHOeSプラットフォーム構築のための論点

①ネット上での本人認証とそれに結び付けられた決済情報により、全てのサービスを
シームレスに利用可能にする決済システムの確立

・サービスの提供者・利用者の公的なデジタル認証基盤の構築（公的個人認証・公
的法人／団体認証）

・それに結び付けた決済情報（決済可能金額など）により電子的決済を可能に
・電子通貨の導入

・電子決済をプラットフォームの基盤サービスとし、その上で自由に民間サービスを
提供できるようにする

・サイトごとのID・PW登録が不要に

・GPSやWi-Fiに載せたkey情報により店舗ごとのサービスメニューを携帯端末で
利用可能に（居酒屋端末・カラオケ端末がスマホで実現）

・行政分野での決済に利用（納税や医療費の精算、手当の受け取りなど）

※即時決済が可能かつ汎用的に利用可能なシステムが必要
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②電子的な個人認証基盤の構築と住民登録関連制度の統一

・戸籍・住民基本台帳・宛名管理・住基ネットワーク・情報連携ネットワーク・公的
個人認証などを高度に統合

・ネットからの行政手続きを実現

・適切なアクセス権を与えることによる証明書類の簡素化・不要化

・紙の証明に変えて電子的な証明書（戸籍謄本・住民票・所得証明など）の発行

・公的個人認証を利用した電子投票の実現

・住民目線で最適な制度のあり方を考えて、それに合わせたシステムの構築と法

制度の見直しを図る

・将来的にすべての市民のアクセス権を管理することも想定し、可能な限りシンプル
な仕組みに

※電子空間上での公的な認証基盤が不可欠
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SHOeSプラットフォーム構築のための論点



③各種の税などを国際的に高度に統一、源泉徴収の標準化

・所得課税（所得税・個人住民税・医療保険の所得割など）
→国際的になじまない税の算定方法や他の分野で収支が完結するべき各種控除の

見直し（医療費控除、生命保険料控除、ふるさと納税など）
→住民基本台帳の世帯に代わる新しい税法上の世帯を定義づけし、扶養関係や医

療制度等の区分判定を厳密化

・消費課税（消費税・燃料関係税・酒税・たばこ税など）
→国際的になじまない税の算定方法や判断が不明確になりうる税制の見直し

・法人課税の統合（法人税・法人地方税・法人事業税など）

・自動車関連税の統合（新たなモビリティ社会に即した税制に）

・資産をＰＦ上に登録し法人諸税や資産課税のベースとすることの義務化

・国際基準を策定し国際的な企業への課税を最適化

・源泉徴収を原則化、公平・公正な課税を目指す

※複雑すぎる税制を住民目線で統合、また国際的に通用する制度として再設計
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SHOeSプラットフォーム構築のための論点



④医療を支える各種制度の統合

・健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療などを統合し、持続可能で公平な医療
制度を実現

・各種検診や母子医療、予防接種、特定疾患等にも対応した医療制度の最適化

・特定疾患や重度医療などの負担（国費負担・地方負担）も一元化・整理

・電子カルテ・レセプトや処方箋などの見直しと保険者や医療機関の連携を再構築

・PHR・検診情報等を活用し、データ分析による最適な治療や予防医療の実現

・レセプト点検などの省力・効率化

・所得課税における医療費控除は廃止し医療制度の中で手当てを行うしくみ作り

※医療制度の全体像を解析可能とし、持続可能性を追求できるように
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SHOeSプラットフォーム構築のための論点



⑤社会保障と福祉の分野（介護・子育て支援・セーフティネットなど）も含めた制度
全体の最適化

・0歳からの子育てデータを一括管理して利用を可能に

・転出入による自治体の壁を越えた利用とアクセスの管理を実施

・様々な給付やサービスの申請を、真にワンストップで実現

・社会保障の分野を横断した行政サービスの確認が可能

⑥世界中の教育現場で利用可能な教育基盤の提供

・学習履歴や成績の一元管理を可能に

・貧困地域や条件不利地域でも利用可能な教育システムの構築・実装

・教育成果の統計的な分析や評価基準の確立

・教える側の効果測定も可能
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SHOeSプラットフォーム構築のための論点



⑦未来を見据えたインフラへの対応

・電気・ガス・水道・通信を含めたインフラもDXにより最適化
→適正な利用料の賦課と利用データの解析によるエネルギー管理

・インフラに係るデジタルツインの構築

・三次元点群データの活用

・社会全体としてのエネルギー効率の追求

⑧ごみ処理・リサイクル

・排出・搬送・分別・焼却・埋立といった一連のごみ処理フローにおける効果的なシ
ステム（リサイクルシステム）の構築

・プラットフォームを利用した社会全体の資源管理の最適化
→人口増加に伴う世界中のゴミ問題解決の一助に
→資源の有効活用と地球にやさしい社会の実現へ
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SHOeSプラットフォーム構築のための論点



⑨モビリティ・交通

・物流/郵便における最適化と公共交通の最適化をAIの利用などにより実現

・物流や小売り事業にも対応した高度な在庫管理システム

・自律型と制御型を高度に統合した自動運転の実現と、それに最適化したITSを構
築し、プラットフォーム上で統合

・自動運転の時代に対応した損害保険・車両保険システム

⑩防災・防犯

・気象データのリアルタイム解析を利用した防災システムの構築・運用

・車載カメラ・街角カメラやセンサーを利用した防犯システムの構築・運用
→ビッグデータ解析により、リアルタイムで判断を下せるAIの開発へ

※その他民間での事例などについては今後検討
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SHOeSプラットフォーム構築のための論点



データ連携基盤としての
SHOeSプラットフォーム

個人にかかる情報
・住民記録関連情報（戸籍や住民基本台帳を統合）
世帯/扶養情報

・資産/登記情報
金融資産情報
不動産情報
車両・船舶など、その他の資産情報

・所得情報/課税・納税情報
・医療情報（PHR）/ 福祉・保険情報
・教育/資格情報
・決済（サービス利用）情報
・個人用データ領域の公的提供

・公的個人認証により本人のみ
がすべての情報を参照可能に
・標準化された項目により比較が
容易
・統計情報としての活用
・将来的には確定申告不要で
自動的に納付/還付も可能
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データ連携基盤としての
SHOeSプラットフォーム

法人・団体等にかかる情報
・登記情報
・資産/登記情報
金融資産情報
不動産情報
償却資産情報
車両・船舶など、その他の資産情報

・会計情報
・資格情報
・人事情報
・課税/納税情報
・決済（サービス利用）情報
・法人/団体用データ領域の公的提供

・公的法人認証により本人のみ
がすべての情報を参照可能に
・標準化された項目により比較が
容易
・統計情報としての活用
・国際会計基準に準拠
・PF上にデータが揃えば、その
まま法人の決算が可能に
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データ連携基盤としての
SHOeSプラットフォーム

その他の情報
・気象
・環境
・地図/地形
・３次元点群データ
・都市計画
・道路/橋梁/建築物
・交通/防災/消防/警察
・公共施設
・人流・物流データ
・金融データ
・イベント

・・・・・・・・・・

・オープンデータは”社会の資産”
として自由に利用可能
・データを標準化することにより
比較を容易に
・統計情報としての活用
・各種情報を統合して
“デジタルツイン”を構築
・いわゆる”情報銀行”を実現
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SHOeSプラットフォーム 基本理念
１ 未来の社会・人間のための最適な進化し続けるシステムの構築

とSociety5.0の実現

２ 現在の法律にとらわれず国際標準を目指した、高度でありながら
シンプルな仕組みづくり

3 データ分析によりサービスやエネルギーの効率化を実施、
分野別の解析で持続可能な未来の制度設計を実現

４ リアルタイムデータとAIによる都市運営の実装

5 プラットフォームの基盤は公共インフラとして運営し、接続する
個別のシステムなどはサービスの提供者が自由に開発・運営

６ プラットフォーム上のデータは“社会の資産”
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まとめ

この構想案は行政側の視点から作られています。
当市では行財政構造改革を進めているところですが、持続可能な未来を目指す上では行政

の抜本的な改革が必要だと痛切に感じています。

増加する行政コストを削減することは、持続可能な社会の実現に向けて急務となります。
行政コストを削減することは結果的に税負担の軽減につながり、社会全体のコストを下げる

ことに直接つながります。 将来的には、すべての行政システムがこのプラットフォームの中に
統合されることも想定しています。

この構想案の詳細な検討については、様々な知恵を集め、オープンな議論の中で行うべきも
のであると考えています。具体的な記載が薄い分野や民間での活用についても議論の中で付
け加えていければと考えています。
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未来に向けて

"社会"というのは、人類が文明を発達させると同時に進化してきましたが、その根源は"人と
人との助け合い"であり、"役割分担"が基本的な考え方となります。

あなたの会社は、社会の中でどんな役割を担っていますか？
その中で、あなたはどんな仕事をしていますか？
未来の社会における役割分担とはどういったものになるでしょう？

プラットフォームの仕様を一つ一つ決めていくことは、未来の我々の役割分担を決めていくこ
とに繋がり、それは未来の社会をデザインすることと同義です。

Society and Human Oriented evolutionary Systems

このプラットフォームの仮称には、そんな想いが込められています。

裾野市は、このSHOeSプラットフォームの構想と未来の社会について一緒に考え、築き上げ
ていける"仲間"を求めています。一つの地方自治体だけで実現することは不可能です。
Society5.0の未来社会を目指し、この新しい靴とともに踏み出して欲しいと考えています。

その先にある、来たるべき人類の革新を見据えて －
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全ての人の足元に…
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