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自己紹介



1974年   群馬県桐生市生まれ。

1998年　 NTT入社。

2011年   起業

2013年   3Dプリンタメーカー アビー株式会社 取締役に就任。

　　　　　    桐生でNPO法人キッズバレイ創業 副代表理事に就任。

2016年   株式会社スペースマーケットに参画。

2017年   内閣官房シェアリングエコノミー伝道師

　　　　      総務省地域情報化アドバイザー

　　　  　    総務省地方公共団体のシェアリングエコノミー活用に

              係るタスクフォース委員

プロフィール



NTT東日本

2001年から2年間フレッツ光のローンチプロジェクト参画
⇨当時の名称はBフレッツ

2008年にフレッツのエリアカバー率が95%を超え、
黒字化を達成。



3Dプリンタメーカー　アビー

2012年秋
神保町の三省堂書店で
クリスアンダーソンの
「MAKERS」に出会う

2013年7月
日本初の量産型パーソナル
3Dプリンタ「SCOOVO」を
企画開発



	
	
	
	
	
	
	

 群馬県桐生市　NPO法人キッズバレイ

「若者・子育て世代の仕事と暮らしを支援する。」

⇨仕事を創る。創業支援。
　群馬ベンチャーサミット開催。

⇨宇宙ベンチャー。地域に未来の
　成長産業を創る。

⇨クラウドソーシングによる仕事
  の再分配活用。雇用の創出。

⇨スペースシェアによる地域の
　遊休資産活用。魅力を全国へPR

⇨地域のキャッシュレス化推進。
　観光インフラ整備。

2013.8

2014.10

2014.5
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2016.3

シェアリングエコノミー



次世代のインフラを作りたい！
ビジネスを通じて公益に貢献したい！

シェアリングエコノミー

スペースマーケット



シェアリングシティ統括ディレクター
内閣官房シェアリングエコノミー伝道師
総務省地域情報化アドバイザー

シェアリングエコノミー協会



主な伝道師派遣実績

2017年8月3日 
岩手シェアリングエコノミー推進協議会＠盛岡
　

2017年9月3日 静岡県袋井市市役所
　

2017年9月10日 滋賀県大津市　
　

2018年2月14日 中国総合通信局＠広島　
　



主なメディア掲載実績

事業構想 2017年7月号

TURNS 2017年12月号 

ていくおふ 2018年149号 



2017年10月～　シェアリングエコノミータスクフォース開始

2018年4月〜　  シェアリングエコノミー活用推進事業開始

シェアリングエコノミー活用推進事業①

○ 地域経済の好循環の更なる拡大に向け、シェアリングエコノミーを活用して、地域の社会課題解決

や新たな生活産業の実証・実装による地域経済の活性化を図るため、地方公共団体による次の取組

等をモデル的に支援。

・ 地域の社会課題解決のためにシェアリングエコノミーを活用するスキームの検討・開発。

・ シェアリングエコノミー活用に当たっての課題（利用者の不安の声やサービスの提供者不足等）

を解決し、活用を促進するための方策の検討。

対象団体

都道府県・市区町村

①低未利用スペースの活用 ②地域の足の確保

③子育てなど女性活躍支援 ④地域人材の活用

1000万円を上限

取り組む地域課題のニーズ分析を行ったうえで、持続可能性
の観点から、シェアリングエコノミー以外の他の手法による
サービス提供と比較しつつ、モデル事業を実施。
その成果分析を行うことにより、以下の面を明らかにし、

他の地方公共団体への横展開を目指す。

①下記の局面における地方公共団体の果たす役割
・サービスの提供面
・サービスの利用面
・提供者と利用者のマッチング面

②持続可能なスキームとするための、プラットフォーマー、
サービス提供者、サービス利用者、地方公共団体間の
適正な役割分担、費用負担

③安全面・制度面等で配慮する事項

④他の支援制度との連携

人口規模などの地域性を考慮しつつ、15団体程度

＜モデル事業実施の方向性＞

モデル事業の実施団体の進捗状況を定期的に把握する。

対象分野

上限額

参加団体

事業内容

その他

H30当初予算案 1.0億円

総務省地方公共団体のシェアリングエコノミー活用に係るタスクフォース委員



①株式会社スペースマーケット　公共政策担当　
⇨シェアリングエコノミー事業者

②一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局
　シェアリングシティ統括ディレクター
⇨シェアリングエコノミーの普及促進

③内閣官房シェアリングエコノミー伝道師
④総務省地域情報化アドバイザー
⇨シェアエコ活用で少子高齢化による諸課題を解決する

⑤NPO法人キッズバレイ　副代表理事（2018年3月まで）
⇨シェアエコを活用した地域活性化の担い手

現在⇨３つの組織・５つの役割



１.シェアリングエコノミー概論と社会的文脈

２．政府の取り組みと狙い

３.地域の具体的事例

４.シェアリングエコノミー地域活性化の可能性
　 と課題

 本日の説明の流れ



シェアリングエコノミー概論

ー持続可能型の新しい社会の実現ー



シェアリングエコノミーとは？



シェアリングエコノミーとは？

シェアリングエコノミー（共有経済）

場所・乗り物・モノ・人・スキル・お金を
インターネット上のプラットフォームを介して
個人間でシェア（貸借や売買や提供）をしていく

新しい経済の動き

プラットフ
ォーマー

ゲスト ホスト
貸借・売買

手数料

すでにあるものを使う！！

所有から利用へ

米国ではオンデマンドエコノミーとも言われる。



シェアリングエコノミーの立ち上がってきた経緯

インターネットを介して発
生してきた他人同士での繋
がり、信頼感、安心。
レーティングシステム。

スマート
フォン

ソーシャル
メディア

スペース・モノ・ヒト・カネ
など有形・無形のものが、ス
マホを通じてリアルタイムに
つながる。
位置情報・決済システム。



シェアリングエコノミーの領域と市場規模
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代表的なシェアサービス



株式会社スペースマーケット 空間

Company		 Category	

世界中のあらゆるスペースをシェアして、新たなパーティ＆イベント＆MICEシーンを創造する

明治座 横須賀市・猿島

古民家asagoro 道往寺

OPEN銭湯

川崎廃墟ビル



軒先株式会社 空間

Company		 Category	

軒先パーキングは、社会問題を解決する新たな駐車場のシェアシステムです。
お目当ての施設の駐車場は大混雑、道路も大渋滞。一方で近隣の月極駐車場や住宅の駐車場
は空いている・・・そんな世の中のミスマッチを解決し、お出かけする方も、駐車場のオー
ナーも、近隣の方もみんながハッピーになれるのが軒先パーキングです。



Airbnb Japan株式会社 空間

Company		 Category	

“日本ならではの一風変わった民泊＆体験を提供



株式会社シェアウィング 空間

Company		 Category	

“お寺が場所を提供し、宿坊＋体験プログラムを販売

鎌倉・円覚寺内　龍隠庵
大きな観光寺内の落ち着いた

こじんまりとした庵

お寺ステイで提供できるサービス
■ホームステイ（民泊）　■ショートステイ（体験）　■スペースレンタル

【設備】シャワー1台、お茶と座禅可能、住職在住（別棟）

14：00　お寺にチェックイン・住職にご挨拶
　　　　 フリータイム（観光など）

18：00　夕食（オプションで食事用意も）

22：00　就寝

お寺での滞在、日本文化を体験し、住職らと交流。

感動と感謝の気持ち「ありがとう」を世界に広げる。

  5：30　起床（住職に起こしていただく）
  6：00　座禅・読経・掃除など（住職と）
  7：00　朝ごはん（住職お手製おかゆ）
  8：00　フリータイム

10：00　チェックアウト



ラクサス・
テクノロジーズ株式会社

モノ

Company		 Category	

“高級ブランドバッグ使い放題のファッションシェアリング
憧れのバッグが使い放題。ラクサスなら１８,０００種類ものバッグがカンタン使い放題！ 



株式会社マクアケ お金

Company		 Category	

“国内No.1のクラウドファンディングサイト.
「新たなチャレンジを応援しよう。」世の中を良くする新しいチャレンジが毎日続々と登場。



株式会社notteco 移動

Company		 Category	

「行ってみたいを叶える」「行きたいと出会える」相乗り相手が見つかる国内 大ライド
シェアサービス「notteco」
「安く移動したい人」と「ガソリン代などの実費を節約したいドライバー」をつなげる日本
大の相乗りマッチング・サービス



株式会社ディー・エヌ・エー 移動

Company		 Category	

「乗ってみたい」に出会えるカーシェアリングサービス



UBER JAPAN株式会社 移動

Company		 Category	

“お腹が空いたらスマホをタップして食事を楽しむだけ



スキル（体験）

Company		 Category	

TABICAは、地域の暮らしを体験できるマルシェ

株式会社ガイアックス



スキル（料理）

Company		 Category	

外国人が教えるー日ホームステイの様な、新しい料理教室のカタチ。

株式会社Tadaku



スキル（通訳ガイド）

Company		 Category	

「世界中の人たちを友だちに」　外国人旅行者の方々を「友だちをもてなすように」ガイドす
る、まったく新しいソーシャル・ガイドマッチングサービスです。 

株式会社Huber.



スキル（子育て）

Company		 Category	

1時間1,000円～即日手配も可能なオンラインベビーシッターサービスです。

株式会社キッズライン



スキル（家事代行）

Company		 Category	

「あなたにぴったりのハウスキーパーを探そう。」
掃除から料理､チャイルドケアまで､ 業界 安値水準で安心安全の家事代行。

株式会社タスカジ



シェアリングエコノミー
が期待されている社会的文脈



シェアリングエコノミーが期待される社会的文脈

1.  1億総活躍社会・働き方改革
遊休人的資産を再活用。

個人間の経済行為をサポートし、いち個人を“生産者”として輩出します。

2.  真の観光立国実現
シェアリングエコノミーによる訪日インバウンド効果の促進。

「テーマや価値観」をベースとしたサービスの日本文化交流を提供します。

3.  地方創生（自治体経営）
子育てから介護、産業振興、観光振興、様々な行政課題を自治体の財政支出を抑え

公助から共助へのシフトを実現します

　日本経済を活性化する、シェアリングエコノミー

 シェアリングエコノミーが、どのように日本経済を活性化させられるかについ
て、政府が掲げる以下3テーマに貢献します。



1億総活躍社会・働き方改革



働き方・雇用構造のイメージ図
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シェアリングエコノミーの個人の収入事例

クラウドソーシング

60代専業主婦（首都圏在住）
● 仕事実績　196件
● 評価　4.9（5点満点）
● 主な仕事

○ 掃除

○ 子ども預かり
○ 料理代行

月収例　約100,000円

駐車場のシェア

東京スカイツリー周辺

● 平均稼働率80〜90％

● 1日1,200円〜2,800

円の売上

月収例　約50,000円

空間のシェア

 自宅の居住スペース
● 代々木
● 自宅を自分が会社に
　行っている時間だけ
　貸し出す。

月収例　約500,000円

高額所得の事例

クラウドソーシング

1位：翻訳家（30代女性・東京都）
　　　年収2,496万円
2位：Webエンジニア（男性）

　　　年収1,462万円
3位：Webエンジニア（女性・東京都）

　　　年収954万円
4位：Webエンジニア（30代男性・北海道）

　　　年収888万円
5位：Webエンジニア（40代男性・千葉県）

　　　年収698万円



空間・遊休施設のシェア 民家の駐車場スペースの
シェア

家主居住型ホームシェア（民泊）地方ならではのローカルな
個人のガイド・ツアー企画

お城のシェア 

廃校のシェア キッチンカーの 
スペース 

農家による 
農業体験 

ニッチな町歩き 

阿波踊りの 
イベント民泊 

人気スポット 
近くの駐車場 

酒蔵リノベ民泊 



地方ならではのローカルな
個人のガイド・ツアー企画

地域のママの 
子どもの預かりあい 

不動産特化型
クラウドファウンディング

地域の困りごと助け合い
マッチング

飛騨高山 
善光寺 

宿泊・体験	



個人主体型の経済活動による

　地方の高齢者や子育て女性・障害者など誰もが「稼げる」機会の創出

地方に存在している魅力や資源を掘り起こす

 

    

2.        

　　個人が供給者になれる 個人の社会参画革命

従来
（BtoC、GtoC）

供給者 受給者

一方通行

シェアリングエコノミー
（CtoC）

供給者 受給者

双方向
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2.        地域にいながら好きな時間に好きな場所で仕事ができる、

生きがいを見つけられ続ける



渋谷代々木公園　「Parkside Place」

外資系コンサルティング会社勤務のサラリーマンが住んでいるマンション。
会社に言っている間をシェアして、月50万円の収益化。



働き方・雇用・ライフタイルの整理

• 個人として、選択肢や自由度が増える
• 複業・副収入の増加。

• アルバイトや社員の採用媒体や就職の検討のように、シェアリングエコ

ノミーとしてのホスト募集が、一般に広がっていく。

• やりがいがあり人間らしくローコストな生活に移っ
  ていく

• システム化された中で、自分の看板で戦う・自分の責任で判断する・自

分の労働時間で働く → 自分らしく生きていられる。

• 過度に所有・消費をしないライフスタイルを志向する。



真の観光立国実現



Airbnb Japan株式会社 空間

Company		 Category	

世界 大の民泊サービス“日本ならではの一風変わった民泊＆体験を提供



×	 徳島阿波踊りでの民泊活用事例

ソーシャルイノベーション部
シェアリングエコノミー協会特別会員
シェアリングシティ推進パートナー

阿波踊り　イベント民泊事務局を受託



徳島阿波踊り　提供物件事例①



徳島阿波踊り　提供物件事例②



徳島阿波踊り　民泊当日の様子



株式会社シェアウィング 空間

Company		 Category	

“お寺が場所を提供し、宿坊＋体験プログラムを提供
外国人・若い日本人に、お寺や神社で立ち止まり、滞在する感動体験を企画・提供し 「ありがとう」の
輪を社寺から広げていくことを目指しています。 



宿泊だけを目的とする宿坊ではなく、日本文化を体感し、そ
の場でしかできない体験や交 流を通じ感動と感謝の気持ちを
得ることができる“草の根民間外交の場”を作っています

お寺は日本が誇る文化資産



“Less is more” (少ないほど、豊かである)をテーマとし、
体と心をきれいにするセルフ クレンズを行える社寺を増やす。
セルフクレンズ体験を企画・開発しています。

宿泊だけではなく、お寺ならではの体験を提供



岐阜県高山市　高山善光寺



高山善光寺　シェア経済サミット登壇者　宿泊体験



群馬県高崎市　瀧澤禅寺 



瀧澤禅寺　世界各国からの宿泊者 



株式会社スペースマーケット 空間

Company		 Category	

世界中のあらゆるスペースをシェアして、新たなパーティ＆イベント＆MICEシーンを創造する

明治座 横須賀市・猿島

古民家asagoro 道往寺

OPEN銭湯

川崎廃墟ビル



横須賀市 猿島 











島原城/四名荘/旧市役所庁舎を撮影スペースとして開放



島原城敷地内でグランピング



島原城敷地内でグランピング（夜）



地方創生（自治体経営）



シェアリングエコノミーを活用した地域の社会課題解決や新しい生活産業の

実装による地域経済の活性化のため、シェアリングエコノミー伝道師の

地方公共団体派遣や、民間事業者と地方公共団体をマッチングする仕組み

の本年度中の整備等を進め、大都市圏や地方中核都市、 過疎地域等の異なる

課題を抱える地方公共団体ごとに、モデルとなるシェアリングエコノミー

活用の事例を本年度中に少なくとも 30地域で創出することを目指す。

また、抽出されたベストプラクティスを本 年度中目途に取りまとめ、幅広い

地方公共団体への横展開・普及啓発を進める。 

KPI：シェアリングエコノミー活用地方公共団体の
　　 事例を平成29年度中に少なくとも30地域で
　　 創出する。

《以下、シェアリングエコノミー施策　抜粋》

成長戦略(未来投資戦略2017）：2017年6月9日閣議決定



シェアリングシティの考え方 

公助を共助で補完して地域の課題を解決する。

　世界に先駆けて本格的な人口減少社会に突入している日本社会

は、地方自治体の少子高齢化や人口減少、財政難など、さまざま

な問題を抱えており、持続可能な社会の実現に向けて新たな仕組

みが求められています。今ある問題をすべて公共サービスで解決

するにはリソースが足りません。

　そこで、「シェア」という概念を導入することによって、公助

を、「共助」で補完し、サステナブルな自治体を実現しようとす

る試みのことを”シェアリングシティ”と呼んでいます。ソウル

市やアムステルダムなど海外で多くの取り組みが先行しています。



自治体の課題と対応するシェアリングサービス

行政サービス

ジャンル
解決したい課題 シェアリングサービス例

1.雇用創出 若者、女性に向けた地域での新しい仕事づくり ・クラウドワークス（クラウドソーシング）

・ランサーズ（クラウドソーシング）

・ココナラ（知識・スキル・経験を500円で売買）

2.男女共同参画 女性が働きやすい環境づくり ・エニタイムズ（日常のスキルシェア）

・タスカジ（家事代行/家政婦マッチング）

3.社会福祉 子育てしやすい環境づくり ・アズママ（送迎・託児の安心頼り合い）

・キッズライン（ベビーシッターマッチング）

4.公共交通 ①過疎地域での代替公共交通手段の創出

②観光客向けの新たな移動手段の創出

・Uber（配車アプリ）・COGICOGI（シェアサイクル）

・notteco（長距離ライドシェア）

・シェアのり（個人間カーシェアリング）

5.観光振興 宿泊施設需要の取り込みによる観光業の活性化 ・airbnb（民泊）

・スペースマーケット（民泊）

・homeaway（民泊）

観光ガイド、観光体験プログラムによる観光業の活性化 ・tabica（着地型日帰り観光体験）

・Huber（訪日外国人旅行者向け ガイドマッチング）

・tadaku（外国人が教える家庭料理教室）

6.公的不動産活用 自治体が保有する低未利用施設の利活用による稼ぐ公共施設への転換 ・スペースマーケット（有休スペースのシェア）

・軒先（有休スペースや駐車場の一時シェア）

・トメレタ（シェア駐車場）
7.民間資産活用 空き家、空き店舗、空きビル等の利活用による民間不動産の活性化

8.教育 生涯教育 ・ストリートアカデミー（学びのマーケットプレイス）

9.農林水産 農林水産資源を活かしたグリーンツーリズムの開発 ・tabica（着地型日帰り観光体験）

10.災害対策 災害時の緊急支援サポートの開発 ・シェア系各社

皆が活用していなかった資源を有効に活用し、負担となる公共サービスの一部を民間の仕組み

によって補うことによって、自治体の財政的負担を軽減していきます。



2017年11月8日　シェア経済サミット　シェアリングシティ第一号認定式を開催



シェアリングシティ第一号認定　15自治体



シェアリングシティ認定　15自治体 具体的な取組内容①



シェアリングシティ認定　15自治体 具体的な取組内容②



シェアリングシティ認定　15自治体 具体的な取組内容③



シェア・ニッポン100：3月20日内閣官房が発表



シェア・ニッポン100：全国37の事例が創出



『骨太方針2018』『未来投資戦略2018』2018年6月9日閣議決定



世界のシェアリングシティ



全市民がシェアリングサービス
を活用できるようにするため、
政府がインフラ整備やスタート
アップ企業へ積極的に資金投資
を行っている。
今日のシェアの波は、政府が中
心になってつくったもの。

世界中に広がるシェアリングシティ

行政主導型

ソウル

民間主導型

アムステルダム

政府も関わっているものの、民
間主導型で立ち上がったシェア
リングシティ。

さまざまな機関・企業・団体か
ら集まった”アンバサダ
ー”が、相互に連携しながらシ
ェア文化を促進している。

MITの書籍「Sharing Cites」では、ソウル、 アムステルダム、サ
ンフランシスコ、コペンハーゲン、メデジン(コロンビア)、 バン
ガロールの6都市を取り上げ、シェアすることで価値観や社会規範
にどう影響し、市民参加や政治活動をどのように推進するか紹
介。シェアリングエコノミーがそこに暮らす人々にとって新しい
経済の潮流となり、シェアリングシティの発展は、世界中のライ
フスタイルを変化させるトレンドとなっています。

https://mitpress.mit.edu/books/sharing-
cities



シェアリングシティ「ソウル」の概要

主幹はソウル市役所「ソーシャル・イノベーション局」

組織

人口1,000万人を超える大都市ソウルでは、交通渋滞、環境問題、社会保障などさまざまな都市問題を抱え

ている。2008年の世界金融危機以降の税収減で、これらの対策の解決策としてシェアリングエコノミーの促

進を掲げた。雇用を創出して所得を増やし、環境問題に取り組み、不必要な消費や無駄を減らし、信頼に基

づく人間関係を取り戻すことを目指した。

背景と目的

ソウル市長パク・ウォンスン氏が2012年9月に「シェアリングシティ・ソウル推進計画」を発表。市役所に

ソーシャル・イノベーション局を設置。さらに、「ソウル特別市共有促進条例」を制定した。この条例は

「シェアリング」とは何かを定義し、今後の方針を示したもの。ソウル市はこの条例に基づいてシェアリ

ングエコノミーを担う企業に財政支援をし、市内の各区を通じて市民団体などにも財政支援やアドバイス

を行ってきた。

また、文化活動などに関する市民団体「Creative Commons Korea」が協力し、シェアリングに関するオン

ラインプラットフォーム「ShareHUB」を運営。サイト上では、ソウル市と市民・企業の間の仲介やシェア

リングエコノミーに関する広報・情報発信、カンファレンスの運営などをしている。ソウル市は政策の重

点対象を3段階に分けて、市民に根付かせようとしてきた。2013年は企業、2014年は自治体、2015年は学

校・教育と定め、それぞれに対してシェアリンエコノミーの啓発・援助のための政策を実行した。

実装方法



シェアリングシティ「アムステルダム」の概要

主幹は民間団体「shareNL」※日本でいうシェアリングエコノミー協会のような団体

組織

アムステルダムはもともと「Smart City」を推進しており、そのプロジェクトの発端は”人との交流”とい

う概念があった。つまり、Smart City＝シェアリングシティでもある。また、シェアリングエコノミーを進

めることで、地域が一丸となり永続的な発展が期待できること。さらには環境面においても、ライドシェア

やシェアサイクルなどにより二酸化炭素排出量の削減にも貢献できる利点があった。

背景と目的

2009年から持続可能なスマートシティを目指す取り組みを行ってきたアムステルダムでは、2013年に設立

されたShareNLとアムステルダム経済委員会が、市民のシェアリング・エコノミーに対する調査（市民の

84%がシェアリングサービス推進に賛同している）をもとに市を説得。2015年2月に「アムステルダム・

シェアリングシティ」を宣言した。

shareNLが個人、企業、政府機関などに呼びかけ、アムステルダムのシェアリングシティ推進に協力す

る”アンバサダー”（ボランティア）を集めた。さらにshareNLは3か月に1度のMeetupを開催し、シェアリ

ングエコノミー企業同士のコラボレーション機会を創出するなど、アムステルダムにおけるシェアリング

シティの発展に寄与。また、shareNLとアムステルダム市のCTO（ 高技術責任者）と連携しながら、2016

年4月にアムステルダム市がアクションプランを発表した。アクションプランの一つとして、市内の高齢者

や低所得者（約18万人）を対象に、シェアリングサービスの割引券”City Pass”を発行し、サービスがさ

まざまな市民に利用できるように促した。

実装方法



（参考）中国のシェアリングエコノミーの状況

中国のインターネット協会の報告書によると、2016年の中国

におけるシェアリングエコノミー市場の取引額は、前年比

103％増の3兆4520億元（約56兆9000億円）に達し、今後数年

間、40％以上の成長率が期待されると言われています。

背景には3つの理由があると考えられる。

①中国のミレニアル世代はECやその派生サービスに積極的で、

　シェアリングエコノミーによる節約にも関心が高い。

②中国人の消費特性はきわめて変化が早い。所有より利用。

③中国人はモバイルペイメントを愛用している点にある。

　16年のモバイルペイメント決済額は米国の50倍に達した。



シェアリングエコノミー

安全安心への取り組み



シェアリングエコノミー検討会議中間報告書（2016

年11月に内閣官房IT総合戦略室が発表）のモデルガ

イドラインをもとに、政府による法規制と民間の自

主規制を組み合わせたハイブリッドなルールを策定

しています。

認証マークは、シェアリングエコノミー未経験者の

不安を取り除き、シェアサービスを1回でも利用し

てもらうことを目的としています。外部有識者を含

む委員会によるサービスの認証を通じて、安全性及

び信頼性の確保に真摯に取り組んでいるプラット

フォーム事業者を明らかにすると同時に、その取り

組みをベストプラクティスとして規範化して各サー

ビスの質を向上させます。

シェアリングエコノミー認証マーク

デザイン

シェアリングエコノミー認証制度



シェアリングエコノミーを活用した

まちづくりの可能性と課題



①既にある資産を活用。プラットフォームも既にある。

⇨新たな財政支出を必要としない。

　シェアエコを活用することで財政支出を削減できる。

②需要変動に強い

⇨既にあるものを活用することから需要変動に強い。

　急激な需要を吸収し、ピークアウトした平時には日常に戻る。

③関係人口を構築できる。

⇨CtoCだからこその、人と人のつながりができる。

　観光人口以上、移住人口未満の「関係人口」の増加。

　

④時間と場所に縛られない。

⇨クラウドソーシング、クラウドファンディング等は時間と場所に縛られない。

⑤市民みんなが主体的にまちづくりに関わることができる。

⇨自分が持っているスキルや資産で街の課題解決に貢献できる。

シェアリングエコノミーの可能性



①推進役・定着役が必要

⇨シェアリングエコノミーの特性を理解した推進役が必要。

　ホストのサポートや、地域に定着化させていくための計画や、

　組織を超えて全体設計できるスキルが求められる。

②需要創造

⇨リアルな対面型のマッチングが必要なシェアサービスは、

　需要創造の施策も合わせて行う必要がある。

③公助から共助は、完全にリプレースされない。

⇨シェアリングエコノミーは相互評価等により安全性が担保

　される一方で悪貨が駆逐される。

　それをパブリックで補完する仕組みが必要。

シェアリングエコノミー地域普及の課題



みんなで
シェアリングエコミーを活用し、
共助社会を実現していきましょう！

ありがとうございました！！


