
デジタル田園都市
国家構想(デジ田)応援団

働き、学び、暮らす地域からデジタルの実装を
進め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の
差を縮めていくことで、世界とつながり栄える
「デジタル田園都市国家構想」の実現に向けた
民間企業と国民の応援団



民間企業と国民も動き出す！
Purpose

In order to promote the implementation 

of digital integration from communities 

you work and to re-vitalize rural areas, it 

is indispensable not only for 

organizations that operate under the 

direction of the national government, 

but also for voluntary movements from 

private companies and the people in 

public.

Therefore, we will create an organization 

where member companies and people 

working on digital implementation in 

rural-urban areas can interact each 

other, co-create and develop best 

practices horizontally independently.

目的

働き、学び、暮らす地域からのデジ

タルの実装と地方活性化を進めるた

めには、国からの指示で動く組織だ

けではなく、民間企業や国民からの

自発的な運動が不可欠です。

そこで、地方と都市でデジタルの実

装に取り組んでいる会員企業・個人

が相互交流・共創して、好事例を自

律的に横展開できる組織を作ります。

デジタル田園都市国家構想応援団

Cheering Team for achieving 

Rural-Urban Digital Integration 

and Transformation across Japan 
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設立趣旨
国だけが発信するのではなく、地域で働き、学び、暮らす国民と民間企業、
金融機関、地方自治体などが官民で動く国民運動として日本のDXを進める

国からの一方的な配信だけでは、全国の地域で日々

働き、学び、暮らす国民に広がる動きになりにくい。

そこで、民間企業や国民も一緒に、「デジタル田園

都市国家構想」について、好事例を学んだり、意見

交換をしたりして地域を共創する官民の団体を作る。

特に、地域でデジタルを活用しているIT業、観光業、

小売業などを巻き込み、全国・世界と地域の魅力を

つなぐ地域発信力を高める双方向のSNSを進める。
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デジ田と応援団の設立目的
● 地方の豊かさをそのままに、利便性と魅力を備えた新たな地方像

● 産官学民の連携の下、地方が抱える課題をデジタル実装を通じて解決し、誰一人

取り残されず全ての人がデジタル化のメリットを享受できる心豊かな暮らし

● 地域の個性を活かした地方活性化をはかり、地方から国全体へのボトムアップの

成長や科学的エビデンスに基づく政策•経営等

を実現する持続可能な経済社会を目指して、

官民有志が集い、ポストコロナの全く新しい世界像を提示し、
日々働き、学び、暮らす生活や地域からデジタルの実装を進め、
利便性を高め、魅力を発信することで、地方と都市の格差を縮めていき、
世界とつながる新たな変革の波を起こす具体的なアクションにむけて、
産官学民各界の方々との意見交換や交流・共創をして、
今後の「デジ田」行動計画を打ち立て実行します。



デジ田関連施策全体像：第二回デジタル田園都市国家構想実現会議(令和3.12.28)資料
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デジ田の軸１
● 地方の豊かさをそのままに、利便性と魅力を備えた新たな地域

の利便性を実現する持続可能な経済社会を目指して、デジタル基盤を整備します

デジ田応援団の視点：「聖徳太子(旧一万円札)」の視点

♠(騎士)世界のデジタルDXの利便性を考える際に、これまで言われてきたDX（Digital 
Transformation）だけでなく、 CX（Customer Experience/顧客体験）とEX（Employee 
Experience/職員・従業員・住民）の視点が重要で、さらにデジ田では

SDGsを生んだWX（Transforming our World/世界変革）
ボトムアップの誰一人取り残さない成長の視点が重要です

これまでの世界でこれを実現できるのは、一度にマルチ・ステークホルダー、
多くの人々の意見を聞ける「聖徳太子」がいないと不可能でしたが、
デジタル技術の力は誰でも何時でも何処でも可能にしてくれます

こうしたデジタル基盤を(誰でも使える)パブリックなインフラとして整備します

デジタル基盤の整備
♠デジタルDXの利便性：CX EX「聖徳太子」の視点



7

デジ田の軸２
● 地方の豊かさをそのままに、利便性と魅力を備えた新たな地域

の豊かさを実現する持続可能な経済社会を目指して、デジタル人材を育成・確保します

デジ田応援団の視点：「福澤諭吉（旧一万円札）」の視点

♣(自然)地方の豊かさには、これまで言われてきた自然の豊かさ（恵みと災い）に加え、
デジタルの豊かさ（恵みと災い）の視点を持つデジタル人材（「福澤諭吉」）が重要です

デジタル時代の世界でプラットフォーマーとして栄えるFacebookは、
仮想通貨(暗号資産)Libraに代わり、社名もMetaに変え
メタバースをSNSのデジタルコミュニティーの主軸に据えています

全国・世界の誰もが自分事としてかかわり、働き、学び、暮らせるかどうか
メタバース〇〇(地域名)で体験し、e〇〇(関係住民)として評価・共創し、

その地域の豊かなパブリック価値を共創し、科学的エビデンスに基づく
政策•経営等を実現ていきます（「新しい民主主義」）

デジタル人材の育成・確保
♣地方の豊かさ：自然もデジタル(メタバース)も

：「福澤諭吉」の視点
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デジ田の軸３
● 地方の豊かさをそのままに、利便性と魅力を備えた新たな地域

の魅力を実現する持続可能な経済社会を目指して、デジタル実装を進めます

デジ田応援団の視点：「渋澤栄一（新一万円札）」の視点

♦(産業)地方の魅力には、これまでの地方自治体や企業など地域パブリックの供給者
でなく、デジタル時代のパブリック需要者（CX(顧客)やEX(職員)体験）の視点が重要です

全国・世界の誰もが自分事としてかかわり、働き、学び、暮らしたくなる
しごとがあり、ひとがいるまち

それは、SDGsなどパブリック価値そのものです（「新しい資本主義」）

世界の資本主義に直面した、日本の産業革命・資本主義の父「渋澤栄一」
の合本主義（「宇沢弘文」社会的共通資本）や論語と算盤の視点などから

デジタル実装を進め、デジタル時代の地方の魅力を全国・世界に発信し、

SDGsなどパブリック価値を全国津々浦々で共創しボトムアップの成長を実現します

地方の課題を解決するのためのデジタル実装
♦地方の魅力：SDGsなどパブリック価値そのもの

：「渋澤栄一」の視点
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デジ田の軸４
● 産♦(商人)、官♠（騎士）、学♣（自然/科学）、民♥（聖杯/アート）の

これまで（誰でも使える）パブリックを支えてきた公共主体の連携の下、

これからのポストコロナのパブリック将来ビジョンを応援団員みんなで示し、

地方が抱える課題をデジタル実装を通じて解決し、誰一人取り残されず全ての

人がデジタル化のメリットを享受できる心豊かな暮らし♥(Well-being)、♠都市

空間(リアル&バーチャル/Sustainability)、♦産業(Innovation)、♣大学

● 地域の個性を活かした地方活性化をはかり、地方から国全体

へのボトムアップの成長や科学的エビデンスに基づく政策•経営等

を実現する誰一人取り残さない、持続可能な経済社会を目指します

デジ田応援団の視点：「縄文一万年」の視点

狩猟採集の自然の豊かさをそのままに農業革命した縄文万年の英知から
♥地方のデジタル（メタバース）の豊かさも一万年続くパブリックを目指します

誰一人取り残さないための取組
♥地方の目標：SDGsなどパブリック将来ビジョン

：「縄文万年」の視点



企業会員

・応援団サイト、SNSにて事例を紹介

・月２回の会員企業向けZOOMセミナー

への出席が可能

・会員企業専用FBグループ

・企業と自治体のマッチングイベント

年会費１０万円
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個人会員

・申込フォームにて登録

・SNSなどで情報を受け取る

・イベントの告知を受け取り出席可能

年会費 無料

（イベント出席は実費）
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主要な事業

オンラインセミナー

月２回のZOOMセミナーで「地方からデジタルの実

装を進める変革の波」の好事例の紹介。
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SNS、WEBでの発信

SNSは国内の利用者数に応じて優先度を定めて運用。

WEBは会員企業のフォーマットを定めてその範囲で

発信。



応援団用のSNS

LINE、Twitter、

Instagram

youtube、FB、そのSNS

に乗せるPWAアプリの運

用。

SNSには、地域ごと、業

種ごとのセグメント配信

を設定 13

SNS
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応援団の会員企業は提携フ

ォーマットにて、地方での

デジタル活動、写真、動画、

連絡先の掲載が可能。

特定の有識者がコメントを

書き込めるID・パスワード

を発行。

PC用HP



タイムスケジュール

１２月 始動期

準備会として募集と発信

をしながら活動をしてい

く。

一般社団法人としての申

請を準備。

２月 設立総会

２月中にそれまでに集ま

った会員企業のメンバー

を見ながら、役員を人選。

総会で決定。

３月 地域支部の設立

地域支部での目指してい

く。車座集会の参加者を

中心に参加を呼びかける。

最初はバーチャルが中心。

地域ごとに設立時期は異

なる。
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地域展開

地域での展開

各地域で、自治体・企業・大学などが連

携する「〇〇地域デジタル田園都市協議

会」の設立を目指す。

都道府県別、職種別、地域別など、重複

も含めて活発に展開してもらう。
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イメージ案

・北海道デジタル田園都市協議会

・農業デジタル田園都市協議会

・九州地域大学デジタル田園都市協議会

・東武沿線デジタル田園都市協議会



学生への展開案

小学校・中学校

GIGAスクール端末を活用

したアイデアソン、ハッ

カソンの実施。

RESUSを使っての政策コ

ンテストの実施。

学習系企業、文部科学省

などに協力を求める

高校

素早いデジタル人材の養

成を進める

・ノーコードでのアプリ

講座の実施

・ノーコードでのアプリ

ハッカソンの実施

学習系企業、高校に協力

を求める

大学、専門学校

本格的なデジタル人材の養

成を進める

・アプリハッカソンの実施

大学、専門学校、就活サイ

ト系企業に協力を求める
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将来展開の案

人材育成

大学生などへの人材育成

セミナー

・RESUSの活用イベント

・NO CODEを含めたエ

ンジニアを養成するハッ

カソン

マッチング交流会

コロナの状況を見ながら、

デジタルの進んでいる地

方で、昼は共同視察とプ

レゼン。夜はマッチング

交流会を実施する。
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大臣賞の表彰

全国から好事例を集めて、

プレゼン大会を実施。

ネット上の投票で大臣賞

及びその他の表彰を行う。


