
デジタル田園都市国家構想(デジ田)応援団

「地域DX」メニューブック

取扱説明書(案)



デジタル田園都市国家構想(デジ田)とは
全国津々浦々の地域(田園や都市)に、リアルな公共(パブリック)と連動した

「デジタル公共」をつくること(Public Creation)

• つくり方は、基本的には「リアル公共」と同じ（目標もSDGsなどパブリックな目標）

• 「デジタル公共」の場合、よりパーパス（目的）やゴール（目標）の明確化が必要

人間、知らないもの（デジタル＜手段＞）を知る➡実施する＜目的＞と混同しがち

• SDGsやポスト・コロナの時代、公共は地方公共団体だけでなく、企業や個人もつくる

したがって、

• 自治体が「デジタル公共」を企業や個人とつくる、「デジ田」施策を行う目的は、

✔企業のつくるを支える（SDGsの「経済」目標）

✔個人のつかうを支える（SDGsの「社会」目標）

✔公共のつむぐを支える（SDGsの「環境/公共」目標）
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デジ田を、官民連携で応援するデジ田応援団

「地域DX」メニューブック
は、自治体が「デジタル公共」を企業や個人とつくる、「デジ田」施策を行う

地域に最適な料理（テロアール）をつくるメニュー＜デジタル・ツール＞ブック
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自治体が「デジタル公共」を企業や個人とつくる、「デジ田」施策を行う目的に合ったメニュー

• 企業のつくるを支える（SDGsの「経済」目標）

⑧ 新産業/産業・にぎわい（SDGs x Innovation ♦新産業からの変革）

しごと・金融（カネ/データをつなぐ）

⑦ 農林水産業

⑥ 交通（ヒトをつなぐ）・ 物流（モノをつなぐ）

➡デジ田応援団プロジェクト③ 地域発のグローバルスタートアップピッチイベントの実施
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• 個人のつかうを支える（SDGsの「社会」目標）

⑨ 観光・文化 （SX）（Well-being ❤暮らしからの変革）

④ 教育・研究 （Sustainability-Wisdom ♣大学・教育/研究機関からの変革）

スポーツ

➡デジ田応援団プロジェクト② 地域DXプロデューサー（クリエイティブクラス）共育
③ 海外のクリエイティブクラスの誘致・定着型を促進する「90 day Japanese programme」歴訪
④ 国内の地域共創型DXプロデューサーが実践型で学び合う「テロワール ラーニング ジャーニー プログラム」歴訪

③ 健康・医療

② 住民サービス（マイナンバー/デジタルID、地域通貨、地域メタバース、データ基盤）

➡デジ田応援団プロジェクト⑥ 2025年大阪関西万博に向け「地域資源」をデジタルで
世界から稼ぐ「地域メタバース for 大阪関西万博」の実施
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• 公共のつむぐを支える（SDGsの「環境/公共」目標）

⑩ 環境 （GX、「地域DX」）

⑤ レジリエンス(国土強靭化)・防災

① 行政サービス （地域公共 Public x Creators ♠田園・都市からの変革）

➡デジ田応援団プロジェクト① デジ田/デジタル ローカルハブ共創・評価
⑦ 〝官〟〝産〟〝学〟〝民〟が関係者が一堂に集うキックオフサミット

• 「デジタル公共」をつくる＜目的＞を達成するデジタル＜手段＞

✔デジタルで「SDGsウエディングケーキ」の３段（SDGsの「経済」「社会」「環境/公共」目標）

の何等かを入れて、それらをデジタル/データでつなぐ官民共創プロジェクト/ビジネスモデルとする

✔前菜「経済」、主皿「社会」、デザート「環境/公共」のセットメニューを、地域に最適なテロワール

で デジ田応援団「地域メニューブック」①～⑩から選択し、交付金等を組成。 具体例は以下。
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主な活動

「地域共創型DXプロデューサー（クリエイティブクラス）」育成プログラム
（仮）・資格制度の構築と顕在化する共創コミュニティの構築運営

➀
デジ田応援団 地域DX会
(インターネット協会 OIC会)

「デジ田ローカルハブ」の進捗の評価制度の構築と浸透➁
デジ田応援団 地域DX会
(SIH・株式会社野村総合研究所)

海外のクリエイティブクラスの誘致・定着型を促進する
「90 day Japanese programme」の開発と実施

③
デジ田応援団 地域DX会
(CePiC)

国内の地域共創型DXプロデューサーが実践型で学び合う
「テロワール ラーニング ジャーニー プログラム」の企画実施

④
デジ田応援団 地域DX会
(CePiC)

地域発のグローバルスタートアップピッチイベントの実施⑤
デジ田応援団 地域DX会
(SIH)

2025年大阪関西万博に向け「地域資源」をデジタルで世界から稼ぐ「地域メ
タバース for 大阪関西万博」の実施

⑥ デジ田応援団

⑴ 〝点を線や面にして世界とつなぐ〟「デジ田ローカルハブ」実現のための伴走・実装

⑵ その担い手となる「地域(共創型)DXプロデューサー（クリエイティブクラス）」
実践型育成(共育)･誘致(歴訪)･官産学民 協働構築・運営

〝官〟〝産〟〝学〟〝民〟が関係者が一堂に集うキックオフサミット⑦ デジ田応援団

⑧

①情報共有
②情報発信
③全国各地で行うイ
ベントへの参加

デジ田応援団

主幹社
デジ田応援事業チームリーダー

デジタル田園都市国家構想(デジ田)実現に向けた｢地域DX｣ソーシャル･イノベーション

「地域DXプロデューサー共育･歴訪事業」プロジェクトの主な活動
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『点を線や面にして世界へ』 デジ田を実現させるローカルハブ＝「デジ田 ローカルハブ」
『辺境の不(不利・不便・不安)を宝に』 人材＝「地域DXプロデューサー」

（＊資料引用：令和4年6月7日 デジ田基本方針 閣議決定 概要資料）

デジ田 ローカルハブ

地域(共創型)DX
プロデューサー

「Digi田甲子園」
候補・代表・入賞地等
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②構築する「デジタル田園都市（デジ田）ローカルハブ」のイメージ（１）
地方圏や大都市圏に関係なく、国内外の様々な都市・地域と連携し、付加価値の高い仕事を根付かせ、新たな成長

を生み出し続けるためには、「ローカルハブ＝地域(都市)自立圏」＝「デジ田ローカルハブ」が必要です。

目指すべきデジタルローカルハブのイメージ

住民自らが動くウェルビーイング・コミュニティ

ローカルハブ

＊資料引用：NRI 野村総合研究所 ＊佐賀県イベント発表資料9



地方圏や大都市圏に関係なく、国内外の様々な都市・地域と連携し、付加価値の高い仕事を根付かせ、新たな成長

を生み出し続けるためには、「ローカルハブ＝地域(都市)自立圏」＝「デジ田ローカルハブ」が必要です。

地方圏・大都市圏の自立化 ローカルハブの定義

ローカルハブのタイプ（ドイツ事例）

＊資料引用：NRI 野村総合研究所 ＊佐賀県イベント発表資料

ローカルハブ候補都市におけるデジタル戦略のイメージ

②構築する「デジタル田園都市（デジ田）ローカルハブ」のイメージ（２）
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①誘致・共創・育成する「地域共創型DXプロデューサー」のイメージ
「デジ田ローカルハブ」を構築し、国内外の様々な都市・地域と連携しながら、自立運営するためには、そのリーダーと

なったり、サポーターになりうる「地域共創型DXプロデューサー」が不可欠です。

✓ 地域の独自の価値や魅力を、官民・デジタルアナログ・都会地方・国内外視点で、ブランディングやマーケティングができ、

「デジ田ローカルハブ」構築ができること。

✓ その上で、全体最適個別最適を考えながら、地域のDXへの正しい理解、導入実装のプロジェクトを統括して進めること

ができる人材。

✓ DXの推進には「デジタル技術に精通した人材だけでは不十分。

DX人材（チーム）を理解する重要な視点

地域共創型DXプロデューサーの人材像

官民・デジタルアナログ・都会地方を越境し、

地域の継続的な経営と住民の幸せをうみだすことのできるリーダー人材
＊デジタル田園都市構想の実現に最も必要な人材 ＊現在はどの地域にもほとんど不足している人材

**産官の視点からは、「地方公共団体の役割を理解するDX人材」とも言える

周囲を巻き込むコ
ミュニケーション力

独自な目利き力
課題設定力

サスティナブルな
地域経営力
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参考：「クリエイティブクラス」とは

リチャード・フロリダ（1957年～）

都市社会経済学者。
トロント大学ロットマン・スクール・オブ・マネジメント教授。
同スクールの地域競争力に関する研究所のディレクターも務める。
創造性を持った人材、すなわちクリエイティブ・クラスが経済の主要な担い
手となることを提起し、著書の「The Rise of the Creative Class
（邦訳『クリエイティブ資本論』）」、「The Flight of the Creative 
Class（邦訳『クリエイティブ・クラスの世紀』）」は世界的ベストセラーと
なった。

都市社会経済学者のリチャード・フロリダ氏が都市の成長のために必
要な人材は、クリエイティブクラスと提唱。 説では、スーパークリエイティ
ブ・コア（科学者、技術者、教員、詩人、芸術家、作家、エンターテナー、
音楽家、デザイナー、建築家、編集者、シンクタンク研究員、アナリスト、
オピニオンリーダーなど）とクリエイティブ・プロフェッショナル（ハイテク・IT・
金融法律・医療業界で働く専門職、マネジメントなど）に分類される。そ
して、クリエイティブクラスが魅力的だと思う都市には、3つの
（Technology、TalentとTolerance）が不可欠と説く。

転じて、「デジタル田園都市国家構想」で、自立した地域経済に必要
な人材は、DXを含めたクリエイティブクラス人材であり、同様に、地域
には、3つのT（Technology、TalentとTolerance）が不可欠と
言える。
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①「地域DXプロデューサー」人材の評価軸（１）

①ビジネスプロデューサー

・ デジタルビジネスの実現を先導するリーダー的

な役割。大局的な視点から企業全体のDX

化を統括自社を取り巻く経営環境から、自

社が取るべき戦略・戦術まで理解。

・ ビジネスモデル、プロセスの変革まで行う。

②ビジネスデザイナー

・ ビジネスプロデューサーが描いた戦略に沿って、

より具体的企画、推進役、実務のビジネスモ

デル＋ビジネスプロセスを描く。

・ ステークホルダーとの利害関係の調整、プロ

ジェクトを円滑に。人事企画などHR人材等

③ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝﾃｨｽﾄ/AIｴﾝｼﾞﾆｱ

・ デジタル技術（AI、IoTなど）やデータ分析

に精通した人材

④UXデザイナー

・ アートディレクター、アーティスト、デザイナー
等

・ DXやデジタルビジネスで実際に使われるシス

テムやサービスのユーザー向けインターフェイス

（操作画面など）をデザインする。

・ 使い心地といった「ユーザー体験」が需要。

⑤アーキテクト

・ システムを設計する役割を担う

（実装、構築は行わない）

⑥エンジニア/プログラマ

・ アーキテクトの設計を元に、実際にシステムの

実装やインフラの構築を行う役割を担う。

・ 機械学習にPython、統計解析に特化した

Rといったプログラミング言語を使用するケース

が多い

⑦先端技術エンジニア

・ AI（人工知能）、機械学習、ディープラー

ニング、ブロックチェーンなどの最先端のデジタ

ル技術を扱う役割を担う

⑧サイバーPRマーケター

・ インターネットのHPやメール、各種SNS、

地域メタバースを駆使し、SDGsやデジ田な

ど、”Public”を国・自治体だけで維持できな

い世代、PR（Public Relations）マーケ

ティングを統括し、ソーシャルDXを推進

DX人材は、基本的に8つの評価軸から構成される。デジタルバッジなどを使って個人のスキルや評価

などをトラッキングし、地域が活動を評価し、有効期限1-2年として、地域の学と連携し評価・認定。

この人材が地域に不足
（デジ田応援団）

①～⑦、特に⑧において

次世代が地域の宝
（Z世代、Youth等）
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地域DXプロデューサー／地域DXスペシャリストとは LDC／OIC
14

地域DXプロデューサー（LdxP）

①ビジネスデザイナー ②データサイエンティスト
／AIエンジニア

③UXデザイナー ④アーキテクト ⑤エンジニア
／プログラマー

⑥先端技術エンジニア ⑦サイバーPRマーケター

「地域独自の価値・魅力を最大限に引き出し、地域課題の克服や新たな産業の創出により、

そこに暮らし・集う人々の幸せとサステナブルでウェルビーイングな地域経済／社会を実現する」

プロジェクト・リーダー／総合プロデューサー

LdxPとともに、「それぞれが持つ高度な専門性“異能”を発揮し、変革／創造を実現」する7カテゴリーで定義した

スペシャリスト／エキスパート／イノベーター

LdxPは、「最新のデジタル・テクノロジーや事業デザイン力、マーケティング力をLdxSと連携し、それぞれの力を駆使しながら、

国内外、産官学民と連携し、地域に暮らし・集う人々と心と力を合わせて変革／創造を牽引する

“ケイパビリティ”と“人間力”がある」ことが要件

地域DXスペシャリスト（LdxS）

個人（学生、個人事業主他）

自治体職員

地元企業、スタートアップ、ベンチャー経営者、他

一般企業の役員、社員

7人の北斗七星をイメージ

①「地域DXプロデューサー」人材の評価軸（２）



LdxPの審査方法 15

LdxP★【グリーン】 LdxP★★【ブルー】 LdxP★★★【ゴールド】

位置づけ 1. 地域DXプロデューサー初級（座学）
2. 試験／審査に基づき個人を認定

1. 地域DXプロデューサー中級（実践）
2. LdxP★に対してPBL、実績で審査
3. 資格ではなく、地域毎の評価認定

1. 地域DXプロデューサー上級（貢献
者）

2. 各地域での実績があり、地域／全国
コンペティションでの評価で認定

審査方法 1. 認証機関が認めた認定講座・試験の
修了・合格＋認定機関への申請
① DX関連資格（MCPC他）
② 高専、大学の指定講座修了単位
（OIC、私情協）

2. 地元自治体、経済団体（商工会議所、
用展開、JC他）等の推薦＋本人申請

（活動実績／成果等を示す資料、ビ
デオ等）に基づき、認定機関による
審査

1. LdxP★を対象に、PBLを開催、一定の
成果を上げたものに対して授与
① 各地域主催の地域課題ビジコン

入賞
② 高専、大学のPBL講座成績優秀者

2. それぞれ認証機関が認めた地域認定
機関が審査、認定。審査委員は認証
機関、地域認定機関が委嘱した各界
有識者

3. 各地域ビジコンは協賛方式での運営
を想定。高専・大学は地域協同PJ

1. LdxP★／LdxP★★を対象に全国各地

域でのプロジェクトに貢献した実績
讃え、地域ブロック、全国の優秀者
を評価

2. 地域課題テーマ別、地域ブロック別、
等の各賞と全国総合最優秀者等を設
定

3. 全国自治体からの推進による公募と
書類審査、入賞者は全国大会でプレ
ゼン審査。各界有識者による審査

4. 協賛方式の運営を想定

認証 1. 公認資格として、履歴書等に記載可
能

2. 認証は、「オープンバッジ」「デジ
タル証明書（印刷保存化）」で発行

3. 所属法人は「LdxP事業者」表記化

1. 地域課題ビジコンはプロジェクトの
評価とLdxP/LdxSを評価し、それぞれ
認定

2. ○○年LdxP★★として「オープン
バッジ」「デジタル証明書」を発行

1. 審査はプロジェクトとLdxP/LdxSを評
価、認定

2. ○○年LdxP★★★として「オープン
バッジ」「デジタル証明書」を発行

更新 1. 技術革新による有効性と手続きの手
間を考慮し、2年更新
（※キャリアカウンセラー、中小企業診断士等）

2. 認証機関が認めた認定講座の必要単
位を修了

1. 毎年開催。ビジコン入賞者、PBL単位
取得者は「○○年LdxP★★」として
公式サイト、メディアに公開

2. プロジェクト内容が異なれば同一人
物の連続受賞は妨げない

1. 毎年開催。各賞に「○○年○○部門
LdxP★★★」として公式サイト、メ
ディアに公開

2. プロジェクト内容が異なれば、同一
人物の連続受賞は妨げない

その他 1. 地方創生、地域DX推進に必要な人材

要件を満たす公式資格としてその活
動を保証／評価。例えば、公共プロ
ジェクトや民間取引条件として有資
格者として記載、等

2. 就職活動や、人事評価／異動／昇格
等にも活用

1. 対象者はPBL、ビジコンの取組内容、

審査結果等を、認証機関／デジ田応
援団等の公式サイトやメディアに公
表、全国の自治体からの問い合わせ
受付、人材紹介などのマッチング事
業を別途検討

1. 総合最優秀者は日本を代表する「ク
リエイティブクラス」として、協賛
団体からの報償、特典を提供

2. 日本を代表する「クリエイティブク
ラス」として、対象プロジェクトと
もに世界に発信

*PBL : Project Based Learning 問題解決型学習

※ LdxSについては7カテゴリーの特性を考慮し、別途検討
※初回認定（2023年4月を目処）は、LdxP★★／LdxP★★★のロールモデルとなる人材を選定し、
一定の審査基準と、審査委員会による審査による認定を行ってはどうか？①人材の評価軸（３）



⑥新たな世界発信コンテンツの構築：地域GIS地球メタバース for EXPO2025（１） デジ田応援団
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⑥新たな世界発信コンテンツの構築：地域GIS地球メタバース for EXPO2025（２） デジ田応援団
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⑥新たな世界発信コンテンツの構築：地域GIS地球メタバース for EXPO2025（３） デジ田応援団
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⑤新たな世界発信コンテンツの構築：地域GIS地球メタバース for EXPO2025（４） SIH  デジ田応援団

19



CePiC / SIH Mentors（150 mentors：Experts on SDGs and tech.）

（ https://sih.world/mentor/ ）

EXPARTS' list 1-3 Name Affiliates Mentors

https://www.cepic.eart
h/experts-projects-list1

EXPARTS' list 1

❥1：SDGs グローバ
ル･リーダー
「社会」プロジェクト

「社会」ヒト･コミュニ
ティーづくりで人材(才能)
育成

【共創テーマ１：「社会」】
SDGs社会(文化)課題解決/目標

達成アクション

projects' list 1 
【フェーズ１：「教育」SDGs 
Innovation HUB.edu】
青少年+成人サステナブル人材

(才能)育成･共育

小安 美和、秋山 愛子、秋山 宏次郎、
田中 美和、小木曽 麻里、廣岡 輝、
金丸 美樹、龍治 玲奈、高橋 龍征、
Jun Suto（須藤 潤）、柳沢 富夫、
木村 京子、廣水 乃生、横田 由美子、
石川 翔太、太田 恵理子、高橋 一也、
濱松 敏廣、久野 譜也、占部 まり、
吉澤 尚、相原 朋子、岡田 大士郎、
和田 幸子、鈴木 幹一、田中 優子、
工藤 俊太郎、久保 恵子、児玉 涼子、
石尾 怜子、鳥越 雅文、荒井 義一、
峯岸 孝浩、小方 信幸、武田 晴夫、
伊藤 晴祥、加藤 晃、小林 孝明、
田中 浩也、林 園子、神谷 雅史、
天野 徹、池葉 丈志、小野 智史ほか

https://www.cepic.eart
h/experts-projects-list2

EXPARTS' list 2 

❥2：Innovation ス
タートアップ
「経済」プロジェクト

「経済」モノ･コト･カネ･

新公共財づくりで経済活性

【共創テーマ２：「経済」】
SDGs経済(科学)課題解決/目標

達成アクション

projects' list 2 
【フェーズ２：「起業」SDGs 
Innovation HUB.stu】
政治･経済政策提言+社会ビジネ

ス･経済活性実証

竹村 詠美、萩生田めぐみ、海野 恵一、
上條 由紀子、柚木理雄、長谷川 純一、
堤 孝志、池森 裕毅、吉岡 忠彦、
畔上 靖、残間 光太郎、小村 隆祐、
末次 陽二、草場 壽一、中澤 亮太、
白石 陸、岩本 隆、林 力一、林 永健、
冬野 健司、鎌田 正宏、福岡 賢昌、
馬場 誠、高岡 謙二、芳賀 雅彦、
米倉 ユウキ、渋澤 健、松崎 良太、
冨川 久代、松田 淳、小松 真実、
浅井 將雄、柴原 祐喜、松田 一敬、
池田 龍哉、伊藤 智久、伊藤 風吾、
出縄 良人、塗矢 眞介、長谷川 博和、
千保 理、林 伸彦、尾崎 充、新田 誠、
加藤 暁光、小黒一正、新井 佐恵子ほか

https://www.cepic.eart
h/experts-projects-list3

EXPARTS' list 3 

❥3：産官学民(金)共
創 HUB
「環境(生物圏)」プロ
ジェクト

「環境(生物圏)」エコシス
テム･場づくりで地域(社

会･街･里)創生

【共創テーマ３:｢環境(生物圏)｣】
SDGs環境(地球)課題解決/目標

達成アクション

projects' list 3 
【フェーズ３：「経営」 SDGs 

Innovation HUB】
地域創生･社会振興事業+産官学

民(金)連携実証

戸田 達昭、松山 知樹、富樫 泰良、
石川 雅紀、山本 一樹、花田 竹野、
奥山 雅之、酒井 直人、曽根 秀一、
吉田 正博、池上 重輔、重本 彰子、
マレン・ジョエル、合田 真、長島 剛、
金丸 治子、大塚 哲雄、小西 龍人、
吉田 淳一、池田 昌人、伊藤 大貴、
林 誠、中林 真由美、栫井 誠一郎、
柿崎 充、臼井 清、花井 厚、木全 啓、
中島 周、岡崎 透、椿 茂実、井上 明、
藤原 洋、藤本 守、苗村 茂、深津 航、
吉田 雅幸、勝呂 裕邦、高梨 謙一郎、
金谷 年展、畑田 靖仁、高尾 将嘉、
杉光 一成、廣瀬吉嗣、有馬 朱美、
今井 崇也、永井 和範、上村 章文ほか

20
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⑤⑥新たな世界発信コンテンツの構築：地域GIS地球メタバース for EXPO2025（５） JC  デジ田応援団
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③新たな周遊プロジェクトの構築 (90 day Japanese Programmeプロジェクト) デジ田応援団

DX、とくにMaaSにおける最先端の技術を持つエコテクノロジーシステム先進国フィンランドの 「90 

Day Finn プログラム」 と連携、グローバルシームレス化社会におけるローカルハブの確立を目指す。

1. 90日リロケーションパッケージ
フィンランドでの滞在に必要な転居書類の取得をお手伝いし、住居、託児所、お子様の学校教育のサポート

も提供します。市内中心部の活気に満ちたワークスペースをご用意し、関連するビジネス ネットワークとハブをご

紹介します（全ての費用は参加者持ち）。

2. 世界のDX人材の参加者ニーズに合わせたサービス
世界のX人材の参加者ニーズは人それぞれ異なります. 次のようなサービスを含む個人プランを取得できます。

・ 会社の成長機会を特定する, ・ フィンランドで会社を設立する, ・ カスタマイズされた取引フローの提供

・ 適切な開発と試験運用の機会、・ 市内の主要なビジネスおよび政策の影響力者の紹介 等

3. 長期在留資格取得の手引き
私たちの使命は、滞在中にビジネス目標を達成し、ヘルシンキを好きになるお手伝いをすることです。90 日

を超えて滞在を延長することを選択した場合は、居住許可を申請し、フィンランドでより長く定住できるよう

お手伝いします（地方自治体の既存の定住・交流促進やワーケーション施策を官民ワンパッケージ提供）。

90 Day Finnプログラム ＊ヘルシンキで国際企業を支援する市所有の非営利団体である Helsinki Partners が企画・運営

世界中の起業家、投資家、技術愛好家など15名をフィンランド人として90日間過ごすよう招待、住宅、保育所、学校、作業スペース、およびヘルシンキの技術エコシステムに接続する

ための最高の機会を提供し地元のテクノロジーシーンとビジネスエコシステムに統合（定住促進）することを目的としたプログラム。

▼
先進のエコテクノロジーシステムと世界を見据えた日本の地域の魅力の磨きあげをはかる

❶テロワール ラーニング ジャーニー、➋DEEP47、➌地域メタバース for EXPO2025

90 day Japanese Proguramme プロジェクト
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先進のエコテクノロジーシステムと世界を見据えた日本の地域の魅力の磨きあげをはかる

テロワール ラーニング ジャーニー
⚫ 参加：佐賀-フィンランド,etc. for ホストタウンon Expo 2025 & SDGs

沖縄, 九州(鹿児島(奄美諸島),熊本,宮崎,大分,長崎,佐賀,福岡(福岡,北九州等)),

中国･四国(広島,岡山,愛媛,香川,徳島(神山)等), 関西･近畿(大阪,京都,兵庫,奈良,滋賀等),

東海(愛知,岐阜,三重,静岡), 北陸･甲信越(福井,石川,富山,新潟,長野,山梨),

関東(東京,神奈川,千葉(勝浦,御宿等), 茨城,栃木,群馬,埼玉),

東北(仙台,山形(鶴岡等),秋田,福島(会津,那須等),岩手等), 北海道(札幌,釧路,厚真等)…

• 主催：デジ田応援団, L47(事務局:えぞ財団) • 協力：フィンランド大使館, CePiC/SIH, JCI等

❖ GoToトラベルの重点を学びや「地域DXプロデューサー」人材育成に充てる
ただの消費喚起よりも、子どもや若者、その他の教育・人材育成にフューチャーし、地域の先進事例の受け入れ態勢を整えて、学びに投資する。

❖ デジ田の実現と世界展開のためにも、地域のプレイヤー×都市圏のかき混ぜ
各地域で根付いていて活動しているプレイヤーと国内外の都市圏からのワーケーションや事業再構築、さらなる新規事業やイノベーションを求める

都市圏のメンバーとのセッションにより、単なる旅行・DX研修ではなく「課題発見の解像度の向上」や、地域のキーマンとの人脈形成などを実現。

❖ 海外キーマンを日本のファンにして関係性を作り、「デジ田 ローカルハブ」を共創する
ディープな文化をリテラシーのあるキーマンがコーディネートすることで、いままでのわかりやすいもの以上の地球の資源や宝に気づき、さらなるファンの

獲得と、移住・関係人口・多拠点居住のきっかけにも繋がる。

■プロジェクト開発のメリット

④新たな周遊プロジェクトの構築 (テロワール ラーニング ジャーニープロジェクト) デジ田応援団
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⮚ 「全国自治体」と「民間企業」の官民連携「デジ田応援事業」研究開発インフォーマルコミュニティを構築。

⮚地方が抱える課題をデジタルにより解決し、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利便性

と魅力を備えた地方創生に向け、官民有志が集い、ポストコロナの全く新しい世界像を構築し、日々働き・学

び・暮らす生活や地域からデジタル変革を進め、ボトムアップの成長や科学的エビデンスに基づく経営・

政策等を実現する、持続可能な経済社会を、全国津々浦々に実現していきます。

一般社団法人 デジタル田園都市国家構想応援団（デジ田応援団）
チャレンジする企業･個人を支援するインフォーマル産官学民ネットワーキンググループ

ﾃﾞｼﾞ田ﾛｰｶﾙﾊﾌﾞ
・地球ﾒﾀﾊﾞｰｽ
for Expo 2025

地域DXﾌﾟﾛﾃﾞｭｰ
ｻｰ共育・学校
GIGA端末活用

SDGs Innovation
地域ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰ
ｼｮﾝの仕組づくり

生鮮食品流通
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化実現

etc...

産官学民で連携し地方が抱える課題のデジタル変革を推進する事業チームを立ち上げ

企業 個人 自治体

デジタル実装のための啓発と事業機会のマッチング

デジ田応援団公式HP ( https://digital-supporter.net/ ) に全 デジ田応援事業チーム掲載

一般社団法人デジタル田園都市国家構想(デジ田)応援団：代表理事：藤原洋、専務理事：岡田大士郎、常務理事(事務局長)：濱崎真一（デジ田応援事業チーム単位で運営）

24
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1月5日 スタートアップ 新春ミーティング
1．スタートアップミーティングの出席申込者
2．デジタル田園都市国家構想(デジ田)応援団の発足
3．デジ田実現会議と応援団の４つの視点軸イメージ

1月12～13日 デジタル田園都市国家構想担当若宮
大臣 三重県での車座対話・視察

1月20日 デジタル田園都市国家構想 推進交付金の制度概要
2月04日 デジタル田園都市国家構想実現会議
2月18日 設立総会＆若宮大臣を招いての設立記念セミナー
4月 5日 イベント開催「頑張る自治体へのイノベーション提案会＆交流会」
4月16日 デジタル田園都市国家構想担当 若宮健嗣大臣 沖縄県訪問
5月28日 イベント開催「大阪・関西万博に向けたデジタル田園都市国家構想と

公民連携による地域メタバースの可能性」開催
6月20日 イベント開催「もっと本質的に地域や若者が政治とともに進むには。」
6月23日 イベント開催「地域発、日本そして世界へつなぐ、All Japanで実現する

デジタル田園都市国家構想」
6月25日 オンラインセミナー開催「デジタル田園都市国家構想基本方針の本質と

可能性～民間企業、地域や若者が自治体や国、世界と一緒にできること」
7月22日 「Web3 の世界では何が出来るのか！」
8月26～27日 イベント開催「デジタル田園都市国家構想官民事業交歓会

～佐賀xデジ田ローカルハブ挑戦者」
10月13日 「デジタル田園都市国家構想応援団

官民とつくる デジタル時代の
東北のHUB・仙台」

1年目の主なイベント活動
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「地域DXプロデューサー応援事業連絡協議会」概要

名称
概要

設立

協力・会員
主な事業

一般社団法人 デジタル田園都市国家構想(デジ田)応援団
：代表：藤原洋（株式会社ブロードバンドタワー代表取締役会長兼社長CEO）
2022年10月時点で52の自治体、51社の法人会員、430人の個人会員が参加
地域DXプロデューサー応援事業連絡協議会（デジ田応援団内）
：代表：藤原洋（株式会社ブロードバンドタワー代表取締役会長兼社長CEO）
事務局長：上村章文（内外150名超の面がー集団CePiC代表理事、元総務(自治)省）
事務局次長：畑田 靖仁（インターネット協会OIC事務局長）

2022年8月

プロジェクト①「地域共創型DXプロデューサー（クリエイティブクラス）」育成プログラム（仮）・資
格制度の構築と顕在化する共創コミュニティ構築運営については、同会「学」部会：インターネット協
会(構成：7帝大＋早慶)、私情協、CePiC
プロジェクト②「デジ田ローカルハブ」の進捗の評価制度の構築をベースに、〝官〟〝産〟〝学〟
〝民〟の連携で、「地域自立圏」にについては、同会「産」部会：野村総合研究所、SDGs 
Innovation HUB/JC(日本青年会議所)、CePiC
プロジェクト③海外のクリエイティブクラスを呼び込む定着型フレックスプレイスを促進する「90 day 
Japanese programme」については、同会「民」部会：CePiC、DEEP47(事務局：Creator’s 
Next)

プロジェクト④国内の地域共創型DXプロデューサーが実践型で学び合う「テロワール ラーニング
ジャーニー プログラム」については、同会「民」部会：CePiC、L47(事務局：えぞ財団)、Z総研
プロジェクト⑤地域発のグローバルスタートアップピッチイベントについては、同会「産」部会：SDGs 
Innovation HUB/JC、CePiC
プロジェクト⑥2025年大阪関西万博に向け「地域資源」をデジタルで世界から稼ぐ「地域メタバー
ス for 大阪関西万博」については、同会「官」部会：デジ田応援団(本体、事務局：東武トップツアーズ)、
DNP、CePiC
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事業運営体制・スキーム（案）
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（社）デジ田応援団
地域DXプロデューサー応援事業

連絡協議会（LDC）

（財）インターネット協会
オープンイノベーション推進協議会

（OIC)
地域DXプロデューサー事業推進WG

認定事業の運営委託

⚫ 地域DXプロデューサー事業の全体主幹
⚫ 全体窓口事務局
⚫ LdxP/LdxS認定機関

⚫ 地域DXプロデューサー認定基準・制度設計
⚫ 地域DXプロデューサー認定事業運営事務局
⚫ LdxP/LdxS認証機関

（社）iCD協会
（公社）私立大学

情報教育協会
その他関連団体

（関連試験実施団体等）

相互会員・業務連携

認定基準の提供、他 認定講座、PBLの運営

LdxP/LdxS
地域認定機関

LdxP/LdxS
認定委員会

LdxP／LdxS認定機関の認証

←認証料（￥）

相互会員
業務連携

LdxP/LdxS認定イベント
（LdxP★★／LdxP★★★）

認定講座・試験の運営協力

認定講座・試験の認証

主催／認定
（LdxP★★★）

主催／認定
（LdxP★★）

ナショナル
スポンサー

ローカル
スポンサー
協賛（￥）協賛（￥）

連携・共催

OIC
発起人大学

認定講座、PBLの運営
認定委員会

（LdxP★）

（LdxP★）（LdxP★）



参考：主催及び関係者

名称：一般社団法人 デジタル田園都市国家構想応援団
概要：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する。
公式HP：https://digital-supporter.net/
代表：代表理事：藤原洋（株式会社ブロードバンドタワー代
表取締役会長兼社長CEO）専務理事：岡田大士郎（株
式会社HLDLab代表取締役）常務理事(事務局長): 濱崎
真一（東武トップツアーズ株式会社取締役執行役員）
メンバー：52の自治体、51社の法人会員、430人の個人会員、
1000人のSNS会員（22年10月）
応援事業チーム(部活)：地域DX会など連絡協議会を構成、
運営理事の所属するSIH、CePiCなど一般社団法人が運営

一般社団法人 デジタル田園都市国家構想(デジ田)応援団

名称：一般社団法人みんなの地球公園国際コミュニティー
（CePiC）連絡協議会
概要：G7伊勢志摩サミットに向けた富山G7環境大臣会合
で地域の産官学民と創設。G20大阪サミットに向け地域創業
に向け内外メンターが集結。地球公園→｢世界公園｣を全
国･世界へがわたしたちの目標です。～みんなの地球公園は、
国連SDGs持続可能な開発目標達成の舞台･広場です～。
公式HP： https://www.cepic.earth/
代表：代表理事：上村章文（元総務(自治)省）
メンバー：150名のメンター（22年10月）
「社会」課題メンター：https://www.cepic.earth/experts-projects-list1
「経済」課題メンター：https://www.cepic.earth/experts-projects-list2
「環境」課題メンター：https://www.cepic.earth/experts-projects-list3

一版社団法人みんなの地球公園国際コミュニティー（CePiC）

名称：デジ田応援団 地域DXプロデューサー応援事業連絡
協議会（地域DX会）
概要：デジ田応援団内の応援事業チーム(部活)として、本
プロジェクトを企画立案し、デジ田担当大臣、デジタル大臣等
〝官〟〝産〟〝学〟〝民〟の要路の協力･支援･協賛等
を得て、2023年度より本格始動させるべく活動している。
公式HP： https://www.cepic.earth/
代表：デジ田応援団 代表理事 藤原 洋
事務局長：CePiC代表理事 上村 章文
事務局次長：インターネット協会OIC事務局長 畑田 靖仁
（本プロジェクト事務局：cepic.info@gmail.com ）

地域DXプロデューサー応援事業連絡協議会(地域DX会)

名称：一般社団法人SDGs Innovation HUB（SIH）
概要：SDGs達成へ向けて、ビジネスコンテスト・ハッカソン・ア
イデアソン・ピッチコンテスト等を開催し、自立的な
Innovationと、これを支援する産官学民金を掛け合わせた
HUBとしての役割を果たす。日本/国際青年会議所と共に全
国世界展開。
公式HP： https://www.cepic.earth/
代表：代表理事：海野恵一（元アクセンチュア株式会社
代表）ほかJC(青年会議所)、CePiCメンターなどからの理事
メンバー：世界4地域のSIH国際ビジネスコンテスト参加者等

一般社団法人SDGs Innovation HUB（SIH）
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