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巻頭言
個人等が保有する共有可能な資産等をインターネット上のマッチングプラットフォ
ームを介して他の個人等も利用可能とするシェアリングエコノミー（共有経済）は新た
な需要を掘り起こすと同時に、既存のビジネスを代替し市場に劇的な変化をもたらす
「破壊的イノベーション」と考えられます。AirbnbやUberに代表されるシェア事業者は
世界全体で市場規模を拡大し続けており、国内の市場規模も2015年度の約398億円から
2021年までに約1,071億円への成長が予測されています（『平成30年度版情報通信白書』）。
この既存の宿泊業やタクシー事業などはこれらのシェア事業の拡大によって市場を失
い、また専門的な職業の雇用が奪われる可能性もあります。中国地域においてもこのこ
とは例外ではないと考えられます。しかしながら、例えば自治体が積極的に関与し、既
存の事業者との連携を模索しながら、これらの分野で新たな需要を掘り起し、地方にお
いてもシェアリングエコノミーを振興していくことが求められています。
シェアリングエコノミーは省資源・人口減社会におけるビジネスモデルとしても注目
されており、特に人口減少が顕著であり地域コミュニティの維持が難しくなっている中
山間地域などの地方において、地域が抱える課題を解決するツールとしての期待も大き
いと考えられます。シェアリングエコノミーの地方での展開は、地域の共助の精神など
を育て、地域コミュニティの再生や地域独自の課題の解決を目的とした「温もりのある
イノベーション」とも言えるでしょう。しかしながら、人口が集積している都市部にお
いては利用者と提供者の母数が多いことから民間事業者による持続的なシェア事業の
提供が可能ですが、中国地域のように人口減が進む中山間地域を抱えている地方におい
ては既存の資源を利用しつつコミュニティ内で完結するサービスを提供することが求
められます。そして、地方でのシェア事業を持続的に維持・運営するためには、自治体
等によるシェア事業者へ信用力の担保、自治体職員の理解、地域住民や既存産業への認
知度の向上などのシェアリングエコノミー推進政策が必要となります。
本調査では、先行研究やデータに基づきながらシェアリングエコノミーの概念・定義
を明確にした上で、中国地域の自治体や地域住民へのシェアリングエコノミーに関する
実態調査（アンケート調査）、そして他地域や中国地域でシェアリングエコノミーを政
策的に進めて先進事例調査（自治体や事業者へのヒアリング調査等）を通じて、地方で
のシェアリングエコノミーの持続的な展開の可能性とその課題について考察を行いま
した。この詳細な調査分析によって、中国地域においてシェアリングエコノミーを振興
するための方策を提起することができたと考えられます。本調査の活用によって、中国
地域の各地域でのシェアリングエコノミーが展開することを期待します。
最後に、本調査においては、産官学の有識者で構成する委員会でご審議いただき、ま
た調査機関として、株式会社山陰合同銀行のご協力を頂くとともに公益財団法人中国地
域創造研究センターに多大な尽力をいただき取り纏めることができました。全国・中国

地域の企業・行政の方々に対して実施したヒアリング調査等は本調査の根幹をなしてい
ます。これらの調査にご協力いただいた関係各位に厚く感謝いたします。
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要約版
中国地域におけるシェアリングエコノミー振興方策調査〔要約〕
調査目的と報告書の構成
スマートフォンの急速な普及、IT 技術の向上により、インターネットを介して個人と個人とが、
簡単につながることができる時代となった。こうした環境下で、個人間でのモノの共有、部屋や駐
車場などの空きスペースの共有などが行われるようになった。この新たな経済活動は、「シェアリ
ングエコノミー（共有経済）」と呼ばれ、民泊事業者の「Airbnb」やライドシェア事業者の「Uber」
などは、既に世界規模の事業展開に成功している。
近年、シェアリングエコノミーを地域課題の解決策として活用しようとする取り組みが全国の自
治体で展開されている。地域課題の解決に対して、地域住民、民間事業者、行政が「共助」しなが
ら、既存の資源（リソース）を最大限活用することで、持続可能で効率的な行政運営を図ることが
自治体の狙いとしてある。
中国地域においては、シェアリングエコノミーに対する取り組みに温度差がみられ、取り組み段
階も一様ではない。シェアリングエコノミーは、地域の課題を解決する新たなビジネスモデルの構
築やそれに伴う雇用の創出など、地域の活性化に役立つことが期待されており、中国地域において
も、そうしたシェアサービスを提供できる環境を構築していく必要があると考えられる。
本調査では、以上のような点を踏まえ、国内外の主なシェアサービスの現状等を整理するととも
に、中国地域のシェアサービスの現状・課題を検討する。そして、中国地域でシェアサービスを推
進していくために必要な方策、および地域に適した振興策の提言を行う。

＜調査のポイント＞
中国地域の自治体でシェアサービスを導入する際の留意点を抽出し、各々の留意点を
踏まえたシェアサービス導入のための方策を検討する。
＜調査フロー＞

１.

４.

シェアリングエコノミーの概要（報告書p3～46参照）

２.

中国地域における実態把握調査（報告書p47～127参照）

３.

シェアリングエコノミーに関する他地域事例調査（報告書p127～200参照）

中国地域におけるシェアリングエコノミー振興のための方策検討 （報告書p201～239参照）
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１．シェアリングエコノミーの概要（報告書 p3～52 参照）
図表 1.1 シェアリングエコノミーの分類
と事業者

＜シェアリングエコノミーとは＞
近年、個人間をインターネット上で結びつ
けるデジタルプラットフォームの登場によ
り、人のつながりだけでなく、モノ、サービ
ス、スキル等の共有（賃借・交換）ができる
までに IT 技術等が発展している。このよう
なやり取りは「シェアリングエコノミー（共
有経済）」と呼ばれ、日本国内でも広がりを
みせつつある（図表 1.1 参照）。

資料：（一社）シェアリングエコノミー協会ホームページより
（2019 年 1 月 7 日掲載）

＜本調査における定義＞

図表 1.2 本調査における定義

国内外でのシェアリングエコノミーの定

①

義づけや議論に基づき、本調査におけるシェ
アリングエコノミーの定義を図表 1.2 の通

②

りに整理した。

③

＜市場規模＞
先行調査によると、2017 年度の国内のシ
ェアリングエコノミーの市場規模は、前年度
比 32.8％増の 716.6 億円であった。
シェアリングエコノミーの国内市場規模
は今後も拡大を続け、年平均成長率（CAGR）

個人間での相互取引（CtoC）であり（一部 GtoC、BtoC
を含む）
、やり取りを行う上で相互の評価が重要視され
ること
インターネット上のシェアプラットフォームを介して
いること
未利用資産・能力の活用により資産価値を高めること

図表 1.3 シェアリングエコノミーの国内市場
規模推移と予測
（単位：百万円）
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17.0％で推移し、2022 年度には 1,386.1 億
円に達すると予測されている（図表 1.3 参
照）。
＜シェアリングエコノミーの課題＞
先行調査の結果より、シェアリングエコノ
ミーの特徴である個人間でのサービスのや
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資料：㈱矢野経済研究所 2018 年 9 月 12 日プレスリリース資料

図表 1.4 シェアサービスに対する不安
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り取りによるサービスの質に疑念を感じて
いたり、個人情報の取り扱いに不安を感じて
いたりするユーザーが一定数いることがわ
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かっている（図表 1.4 参照）。

資料：「シェアリング・エコノミーと所有に関する意識調査」（PGF 生命）
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２．中国地域における実態把握調査（報告書 p53～132 参照）
2.1.

中国地域自治体へのアンケート調査

中国地域の 107 市町村を対象に、シェアリングエコノミーに関する取り組み状況等を把握するた
めの郵送アンケート調査（回答数 38 自治体）を実施した。実施期間は 2018 年 9 月 3 日から 9 月 28
日の約 3 週間であった。 調査結果のポイントは以下の通りである。
図表 2.1 自治体アンケートから得られた
問題点（ポイント）

図表 2.3 自治体アンケートから得られた
ニーズ（ポイント）

＜シェアサービスやシェアリングエコノミーの認
知・理解に関する点＞
 庁内での理解が十分でない
 住民の理解が十分でない
 シェアリングエコノミーに対する理解が不足し
ている

 中国地域の自治体において、シェア（共有）を
軸とした地域課題解決のための事業が行われ
ている
 一部の自治体では、シェアサービスを地域で普
及させるために、内閣官房シェアリングエコノ
ミー伝道師の利用意向がある
 中国地域の自治体では、「民間遊休資産の活
用」、
「公的不動産の活用」などの空間のシェア、
「観光振興」分野のスキルのシェア、「公共交
通」分野の移動のシェア、
「災害対策」におい
て、シェアサービスによる地域課題の解決が可
能であるというアンケート結果が得られた

＜上記から派生していると考えられる問題点＞
※上記の問題点が解決されれば、以下の問題点も解決される

 シェアサービス導入にあたり、地域資源が不足し
ているという誤った認識がある
 シェアサービス導入のための具体的な政策ビジ
ョンが現時点ではない
 実用へのイメージがわかない
 地域課題とシェアサービスによる解決が結びつ
いていない

図表 2.4 シェアリングエコノミーによる課題
解決の可能性について
可能である

図表 2.2 シェアリングエコノミーの取り組み
を行っていない理由
全体 （33自治体）
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21.1
34.2

10.5
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5.3

55.3

5.3
5.3
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2.2.

中国地域在住者向けアンケート調査

中国地域在住者 5,000 人を対象に、シェアリングエコノミーの認知度や利用・提供経験等を把握
するための Web アンケート調査を実施した。実施期間は 2018 年 8 月 6 日から 8 月 31 日の約 3 週間
であった。調査結果のポイントは以下の通りである。
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図表 2.5 中国地域在住者向けアンケートから
得られた問題点（ポイント）
＜シェアサービスやシェアリングエコノミーの
認知に関する点＞
 シェアリングエコノミーおよびシェアサービ
スに関する認知度が低い
 サービス利用経験者が少ない
 サービス提供意向が低い

図表 2.7 中国地域在住者向けアンケートから
得られたとニーズ（ポイント）


年代、年収、住んでいる地域の人口規模に関
係なく、利用ニーズ（意向）がある
サービス利用経験者、提供経験者は、サービ
スの効用を認識している
都市規模の大きい地域では、
「民泊」、
「カーシ
ェア」、「サイクルシェア」のニーズが高く、
一方で、都市規模の小さい地域では、
「場所の
シェア」、「子育て・家事のシェア」、「ライド
シェア」のニーズが高い
サービスを実際に利用している人は、利用し
ていない人と比べて、地域課題の解決手段と
して有効であると感じている割合が高い




＜上記から派生していると考えられる問題点＞
※上記の問題点が解決されれば、以下の問題点も解決される



シェアサービスについて認知しておらず、利
用・提供経験のない人は、シェアサービスへ
の効果や期待が低い
サービスの安全性、トラブルへの不安が大き
い



図表 2.6 シェアリングエコノミーの取り組み
を行っていない理由
具体的にどのようなものかを知っている
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図表 2.8 シェアリングエコノミーの取り組み
を行っていない理由
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14.3
20.1

都市規模の小さい地域における
シェアサービスのニーズ

30.0

89.8

8.0

都市規模の大きい地域におけるシ
ェアサービスのニーズ

40.0

-

84.3

3.2

3.4

8.7

10.0
5.8

4.6

7.6
0.7

78.2

中国地域におけるシェアリングエコノミーの取り組み

中国地域におけるシェアリングエコノミーに関連する取り組みを調査するため、2018 年 11 月～12
月に中国地域の自治体を 3 箇所訪問した。訪問先と調査結果のポイントは以下の通りである。
図表 2.9 訪問先と取り組み内容（中国地域の自治体）
ヒアリング先

取り組み内容

広島県三次市

子育てシェア、ライドシェア実証事業

鳥取県智頭町

民泊事業、スキマワーク（雇用創出）事業、住民自治組織の事業

島根県雲南市

空き家活用事業、住民自治組織の事業

図表 2.10 中国地域自治体のヒアリングから
得られた問題点（ポイント）

図表 2.11 中国地域自治体のヒアリングから
得られたニーズ（ポイント）









一部の自治体では、庁内でのシェアリングエ
コノミーに対する認知、理解が十分でない
どのようなシェアサービスがあり、どのよう
な課題を解決できるのかという認識が不足し
ている
資源を共有する取り組みはあるが、IT 化が十
分でない





取り組みを検討している自治体、実証事業を
行っている自治体もある
シェアプラットフォームの活用による課題解
決に対する期待も一部ある
一部の自治体では、シェアサービスを活用す
る意向がある
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３．シェアリングエコノミーに関する他地域事例調査（報告書 p133～206 参照）
3.1.

先進的な事業に取り組む自治体視察

シェアリングエコノミーに取り組んでいる他地域事例として、2018 年 5 月～10 月に先進的な事業
に取り組む 3 地域（7 事例）を訪問し、ヒアリングを実施した。訪問先と調査結果のポイントは以下
の通りである。
図表 3.1 訪問先と取り組み内容（全国の自治体）
地域

ヒアリング先

関東地域

千葉市役所

九州地域

多久市役所
NPO 法人価値創造プラットフォーム
佐賀県庁
基山町役場

取り組み内容
シェアサイクル事業、観光振興事業、
空きスペースを活用した宅配ボックスの設置

雇用創出事業、観光振興事業、子育てシェア事業
子育てシェア事業
雇用創出事業
遊休資産活用と地域振興に関する事業、観光振興事
業、
子育てシェア事業

島原市役所
株式会社島原観光ビューロー

北陸地域

等

南砺市役所
NAO コーポレーション
鯖江市役所
慶應義塾大学大学院メディアデザイン
研究科附属メディアデザイン研究所

外部人材活用による移住定住事業、民泊事業
伝統工芸ツーリズムの振興

図表 3.2 他地域（自治体）事例調査から得られた知見（ポイント）
＜導入のポイント＞

















導入には、行政の関与（支援）が必要である
地域へシェアサービスを普及させるためには、住民だけでなく、自治体職員や既存の民間事
業者への理解促進が重要である
庁内にシェアサービスの推進役が必要である
既存の民間シェアプラットフォームの活用が重要である
事前のニーズ調査による課題の抽出やシェアサービスの選定が重要である
取り組みやすい分野から導入すべきである
スムーズな事業展開には、中間支援組織の存在が不可欠である
自治体が支援する内容や期間については、中間支援組織やシェア事業者との事前協議が必要
である
シェアサービス導入による効果の検証が必要である
自治体の主たる役割は、普及支援とサービスの安全性、信頼の担保である
シェアサービスは、若者だけでなく、高齢者への普及啓発活動も重要である
「市民と市民をつなげていく」行政の仕事と「シェアリングエコノミー」には親和性があり、
新たな共助の仕組みと ICT 技術の活用による付加価値の提供はこれからの「まちづくり」に
つながる
地域でシェアリングエコノミーに対するイメージが明確になれば、他のシェアサービスの導
入の可能性も高まる（サービス展開の多角化）
利用者のニーズに合った多様なシェアサービスの活用が重要である
実証事業でモデル地域を選定し、各地域で集中的に普及促進を図ることで、事業の効果を検
証しながら効率的な広域化が可能となる
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3.2.

政府とシェアリングエコノミー協会へのヒアリング

2018 年 5 月に内閣官房シェアリングエコノミー促進室とシェアリングエコノミー協会を訪問し、
ヒアリングを実施した。調査結果のポイントは以下の通りである。
図表 3.3

政府とシェアリングエコノミー協会へのヒアリングから得られた知見（ポイント）

＜導入によるメリット＞


シェアサービスを活用することで、公的機関によりサービスが提供される「公助」から、住民同士
の助け合いである「共助」へのパラダイムシフトが可能になる
地域内の課題に対して、地域の人が有償で解決できる仕組みや、地域の人が稼ぎ手となり、都心や
海外からの仕事を請ける仕組みの構築にもシェアサービスの活用が可能である
自治体によるシェアサービスの導入により、行政コストが下がることに期待が持てる




＜導入時のポイント＞

小規模の自治体では、シェアサービス導入時に一定程度の支援をすることが求められる。人口が少
ない地域では、シェア事業者だけで利用者や提供者を確保することが難しいため、自治体と連携し
た事業展開が望ましい

自治体は、提供されるシェアサービスを地域の人々に知ってもらうことに注力することが重要であ
る

自治体が中心となって行われるシェアサービスの取り組みでは、高齢者がサービス対象となること
が多く、周知や利用の障壁を取り除くことが重要である

自治体職員の理解が進まなければ、地域への普及が望めない
＜普及支援について＞

シェアリングエコノミー促進室には、自治体が利用できる問い合わせ窓口を設置している

促進室では、他地域でのシェアリングエコノミー事業の参考にしてもらうためにシェアリングエコ
ノミーの事例集を作成しており、自治体への普及促進に努めている

自治体の円滑なシェアリングエコノミー事業の展開のために、シェアリングエコノミー伝道師の派
遣活動を行っている

シェアリングエコノミー協会では、自治体とシェア事業者とのマッチングを行っている

シェアリングエコノミー協会では、まちづくりにシェアサービスを活用している自治体に対してシ
ェアリングシティ認証を行っている

また、自治体にシェアサービス事業者を紹介したり、課題に即したシェアサービスの提案、意見交
換、アドバイスなども実施している

3.3.

シェア事業者（プラットフォーマー）へのヒアリング

2018 年 10 月にシェアプラットフォームを提供しているシェア事業者（2 社）を訪問し、ヒアリン
グを実施した。訪問先と調査結果のポイントは以下の通りである。
図表 3.4 訪問先と事業内容
取り組み内容

ヒアリング先
株式会社 Huber.
株式会社エニタイムズ

訪日外国人観光客と日本人ガイドをマッチングするためのシェアプラッ
トフォームの提供
家事などの困りごとを解決するためのマッチングシェアプラットフォー
ムの提供

図表 3.5 シェア事業者ヒアリングから得られた知見（ポイント）





シェアサービスは行政サービスの代替、補完的な機能として活用することができる
シェアサービスを地域で普及させるための拠点が必要となる
（例えば、Huber.の場合は、観光の核となる場所にスタッフを派遣、駐在させ、自治体や地域住民と
連携を図りながら観光振興を行っている。また、エニタイムズの場合は、自治体や地元企業にサービ
スの窓口機能を担ってもらうといった連携のあり方を想定している）
自治体に期待することは、地域への普及、地元関係者（関係団体、既存事業者、住民等）との関係構
築の支援である
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3.4.

先進事例視察とシェア事業者ヒアリングから得られた知見

他地域事例から得られた情報を基に、自治体のシェアサービス導入の有用性と課題について考察
する。
図表 3.6 シェアサービス導入のインセンティブと有効性
＜導入のインセンティブ＞

地域資源の有効活用

低廉な初期投資

既存の行政事業の補完、代替機能

分野

個別に期待される有用性


スキルのシェア①

（雇用分野）


スキルのシェア② 
（観光分野）



スキルのシェア③ 
（子育て、家事代 
行）



仕事をしたくても環境上できない方の就労（再雇用の「入り口」機能）
お小遣い稼ぎ、副業としてのキャリア形成
域外の優良企業や優秀な人材とのつながりの造成
地域資源の再発掘
地域資源の開発
域外との関係人口の拡大
有スキル人材の生きがい醸成
地域内におけるニーズとシーズのマッチング
安価で優良なサービスの享受
サービス提供による報酬の獲得
子育て世代の満足度向上
有スキル人材の生きがい醸成

場所のシェア

（遊休資産の活

用）

遊休資産価値の最大化
資産活用による波及効果（イベント企画等）

＜全体としての有用性＞

現在実施している行政サービスに係る財政負担の軽減

多種多様なサービスによる利用者の満足度向上（利用側）

サービス提供による報酬の獲得と「生きがい」醸成（提供側）

プラットフォーム利用による域内外のコミュニティの再構築（ゆるいつながり）
図表 3.7 シェアサービス導入時の課題
地域課題の把握と対応するシェアサービスの理解

自治体職員向けのシェアリングエコノミー研修の実施

支援領域・支援方法と支援期間

関係者間での事前協議と効果検証

サービス利用者と提供者の確保

若者への発信とシニア世代への啓発活動
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４．中国地域におけるシェアリングエコノミー振興のための方策検討（報告書 p207～226 参照）
4.1.

シェアサービス導入の効用と自治体関与の必要性
図表 4.1 自治体におけるシェアサービス
《シェアサービス導入の効用》
導入の効用
これまでの検討から得られたニーズや知見を
《シェアサービスのポイント》
整理すると、自治体がシェアサービスを導入す
る際の効用は大きく分けて 2 点に集約されると

• シェアリングエコノミーは個々の資産の共有を目的とした活動であると同時に、地域が抱えている特有の課題に対する処方箋と
もなり得る。
• シェアサービスを活用することで、利便性が向上し、多種多様なサービスを安価に利用でき、コスト削減に期待ができる。
• サービス利用者と提供者がサービスを受ける前からコミュニケーションをとれる仕組み、サービス利用後に相互に評価する仕
組みがあるという点は、サービスの質が常に向上し続けるという観点から大きなメリットといえる。
• シェアサービスは、個人間でのサービスの授受により、地域内での新たなお金の流れを生み、地域コミュニティの再構築にもつ
ながるなどの副次的な効果もみられる。

考えられる。1 つ目は、
「シェアサービスを活用

集約

することで、地域の活性化に期待が持てる」こ

シェアサービスが地域に及ぼす効用

シェアサービスの活用による「地域の活性化」
シェアサービスの活用による「地域課題の解決」

と、2 つ目は、
「シェアサービスの活用によって、
地域が直面している課題を解決できる」ことで
ある（図表 4.1 参照）。
《自治体関与の必要性》
シェアサービスを地域に導入する際の、自治
体による関与は、
「サービス利用時の安心感や信
頼感を担保」と、地域のマーケット規模による

図表 4.2 シェアサービス導入時の自治体関与
の必要性
《地域でのシェアサービスの普及状況》
• 中国地域の住民アンケート結果では、シェアサービスの安全性、トラブルへの不安が大きい
• 人口規模が大きく、人口密度の高い都市部では、シェアサービスが民間事業として成立するケースが多い
• 一方で、人口が少ない地域では、採算ベースで成立しにくいため、普及が進まず、シェアサービスの恩恵を直に受けられていない状況に
ある
• 地域にシェアリングエコノミーが普及し、住民がその恩恵を享受するためには、行政の一定の関与が必要である。一定の関与をしてでも、
シェアサービスを導入するメリットはある

参入障壁を取り除くための「導入支援・継続支
援」の 2 つに大別される（図表 4.2 参照）
。

• 安全性や信頼性への不安が大きい
• マーケットの小さい中国地域では、事業の採算
が合わず、新規の参入が難しい

シェアサービスの普及には、行政の一定の関与が必要

4.2.シェアサービスの類型
《地域活性型シェアサービス》
地域活性型シェアサービスは、地域内外にいる

図表 4.3 地域活性型シェアサービスの
イメージ

サービス利用者・提供者とのサービスのやり取り
により地域の活性化を図るという特徴を有して
いる。このタイプのシェアサービスは、サービス
の利用者・提供者の位置関係により、さらに 2
つのサービス体系に分かれる（図表 4.3 参照）
。
《地域課題解決型シェアサービス》

図表 4.4 地域課題解決型シェアサービスの

地域課題解決型シェアサービスは、サービスの
利用者、提供者ともに地域住民であり、サービス
の授受が地域内で完結するケースを想定してい
る。このシェアサービスの特徴は、地域内の困り
ごとなどを、地域の人々の手で解決するという点
にある。こうした観点から、地域活性型シェアサ
ービスと比べ、
「共助」を重視したシェアサービ
スであるといえる（図表 4.4 参照）。
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イメージ

4.3.中国地域におけるシェアサービス導入のための留意点の抽出
4.4. 中国地域におけるシェアサービスの普及促進政策
図表 4.5 自治体がシェアサービスを導入する
中国地域における問題点、ニーズ・期
際の留意点と方策
待、他地域事例から得られた知見より、
「自治体がシェアサービスを導入する

《留意点》

《方策》

a.サービスの利用者・提供者の確保の検討

地域全体への普及促進施策の展開

際の重要なポイント（留意点）」を図表

b. サービス提供におけるIT化の検討

民間のシェアプラットフォームの活用

4.5（左）の 6 つの項目に整理した。そ

c.中間支援組織との協働の検討

民間組織・人材の柔軟な活用

して、それらの留意点を踏まえ、6 つの

d. シェア事業者との連携の模索

シェア事業者との連携体制の構築

e.シェアサービス導入プロセスの検討

計画的なシェアサービスの導入
プロセスの提案

f. 中長期的な視点での持続的な事業運営の検討

シェアサービス事業の多角化と広域化

普及促進政策（右）の検討を行う。

図表 4.6 地域全体への普及促進施策の展開

方策 1 地域全体への普及促進施策の展開
シェアサービスを行政サービスの代替・補完
的に活用するには、地域内のサービス利用者・

ステップ1

• 庁内におけるシェアサービスの理解促
進

ステップ2

• 関係者（地域住民、地元企業、庁内）
への普及啓発活動

ステップ3

• 実証事業を通じた研修、セミナーの実
施

提供者の確保が最も重要な要件となる。シェア
サービスの利用者・提供者を確保するため、計
画的な地域全体への普及促進施策の展開が必要
となる（図表 4.6 参照）
。

図表 4.7 民間のプラットフォームの活用

方策 2 民間のシェアプラットフォームの活用
1

シェアプラットフォームを導入 することに
より、IT化による効率の向上や利便性の向上に
期待が持てる。その際の重要なポイントは、自
治体が新たにシェアプラットフォームを構築す

既存の民間シェアプラットフォームの活用

地域に特化した新しいシェアプラットフォームの構築

るのではなく、民間のシェアプラットフォーム
を活用することである。民間のシェアプラット
フォームの導入については、既存の民間のシェ

地域に特化した
シェアプラットフォーム
の新規開発

既存プラットフォーム
の提供

アプラットフォームを活用するものと、地域に
特化したシェアプラットフォームを新たに構築
するものとの 2 つのアプローチがある（図表 4.7
参照）。

シェア事業者
（プラットフォーマー）

メリット
• 既にサービスが認知されている
• 開発コスト、運営コストが不要である
デメリット
• 細かなカスタマイズができず、地域のニー
ズを完全に捉えることが難しい

1

民間企業

メリット
• 地域に合った使いやすいプラットフォーム
が提供できる
デメリット
• 多額の開発コストが必要である
• シェアプラットフォームの周知、サービス利
用者・提供者を一から確保する必要がある

既存のアナログな活動に関しても、シェアサービスがある程度普及するまでは継続的に実施すべきである。特に、サー
ビスの対象が高齢者の場合、普及には時間がかかる場合があるため、従来型のサービスチャネルとシェアプラットフォー
ムを並存させる方式が望ましいと考える。
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図表 4.8 民間組織・人材の柔軟な活用

方策 3 地元民間組織・外部人材の柔軟な活用
中間支援組織は、事業を迅速かつ的確に展開

地域のことを良く知っている人材や組織との協働

制度や産学官連携等による外部人材の登用

するために必要不可欠な存在である。地域でシ
ェアサービスを導入し、普及するための中核的
な立場を担う中間支援組織において、どのよう

地域おこし協力隊
地域おこし企業人等
の制度を活用

な人材を登用するのかは重要な論点となる。中
間支援組織の人材登用については、地域内にい

他地域の企業や大学など、
外部からの人材を誘致

る人材や企業がその役割を担う場合と、外部の
人材を登用する場合が考えられる（図表 4.8 参
照）
。
方策 4 シェア事業者との連携体制の構築

図表 4.9 自治体とシェア事業者との関係

自治体がシェアサービスを導入する場合、事

包括連携協定の締結

業務委託先との契約

業展開によっては、シェア事業者との連携が必

中間支援組織
業務委託先

要となる。自治体とシェア事業者との関係につ

シェア事業者
（プラットフォーマー）

シェア事業者
（プラットフォーマー）

いては、「包括的連携協定の締結（直接連携）」、
「業務委託先との契約（間接連携）
」
、
「協定を結

中間支援組織は、公共性の高い観光協会や
商工会議所（商工会）が担うケースもある

協定を結ばないゆるやかな連携
シェアプラットフォーム
の提供

ばないゆるやかな連携」の 3 パターンがあると

シェアプラットフォーム

考えられる。導入するサービスや地域の実情に

シェア事業者との協定は結ばず、
シェアプラットフォームを活用

あった連携パターンを模索する必要がある（図

シェア事業者
（プラットフォーマー）

表 4.9 参照）
。
方策 5 計画的なシェアサービスの導入
これまでの方策を踏まえて、自治体が新たに

図表 4.10 自治体における計画的なシェア
サービスの導入イメージ

シェアリングエコノミーを導入する際に注意す

持続的な展開に向けた

べきポイントを考慮しつつ、計画的にシェアサ
ービスを導入することが必要である（図表 4.10
参照）
。

キーマン発掘

地域課題の把握
シェアリングエコノミー
による地域課題解決の
ビジョンの検討

地域情報化アド
バイザーの活用
（シェアリングエ
コノミー伝道師に
よるアドバイス
等）

中間支援組織との
協働によるモデル
の検討

事業の運営体制の検討

（地域人材の活用、
域外人材の公募）

シェア事業者との連携

関係者間でのコンセンサス
中間支援組織
地元の人材や組織

方策 6 シェアサービス事業の多角化と広域化

実
証
事
業
の
開
始

外部人材の活用

図表 4.11 シェアサービス事業の多角化と広域化

地域にシェアサービスを導入するにあたり、

取り入れやすい
シェアサービスの選定

地域での普及
シェアプラットフォーム

事業をいかに持続的に展開するのかが重要な視
点となる。まずは、シェアサービスの分野や種

中間支援組
織

類等を絞って導入し、そのシェアサービスが普
及した後に、多角化・広域化を図ることが理想

シェアサービス
の多角化

的である（図表 4.11 参照）
。
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調査の目的
スマートフォンの急速な普及、IT 技術の向上により、インターネットを介して
個人と個人とが、いとも簡単につながることができる時代となった。こうした環
境下で、個人間でのモノの共有、部屋や駐車場などの空きスペースの共有などが
行えるようになった。この新たな経済活動は、
「シェアリングエコノミー（共有経
済）」と呼ばれ、民泊事業者の「Airbnb」やライドシェア事業者の「Uber」などは、
既に世界規模の事業展開に成功している。
近年、日本国内においても、ブランドバッグやDIY 2 ツールなどの多種多様なモ
ノのシェア、空き部屋や駐車スペースを貸し出す空間のシェア、家事や育児など
の専門性の高いスキルのシェアなどが着実に進展している。2018 年 6 月に民泊新
法が施行されたことは記憶に新しいが、政府はシェアリングエコノミーの事業者
（シェア事業者）とともに、シェアリングエコノミーのサービス（以下、シェア
サービス）の利用者、提供者の保護や既存の産業との棲み分け（法整備など）、認
知度や理解度の向上に注力している。
わが国は世界に先駆けて本格的な人口減少社会に突入している。地方では都市
部への人口流出、少子高齢化、遊休資産の増加、行財政の逼迫、多種多様な地域
独自の課題に直面しており、持続的な行政運営が求められている。こうした状況
下で、昨今、シェアリングエコノミーを地域課題の解決策として活用しようとす
る取り組みが全国の自治体で展開されている。地域課題の解決に対して、地域住
民、民間事業者、行政が「共助」しながら、既存の資源を最大限活用することで、
自治体は持続可能で効率的な行政運営を図ることを狙いとしている。
当地、中国地域においては、シェアリングエコノミーに対する取り組みに温度
差がみられ、取り組み段階も一様ではない。シェアリングエコノミーは、地域の
課題を解決する新たなビジネスモデルの構築やそれに伴う雇用の創出など、地域
の活性化に役立つことが期待されており、中国地域においても、そうしたシェア
サービスを提供できる環境を構築していく必要があると考えられる。
本調査では、以上のような点を踏まえ、中国地域の自治体でシェアサービスを
導入する際の留意点を抽出し、各々の留意点を踏まえたシェアサービス導入のた
めの方策を検討する。
《本調査のポイント》
中国地域の自治体でシェアサービスを導入する際の留意点を抽出し、各々の留
意点を踏まえたシェアサービス導入のための方策を検討する。

2

DIY とは Do It Yourself の略称で、大工作業や軽度な工事などを業者に依頼せず、自分たちで行
うことを指す。

1

《本報告書の構成と調査フロー》

報告書の章立ては以下の通りである。第 1 章で、全国および海外のシェアリン
グエコノミーの概要や課題を把握し、第 2 章で中国地域内のシェアリングエコノ
ミーの現状・可能性等の検証を行った後、第 3 章で他地域事例調査を行う。第 4
章で中国地域においてシェアリングエコノミーを振興するための方策について検
討する。

１．シェアリングエコノミーの概要（現状と課題）
文献調査等

２．中国地域におけるシェアリングエコノミーの実態把握調査
アンケート調査
（市町村）（個人）

中国地域内事例調査
（ヒアリング調査）

３．シェアリングエコノミーに関する他地域事例調査
他地域事例調査
（視察・ヒアリング調査）

文献調査等

４．中国地域におけるシェアリングエコノミー振興のための方策検討

2

１.

シェアリングエコノミーの概要

近年、スマートフォンやタブレット等のインターネット関連機器の普及により、
FacebookやTwitterなどのSNS（Social Networking Service）3やIoT（Internet of Things）
技術 4が進展し、インターネットを介して不特定多数の人がつながることが可能となっ
た。
そして、こうした個人間をインターネット上で結びつけるデジタルプラットフォーム
の登場により、人がつながるだけでなく、モノ、サービス、スキル等が共有（賃借・交
換）されるようになった。このような動きは「シェアリングエコノミー（共有経済）5」
と呼ばれ、日本国内でも広がりをみせつつある。
本章では、全国および海外のシェアリングエコノミーの定義や現状、普及した背景等
について、文献資料や統計データを基に整理する。
１.１. シェアリングエコノミーとは
１.１.１．

シェアリングエコノミーの類型

本章の導入として、シェアリングエコノミーの具体的なサービスを例示しておく。シ
ェアリングエコノミーはそのサービス内容から、図表 1.1（第 1 章 5 頁）
、図表 1.2（第
1 章 5 頁）の通り「モノ」、
「空間」、
「スキル」
、
「移動手段」
、
「お金」の 5 つに類型され
る。
ここでは、5 類型のイメージを把握することを目的に、具体的な企業名をあげ、その
サービス内容を紹介する。
a. モノのシェア
モノのシェアでは、フリマアプリ 6の「mercari（メルカリ）
」がよく知られている。
同社のサービスは、出品者がアプリ上に商品の写真や説明文をアップロードし、それを
購入者が検索し購入するという仕組みである。また、個人の所有するブランドバッグを
個人間で貸し借りするサービスを提供する「Laxus（ラクサス）」などもある。
3

「SNS」とは、ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略称で、登録さ
れた利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サービスのことである。友人同士や、同じ趣味を持つ人
同士が集まったり、近隣地域の住民が集まったりと、ある程度閉ざされた世界にすることで、密接な利用
者間のコミュニケーションを可能にしている。
4
「IoT 技術」とは、Internet of Things の略称で、パソコンやスマートフォン、タブレットといった従
来型の ICT 端末だけでなく、様々な「モノ」がセンサーと無線通信を介してインターネットの一部を構成
するという意味で、現在進みつつあるユビキタスネットワークの構築は「モノのインターネット」という
キーワードで表現されるようになっている。
5
シェアリングエコノミーは、
「gig economy」
、
「platform economy」、
「access over ownership」
、
「on demand
economy」、
「peer to peer economy」、
「collaborative consumption/economy」などと呼ばれることもある。
6
「フリマアプリ」とは、インターネット上の仮想のフリーマーケット内で、出品者と購入者でのやり取
りを通して物品の売買を可能としたスマートフォンアプリである。両者間でのやり取りがフリーマーケッ
トに似ているため、フリマアプリと呼ばれている。
3

b. 空間のシェア
空間のシェアは、自らが所有する空きスペースを利用希望者に貸し出すサービスであ
る。空いている部屋を民泊目的で貸し出すために利用されるプラットフォームとして、
「Airbnb（エアービーアンドビー）
」がある。同社のサービスは世界 190 カ国以上で宿
を提供している世界最大の民泊プラットフォームである。国内発の空きスペース活用サ
ービスとしては、駐車場の貸し借りを中心に展開している「軒先（のきさき）」が有名
である。
c. スキルのシェア
専門性の高い能力を持つ人と、そうした専門的なサービスを享受したい人とのマッチ
ングを可能とするのが、スキルのシェアである。家事の代行サービスを依頼できる「タ
スカジ」や育児サービスを受けることができる「As Mama（アズママ）
」などは自治体等
とも連携しながら事業を展開している。また、昨今のインバウンド観光ブームに対応す
る訪日外国人向けガイドマッチングサービスプラットフォームを提供している「Huber.
（ハバー）
」などがある。
d. 移動手段のシェア
移動手段のシェアでは、自家用車を所有している個人が自家用車を用いて他人を運送
するライドシェアサービスを提供している「Uber（ウーバー）
」7、長距離移動の際に自
動車で移動するドライバーと相乗りしたい同乗者をマッチングするサービスを提供し
ている「notteco（のってこ）」、都市部を中心に移動の利便性を高める手段として注目
されているシェアサイクルを提供している「COGICOGI（こぎこぎ）
」などがある。
e. お金のシェア
お金のシェアは、クラウドファンディングのことを指す。国内の企業では、日本初の
クラウドファンディングサービスを提供している「Readyfor（レディフォー）」や「FAAVO
（ファーボ）」が有名である。また、海外では、アーティストやデザイナー等のクリエ
イターのアイデアの実現を支援するクラウドファンディングサービスを展開している
「Kickstarter（キックスターター）」などがある。

7

Uber によるサービスは、営業許可を得ていない個人がタクシー業を行う、いわゆる白タク扱いとされ、
国内では法律上認められていない。しかし、その一方で、Uber が配車システムを提供し、特定の地域にお
いて生活の足として事業を展開している事例もある。

4

図表 1.1 シェアサービス類型と概要
サービス類型

概 要

モノに関するシェア
（シェア×モノ）
個人の所有するスペースを共
有するサービス
（シェア×空間）
個人に家事等の仕事・労働を
依頼できるサービス
（シェア×スキル）
移動に関するシェア
（シェア×移動）
お金に関するシェア
（シェア×お金）

個人間で利用していないモノを共有するサービス
などで、フリマアプリやレンタルサービスが代表例
住宅の空き部屋等を宿泊場所として貸し出す民泊
サービスをはじめたとしたホームシェアや、駐車
場、会議室の共有
家事代行、介護、育児、知識、料理などが代表例
自家用車の運転者個人が自家用車を用いて他人を
運送するライドシェアやカーシェアが代表例
クラウドファンディングが代表例

資料：総務省「平成 29 年版情報通信白書」より作成

図表 1.2 主なシェアリングエコノミーの分類と事業者

資料：（一社）シェアリングエコノミー協会ホームページより（2019 年 1 月 7 日掲載）
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１.１.２.

海外におけるシェアリングエコノミーの定義

シェアリングエコノミーは、アメリカのシリコンバレーが起点となって生まれ
た新しい経済の仕組みである。現在では世界的に有名なシェア事業者（シェアサ
ービスのプラットフォームを提供する企業）が存在しており、今後もシェア事業
者、利用者・提供者の急速な拡大が予想されている。
シェアリングエコノミーは、対象とするサービス範囲の広狭や従来からある産
業との明確な棲み分けが難しいこともあり、様々な視点で語られている。従って、
一概に明確な定義づけがなされている訳ではない。本項では、シェアリングエコ
ノミーの普及が進んでいる諸外国での議論を中心に、シェアリングエコノミーの
定義を整理する。
a. Pricewaterhouse Coopers による定義
Pricewaterhouse Coopers（以下、PwC）はイギリスロンドンを本拠地とする世
界最大規模のコンサルティングファームである。世界 158 カ国でビジネスを展開
している。
PwC英国では「シェアリングエコノミー企業は、オンラインのプラットフォーム
を通じて、それぞれの個人や企業を結びつけ、資産・リソース・時間・スキルを
これまで不可能だった規模で共有できるようにしている。主要 5 セクターは、P2P 8
型宿泊、P2P型交通、オンデマンドの家事サービス、オンデマンドのプロフェッシ
ョナルサービス、P2P型ファイナンス」としている。
また、PwC 米国では、「個人および集団が、活用度の低い資産から収入を得られ
る仕組み。この方法では、現物資産がサービスとして共有される。例えば、車の
所有者がその車を使わない時に誰かに貸し出す、あるいはマンションの所有者が
旅行中にその部屋を貸し出すというような場合である」としている。

8

「P2P」とは、Peer to Peer の略語で、インターネット利用者同士が直接情報等を交換する通信
技術の一分野を指す。

6

b. The Brookings Institution による定義
The Brookings Institution はアメリカ合衆国のワシントン D.C.に本社を置く、
非営利の公共政策シンクタンクである。
同研究所では「一般に、シェアリングエコノミーはモノやサービスを共有、提
供、所有するP2P型の活動であり、コミュニティに基づくオンラインサービスによ
って成り立っている。シェアリングエコノミーの事例はリフト 9やUberといった移
動手段に限定されず、イーベイ

10

やクレイグズリスト

11

などの中古品を売買でき

るプラットフォームも含まれる」としている。
c. European Commission による定義
European Commission（欧州委員会）は、EU（欧州連合）の政策執行機関であり、
法案の提出や決定事項の実施など、欧州連合の運営を担っている。
同委員会では、「シェアリングエコノミーは、ここ 10 年間で文化的、技術的、
経済的な変化を言い表す総称として、その勢いを増してきている。こうした活動
は偏に ICT イノベーションによるものである。シェアリングエコノミーの基本的
な考え方としては、モノなどを購入する代わりに、他人からモノを借りたり、貸
したりする『共有のパラダイム』が根底にある。
（中略）個人がデジタルプラット
フォームを通じて他人と相互交換するプロセス」と定義づけている。
d. shareNL による定義
shareNLは、ヨーロッパで初のシェアリングシティ

12

であるアムステルダム（オ

ランダの首都）と 2014 年から共同でシェアリングエコノミーの普及促進に注力し
ている団体である。
shareNL は、「広義的には、ニーズと所有者をマッチングすることで未活用資産
の価値を共有するマーケットプレイスであり、また、分散型ネットワークで構築
された経済システムである。それは BtoC のような伝統的従来的な制度を考慮しな
い方法で行われる経済活動（P2P）である」と定義している。
9

「リフト」
（Lyft）は、アメリカ合衆国に拠点を置く運輸ネットワーク企業である。同社は Lyft
自動車運輸モバイルアプリケーションの開発、マーケティング、運営を行っている。
10
「イーベイ」（eBay）は、アメリカ合衆国に本社を置くグローバル EC（電子商取引）企業で、イ
ンターネットオークションでは世界最多の利用者を持つ。事業内容は、主に CtoC を中心とした個
人間での取引を可能にするグローバルマーケットプレイスの運営である。世界中で利用者が 1.6 億
人、売り手（Seller）は 2,500 万人（個人、法人含む）いる。
11
「クレイグズリスト（Craigslist）」は、アメリカ合衆国に本社置く Craigslist.Inc による運営
されているクラシファイドコミュニティサイト（求人や広告を掲載できるローカルコミュニティサ
イト）である。不用品の売買や貸し借り、サークル仲間の募集などの情報を個人がサイト上に書き
込むことができる世界最大のコミュニティサイトである。
12 「シェアリングシティ」とは、都市やエリア単位で時間、スキル、所有物などの資産を共有す
るコミュニティのことを指す。シェアされる資産が街のインフラとなり、街の活性化に寄与する。
アムステルダムは民間主導の取り組み、ソウルは行政主導での取り組みとして知られる。
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e. Seoul Metropolitan Government による定義
韓国の首都ソウルでは、2012 年 9 月に「シェアリングシティソウルプロジェク
ト」を開始した。同プロジェクトでは、シェアリングエコノミーをはじめた背景
を以下の 4 点にまとめている。
第一に、シェア（共有）することは、資源価値を最大限に高めるため、より少
ない資源でより多くの便益を享受することに直結する点である。効果的に活用す
れば、ソウル市民に少ないコストで、より多彩な行政サービスを提供することが
できるようになる。
第二に、シェアリングエコノミーの活性化により、雇用の創出や付加価値の向
上に期待が持てる点である。ICT は様々な資源とそれらを必要とするヒトとを結び
つけ、新たな雇用を創出する。また、遊休資産を貸し出すことで、副収入を得る
ことも可能となる。
そして、第三に、シェアは信頼ベースの相互の経済であるので、コミュニティ
の再生、人的交流の増加、個々の関係の修復にも寄与するという点である。
第四に、シェアは大量生産・大量消費によって生み出された環境問題の解決策
にもなり得るという点である。一つの資源を不特定多数でシェアすることは、資
源の効率的な利活用を促進する。さらに、シェアすることにより、資源を必要と
する人（サービス利用者）と、資源（サービス提供者）とを結びつけることで、
多くの無駄を省くことができる。
ここまで、シェアリングエコノミーが進展している諸外国、地域における議論
をみてきた。サービスの対象範囲に差はみられるものの、シェアリングエコノミ
ーに対する認識においては、概ね以下の 4 点が共通している。
《諸外国におけるシェアリングエコノミーの共通認識》
・ 個人間の相互交換プロセスを経由している点
・ インターネット上におけるデジタルプラットフォームを活用する点
・ プラットフォーム企業が存在する点
・ 利用していない資産を共有することで、資産価値の最大化を図る点

8

図表 1.3 従来型経済と共有経済

資料：shareNL のホームページより

9

１.１.３.

わが国におけるシェアリングエコノミーの定義

a. 政府による定義
近年、政府や地方自治体においてもシェアリングエコノミーを推進する動きが
みられる。シェアリングエコノミーは、インターネット上のプラットフォームを
介したこれまでにない経済活動ということもあり、今後、国をあげて普及・促進
することを目的に、2016 年 11 月に内閣官房シェアリングエコノミー促進室が設置
された。
シェアリングエコノミー促進室のホームページによると、
「シェアリングエコノ
ミー（個人等が保有する活用可能な資産等（スキルや時間等の無形のものを含む。）
を、インターネット上のマッチングプラットフォームを介して他の個人等も利用
可能とする経済活性化活動をいう。）は IT の普及・高度化に伴い、空き部屋、会
議室、駐車スペースや衣服のシェア、家事代行、育児代行、イラスト作成のマッ
チングなど多様な分野で登場しつつあり、一億総活躍社会の実現や地方創生の実
現など、超少子高齢化社会を迎えるわが国の諸課題の解決に資する可能性があり
ます」とある。
図表 1.4

シェアリングエコノミーのイメージ

資料：政府 CIO ポータルより（内閣官房シェアリングエコノミー促進室）
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また、内閣官房シェアリングエコノミー促進室によると、シェアリングエコノ
ミーは「①破壊的なイノベーション」と「②温もりのあるイノベーション」の 2
つのタイプに分類されるという。
「①破壊的なイノベーション」とは、スペースシェアやライドシェアなど、新
たな需要を掘り起こし、市場に劇的な変化をもたらす分野をさしている。一方、
「②
温もりのあるイノベーション」は地域に共助の精神などを育み、地域コミュニテ
ィの再生や地域独自の課題の解決を目的としたイノベーションである。
国や行政が地域の社会的な課題を解決するためにシェアリングエコノミーの活
用を検討する場合、後者の「②温もりのあるイノベーション」に重きを置いてい
る。
シェアリングエコノミーは、サービスの提供者や利用者の数が増加するとサー
ビスの信頼性が高まるというように、正に比例する性質があり、それが持続可能
なモデルのベースととなっている。しかし、国や行政が想定しているシェアリン
グエコノミーの活用は、地域の課題を解決するために、地域の既存の資源を利用
しつつ、コミュニティ内で完結するものが主流であるため、必ずしも多くのユー
ザーを掴む必要性はないと考えている。
図表 1.5

シェアリングエコノミーの特色

破壊的なイノベーション

温もりのあるイノベーション

新たな需要・ニーズ
への対応

地域課題の解決
地域コミュニティの再生

市場の劇的な変化

地域の共助精神の育成

•
•

ニーズに合わせた
サービスを検討
世界規模、全国規模
での展開に期待

•
•

地域の既存資源を最
大限活用
課題をコミュニティ
内で完結

課題の解決を重視し、民間企
サービス利用者・提供者の
業のノウハウを駆使しながら、
増加が、サービスの信頼性や
行政コストの低減をはかる
価値を向上させる
資料：内閣官房シェアリングエコノミー促進室へのヒアリングより、㈱山陰合同銀行が作成
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b. 一般社団法人 シェアリングエコノミー協会による定義
一般社団法人シェアリングエコノミー協会（以下、協会）は、国内外の社会的
価値のあるシェアサービスの普及や認知度の向上を業界全体で盛り上げるための
団体として、2016 年 1 月に設立された。設立当初の会員数は 30 社程度であったが、
2018 年 5 月現在では約 230 社が加盟している。協会の主な活動は、①メディア広
報、勉強会・セミナーなどの開催（ユーザー、既存事業者、行政等）、②認証マー
クやモデルガイドラインの周知による安全・安心対策、③会員企業のマッチング・
連携推進、④会員向けサービスの提案と開発（シェアサービスや保険等）の 4 つ
を柱としている。
協会では、シェアリングエコノミーを「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（賃借や売買や提供）をしていく新しい経済の動きです。
シェアリングエコノミーは、主に場所・乗り物・モノ・人・スキル・お金の 5 つ
に分類されます」と定義している。
図表 1.6

シェアリングエコノミー協会の定義

資料：一般社団法人シェアリングエコノミー協会「講演資料」より
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１.１.４.

本調査におけるシェアリングエコノミーの位置づけ

《本調査におけるシェアリングエコノミーの定義》
① 個人間での相互取引（CtoC）であり（一部GtoC 13 、BtoCを含む）、やり取りを
行う上で相互の評価が重要視されること
② インターネット上のシェアプラットフォームを介していること
③ 未利用資産・能力の活用により資産価値を高めること

本節では国内外でのシェアリングエコノミーの定義づけや議論を整理してきた。
それぞれの共通点に基づき、本調査におけるシェアリングエコノミーの定義を以
下の通りとする。
① 個人間での相互取引（CtoC）であり（一部 GtoC 、BtoC を含む）、やり取りを
行う上で相互の評価が重要視されること
② インターネット上のシェアプラットフォームを介していること
③ 未利用資産・能力の活用により資産価値を高めること
ただし、自治体や公益性の高い団体（G）から利用を希望する個人（C）に、目
的外の遊休資産、未利用資産を活用してもらうといった G to C についても、本事
例の対象とする。また、法人（B）が所有する資産を個人（C）に提供する B to C
の場合でも、法人が所有するオフィスの空き室や空き駐車場を共有する行為その
ものは、本業にあたらない未利用資産の活用であるため、本調査のシェアリング
エコノミーの定義の対象とする。
以上のことから、レンタカー、貸し CD／DVD などの従来型のレンタル業におい
ては、その事業そのものを本業としているという観点から、シェアリングエコノ
ミーには含めないこととする。
また、ミスリードが起こりやすいシェアサービスとして、
「サイクルシェア」や
「カーシェア」等がある。これらのサービスにおいても、個人等が所有している
未利用資産の活用というものであれば、本調査のシェアリングエコノミーの定義
に含まれるが、法人等が本業のために所有している場合は定義から外れることと
している。例えば、事業者が実施しているサイクルシェア（レンタサイクル）や
法人所有のカーシェアなどがこれにあたる。

13 詳細は後述するが、島原市では、市の財産である島原城や湧水庭園四明荘（島原観光ビューロ
ーへ指定管理を委託）に関して、目的外利用のための条例を整備した上で、営業時間外に貸し出す
といった取り組みを行っている。
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図表 1.7 本調査におけるシェアリングエコノミーのイメージ

サービス提供者（供給）

サービス利用者（需要）

インターネット上の
シェアプラットフォーム

※C to C 型のプラットフォームでは、個人はモノやサービ
ス等の「利用者」であり、「提供者」にもなり得る。
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１.２.

シェアリングエコノミーの現状

本節では、シェアリングエコノミーの現状として、経済的なインパクトを知る
ための市場規模と普及度合いを示す認知度について国内外の動向を概観する。
１.２.１.

シェアリングエコノミーの市場規模

a. シェアリングエコノミーの世界市場規模
PwC 英国の調査によると、Airbnbに代表される民泊サービスや、Uberに代表さ
れる自家用車によるライドシェア事業などシェアリングエコノミー主要 5 業種

14

の世界全体の売上高は 150 億ドル（2013 年）と推定されている。従来型レンタル
業主要 5 業種

15

の市場規模は 2,400 億ドル（2013 年）とされており、2013 年の対

象 10 業種に占めるシェアリングエコノミー産業の割合は 5％程度である。
しかし、2025 年には、シェアリングエコノミー産業の総売上額は 3,350 億ドル
になり、従来型レンタル業の総売上額と肩を並べるまで急成長すると推計されて
いる。
図表 1.8

シェアリングエコノミー産業と従来型レンタル業の想定売上増加額

シェアリングエコノミー
150億ドル（2013年）

シェアリングエコノミー
3,350億ドル（2025年）

従来型レンタル業
3,350億ドル（2025年）

従来型レンタル業
2,400億ドル（2013年）

シェアリングエコノミー

従来型レンタル業

資料： PwC 英国 Website 「The sharing economy – Sizing the revenue opportunity」より
㈱山陰合同銀行が作成
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同調査の市場規模は「Ｐ2Ｐ型貸出およびクラウドファンディング（金融）」、「オンラインスタ
ッフィング（人材）」、「Ｐ2Ｐ型宿泊（宿泊施設）」、「カーシェアリング（自動車）」、「音楽および映
像ストリーミング（音楽・ビデオ配信）」の 5 分野における売上高及び推計を示している。
15 「機器レンタル」
、「Ｂ＆Ｂおよびホステル」、「書籍レンタル」、「レンタカー」、「DVD レンタル」
の 5 業種。
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b. 国内におけるシェアリングエコノミーの市場規模
上述の通りシェアサービスは、
「モノ」、「空間」、「スキル」、「移動」、「お金」の
シェアリングの対象によって 5 つに分類されている。以下でみる 2 つの国内にお
ける市場規模の推計においても、この 5 類型を基に分析している。
図表 1.9

主なシェアリングエコノミーの分類と事業者（再掲）

資料：（一社）シェアリングエコノミー協会ホームページより（2019 年 1 月 7 日掲載）
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(a)プラットフォーム事業者に重点をおいた市場規模
株式会社矢野経済研究所が 2018 年に実施した「シェアリングエコノミー（共有
経済）市場に関する調査
ーの市場規模

17

16

」によると、2017 年度の国内のシェアリングエコノミ

は、前年度比 32.8％増の 716.6 億円であった。

2019 年のラグビーワールドカップや 2020 年の東京オリンピックによる宿泊需
要・観光需要の増加、株式投資型クラウドファンディングやソーシャルレンディ
ングへの参入事業者の増加など、シェアリングエコノミーに関するサービスの拡
大に期待がもてることから、シェアリングエコノミーの国内市場規模は今後も拡
大を続け、年平均成長率（CAGR）17.0％で推移し、2022 年度には 1,386.1 億円に
達すると予測されている。
図表 1.10

シェアリングエコノミー国内市場規模推移と予測

（単位：百万円）
160,000

138,610

140,000

126,980

120,000

112,950
97,700

100,000

82,470
80,000

60,000

71,660
53,950

40,000

20,000

0

2016年度

2017年度

資料：㈱矢野経済研究所

2018年度
見込

2019年度
予測

2020年度
予測

2021年度
予測

2022年度
予測

2018 年 9 月 12 日プレスリリース資料
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同調査におけるシェアリングエコノミー市場とは、不特定多数の人々がインターネットを介し
て乗り物・スペース・モノ・ヒト・カネなどを共有できる場を提供するサービス市場のみを指す。
ただし、音楽や映像のような著作物は共有物の対象にしていない。
17 同調査におけるシェアリングエコノミー市場規模は、サービス提供事業者のマッチング手数料
や販売手数料、月会費、その他サービス収入などのサービス提供事業者売り上げベースで算出。
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(b)シェアサービス利用者・提供者に重点をおいた市場規模
株式会社情報通信総合研究所は「ICTサービスの利用に関するアンケート調査
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（2016 年）」において、サービスの提供者と利用者（個人や組織等）の取引金額を
ベースに国内におけるシェアリングエコノミーの市場規模を推計している。
2016 年のシェアリングエコノミーの市場規模（取引ベース）は、1 兆 1,812 億
円であり、サービスの利用意向を加味した推計では、将来的には 2 兆 6,323 億円
まで拡大の可能性があるとしている。
上述の 5 類型別にみると、「空間（スペース）」のシェアが最も大きく、6,783
億円（潜在市場 1 兆 3,121 億円）で、以下、
「モノ」のシェアが 2,197 億円（同 5,909
億円）、「移動」のシェアが 1,181 億円（同 2,687 億円）、「お金」のシェアが 900
億円（同 2,211 億円）、「スキル」のシェアが 751 億円（同 2,359 億円）と続いて
いる。
図表 1.11

主なシェアリングエコノミーの分類と事業者

提供による収入

利用による支出
2016年
4,401億円

2016年
1兆1,812億円

潜在市場
2兆6,323億円

提供側

潜在市場
1兆1,144億円

利用側
マッチングサービス

１兆3,121億円

スペースのシェア（6,783億円）

スペースのシェア（1,170億円）

5,909億円

モノのシェア（2,197億円）

2,687億円

移動のシェア（1,181億円）

移動のシェア（1,490億円）

2,395億円

スキルのシェア（751億円）

スキルのシェア（661億円）

2,070億円

2,211億円

お金のシェア（900億円）

お金のシェア（320億円）

800億円

資料：㈱情報通信総合研究所

モノのシェア（760億円）

2,187億円

2,122億円

3,965億円

2017 年 6 月 28 日プレスリリース資料より
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シェアサービスでの取引金額の推計方法は以下の通りである。
インターネットユーザのシェアサービス利用率、利用することによる月額平均収入・支出をアン
ケート調査から取得し、総務省が公表している年代別の人口、インターネット利用率を用いて取引
金額を推計した。なお、月額平均収入・支出については、現時点での利用ユーザーが少ないため、
年代別ではなく回答者全体の平均値を用いている。
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１.２.２.

シェアサービスの認知度と利用経験

a. シェアサービスの認知度（日本、国際比較）
総務省の「ICT によるインクルージョンの実現に関する調査研究（2018 年）」に
よると、日本国内におけるシェアサービスの認知度は、全体では「民泊サービス
（31.5％）」や「駐車場のシェアリング（23.0％）」において高いことがうかがえ
る。
男女別にみると、男性では、全てのシェアサービスの項目において 20 歳代にお
ける認知度の高さがうかがえる。特に、
「駐車場のシェアリング（31.0％）」や「個
人の家事等の仕事・労働のシェアサービス（13.0％）」は、他の世代よりも認知度
が高い。一方で、女性は、概ね全てのシェアサービスにおいて 30 歳代の認知度が
高いことが調査結果からみてとれる。
「 民泊サービス」は、50 歳代の認知度も高い。
図表 1.12

全体 (n=1200)

シェアサービスの認知度（複数回答、日本）

単位（％）
個人所有のモノの
駐車場のシェアリン
個人の家事等の仕
民泊サービス
シェアサービス
グ（Akippa、ラクパ、 ライドシェア（Uber、
事・労働のシェア
上記に当てはまるも
（Airbnb、HomeAway
（Anyca（車）、軒先
SUUMOドライブな
nottecoなど）
サービス（AsMama、
のはない
など）
シェアサイクル（自
ど）
エニタイムズなど）
転車）など）
23.0
14.2
31.5
8.4
11.0
58.3

男性 20～29歳 (n=100)

31.0

24.0

32.0

13.0

15.0

45.0

30～39歳 (n=100)

22.0

21.0

32.0

7.0

10.0

54.0

40～49歳 (n=100)

25.0

19.0

32.0

6.0

12.0

62.0

50～59歳 (n=100)

20.0

16.0

26.0

7.0

11.0

61.0

60～69歳 (n=100)

16.0

20.0

27.0

7.0

8.0

65.0

70～79歳 (n=100)

11.0

11.0

22.0

5.0

12.0

66.0

女性 20～29歳 (n=100)

27.0

14.0

34.0

11.0

12.0

59.0

30～39歳 (n=100)

34.0

16.0

39.0

12.0

11.0

48.0

40～49歳 (n=100)

24.0

11.0

34.0

10.0

8.0

59.0

50～59歳 (n=100)

23.0

6.0

39.0

3.0

9.0

59.0

60～69歳 (n=100)

20.0

9.0

34.0

9.0

9.0

60.0

70～79歳 (n=100)

23.0

3.0

27.0

11.0

15.0

61.0

資料：「ICT によるインクルージョンの実現に関する調査研究（2018 年）」（総務省）
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次にシェアサービスの認知度について国別に比較すると、
「駐車場のシェアリン
グ」は、他国と比べ日本の認知度が高いことがうかがえる。一方で、「ライドシェ
ア」、「民泊サービス」、「個人の家事等の仕事・労働のシェアサービス」、「個人所
有のモノのシェアサービス」は、アメリカ、ドイツ、イギリスの方が高いという
結果がでている。特に、「ライドシェア」は、認知度の差が顕著にでている。
図表 1.13

シェアサービスの認知度（複数回答、国際比較）

日本 (n=1000)

（％）

アメリカ (n=1000)

ドイツ (n=1000)

イギリス (n=1000)

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0

50.8
47.4
40.2

20.0
10.0

20.0
18.2
15.6
15.1

24.2

57.2

41.3
38.0
34.7

35.1 36.8
32.9 33.6
8.5

0.0

13.2
15.4 11.5
10.59.7
7.2
7.0

資料：「ICT によるインクルージョンの実現に関する調査研究（2018 年）」（総務省）
注：他国の回答と合わせるため、日本の回答は 70 代の人の回答を除いて集計している。
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b. シェアサービスの利用経験（日本、国際比較）
日本国内のシェアサービスの利用経験をみると、
「駐車場のシェアリング」や「民
泊サービス」で若干の利用がみられるもの、全体的にシェアサービスの利用が進
んでいないことがわかる。
ただ、「駐車場のシェアリング（13.0％）」、「ライドシェア（5.0％）」、「民泊サ
ービス（3.0％）」において、割合は少ないが 20 代の男性の利用がみられることか
ら、今後、若者を中心とした利用普及が進む可能性があることが予想される。
図表 1.14

全体 (n=501)

シェアサービスの利用経験（複数回答、日本）

単位（％）
個人所有のモノの
駐車場のシェアリン
個人の家事等の仕
シェアサービス
民泊サービス
グ（Akippa、ラクパ、 ライドシェア（Uber、
上記に当てはまるも
事・労働のシェア
（Anyca（車）、軒先
（Airbnb、HomeAway
nottecoなど）
SUUMOドライブな
のはない
サービス（AsMama、
など）
シェアサイクル（自
ど）
エニタイムズなど）
転車）など）
3.7
1.8
2.0
1.3
0.6
34.3

男性 20～29歳 (n=55)

13.0

5.0

5.0

3.0

2.0

33.0

30～39歳 (n=46)

4.0

4.0

1.0

2.0

1.0

35.0

40～49歳 (n=38)

5.0

1.0

4.0

0.0

1.0

30.0

50～59歳 (n=39)

2.0

3.0

0.0

1.0

2.0

32.0

60～69歳 (n=35)

2.0

0.0

1.0

3.0

1.0

29.0

70～79歳 (n=34)

3.0

0.0

0.0

1.0

0.0

30.0

女性 20～29歳 (n=41)

1.0

4.0

5.0

0.0

0.0

35.0

30～39歳 (n=52)

4.0

0.0

3.0

0.0

0.0

45.0

40～49歳 (n=41)

3.0

2.0

2.0

0.0

0.0

35.0

50～59歳 (n=41)

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

40.0

60～69歳 (n=40)

5.0

1.0

0.0

3.0

0.0

33.0

70～79歳 (n=39)

2.0

0.0

3.0

2.0

0.0

34.0

資料：「ICT によるインクルージョンの実現に関する調査研究（2018 年）」（総務省）
注：シェアリングエコノミーを利用しているないしは知っていると回答した人のみ。
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次に、シェアサービスの利用経験について国別に比較すると、わが国は、すべ
ての項目において他国よりも利用者が少ないことがわかる。図表 1.13、1.14 で確
認した通り、シェアサービスに対する一定の認知度はあるものの、サービスの利
用には結びついていないことが現状としてある。なかでも、欧米諸国と比べると
「ライドシェア」の利用経験が少ないことがわかる。
図表 1.15
（％）
90.0

シェアサービスの利用経験（複数回答、国際比較）

日本 (n=1000)

アメリカ (n=1000)

ドイツ (n=1000)

イギリス (n=1000)

80.0
70.0
60.0
50.0

81.1

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

16.7 14.0
12.3
4.9
9.1

36.9
27.4
22.5

18.2
7.2
17.4
16.2
2.8
5.2 4.6
4.9

48.7
48.4
38.7
1.6

7.4

3.7 2.7

資料：「ICT によるインクルージョンの実現に関する調査研究（2018 年）」（総務省）
注：他国の回答と合わせるため、日本の回答は 70 代の人の回答を除いて集計した。
シェアリングエコノミーを利用しているもしくは知っていると回答した人のみ。
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１.２.３.

シェアリングエコノミーの普及にかかる国の動向

国内のシェアリングエコノミーの市場規模や認知度、利用・提供経験からもわ
かるように、国内におけるシェアリングエコノミーの普及は着実に進んでいる。
シェアリングエコノミーは、既存のリソースを効率的に活用することや個人が
多種多様なサービスを提供・享受することを可能とするものであり、新しいソリ
ューションやイノベーションの創出を通じて、わが国の課題解決にも貢献が期待
される。政府は内閣官房や総務省を中心に、こうした国内の社会問題や地域課題
の解決にシェアリングエコノミーを活用する取り組みを支援している。
a. 内閣官房シェアリングエコノミー促進室
内閣官房シェアリングエコノミー促進室は、2016 年 11 月に内閣官房 IT 総合戦
略室長（政府 CIO）の下に設置されたシェアリングエコノミー検討会議にて取りま
とめられた中間報告書を受け、内閣官房 IT 総合戦略室内に設置され、以下のよう
な役割を担っている（図表 1.16 参照）。
 情報提供・相談窓口のほか、自主的ルールの普及・促進、関係府省等との連絡
調整、ベストプラクティスの紹介、その他のシェアリングエコノミー促進に関
する取組推進
 毎年 1 回、進捗状況を公表。サービスの進展を踏まえ、モデルガイドラインを
含め、適宜施策を見直し、着実に推進
（政府 CIO ポータルより）

図表 1.16

内閣官房シェアリングエコノミー促進室の活動

資料：内閣官房シェアリングエコノミー促進室提供

23

《シェア・ニッポン 100 の作成と公表》
シェアリングエコノミー促進室が作成・公表しているベストプラクティス集「シ
ェア・ニッポン 100」
（2018 年 3 月公表）では、自治体におけるシェアサービス導
入事例を取りまとめており、シェアサービスを活用し、社会課題や地域課題の解
決に取り組んでいる自治体（先行事例）を紹介している。今後は、順次改定を行
い、2020 年度までには少なくとも 100 事例まで充実化を図る予定である。
図表 1.17

シェア・ニッポン 100～みらいへつなぐ地域の活力～

資料：政府 CIO ポータルより（内閣官房シェアリングエコノミー促進室）
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《シェアリングエコノミー伝道師の派遣

19

》

シェアリングエコノミー伝道師とは、地方においてシェアリングエコノミーを
導入するため、豊富な知見や活用の実績等を備え、シェアリングエコノミーの活
用をわかりやすく説明する人材である。
シェアリングエコノミー伝道師の役割は、わが国の超少子高齢社会における諸
課題に対応するため、地域内外の様々な関係者間の仲介役となり、地域独自の課
題や魅力に気づき、その解決や活用に向けて、シェアリングエコノミーを一つの
主要な手段として推進し、安全・安心・快適な地域環境の整備を図ることである。
シェアリングエコノミーの地域への普及展開にあたっては、①既知の成功事例
をよく学び、それらを参考にして、最適な解決手法を選択して導入すること、②
地域の方と共に課題の本質を把握し、新たなソリューションを創り出して適用す
ることを目指して活動を行うこと、の 2 点が重要となる。
内閣官房シェアリングエコノミー促進室では、シェアリングエコノミー伝道師
の派遣等を通じ、ベストプラクティスとして地方への展開を模索している。
図表 1.18

シェアリングエコノミーの地域へ普及展開について

資料：内閣官房シェアリングエコノミー促進室提供資料

19

シェアリングエコノミー伝道師の派遣は、総務省の地域情報化アドバイザー制度を利用し、派
遣される。
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b. 総務省
《シェアリングエコノミー活用推進事業》
総務省では、2018 年度から新たに地方公共団体向けのシェアサービス導入支援
制度である「シェアリングエコノミー活用推進事業」を整備した。同制度は、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、地方公共団体が実施するモデル事
業を支援するものである（図表 1.19 参照）。
支援の対象は、①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、②シェアリングエコノミー活用に当たっての課題を
解決し、活用を促進するための方策の検討となっている。
今後は、同制度を活用し、モデル事業を実施した地方公共団体から報告された
成果について、分野ごとに総合的な分析、とりまとめを行い、横展開につなげる
ことを目指している。
図表 1.19

シェアリングエコノミーを活用した地域課題解決の取組イメージ

資料：「総務省におけるシェアリングエコノミーに関する取り組み（資料 10.4）」（総務省）

26

《総務省によるその他の支援（一部）》
総務省では、上述の「シェアリングエコノミー活用推進事業」の他にも、地方
公共団体のシェアサービス導入に活用できる支援スキームがある。
IoT サービス創出支援事業は、地方公共団体、大学、ユーザー企業等から成る地
域の主体が、生活に身近な分野における IoT サービスの実証事業に取り組み、克
服すべき課題を特定し、その解決に資するリファレンス（参照）モデルを構築す
るとともに、データ利活用の促進等に必要なルールの明確化等を行うものである
（図表 1.20 参照）。
地域 IoT 実装推進事業は、「地域 IoT 実装推進ロードマップ（2016 年 12 月とり
まとめ、2017 年 5 月改定）」における「分野別モデル」の成功モデルの普及展開を
推進するため、IoT 実装に取り組む地域に対して、初期投資・連携体制の構築等に
かかる経費補助を行う制度であり、IoT の強みを活かし、地域課題の解決や地域の
活性化を推進するものである（図表 1.21 参照）。
図表 1.20

IoT サービス創出支援事業のイメージ

資料：「総務省におけるシェアリングエコノミーに関する取り組み（資料 10.4）」（総務省）

図表 1.21

地域 IoT 実装推進事業のイメージ

資料：「総務省におけるシェアリングエコノミーに関する取り組み（資料 10.4）」（総務省）

27

１.２.４.

地域課題の解決に資するシェアサービスの利用意向

近年、人口減少や少子高齢化、都市部への人口集中が社会問題となっている。
そうしたなかで、若者世代や高齢者のひとり暮らし世帯などの町内会、自治会へ
の加入率は低下しており、地域コミュニティが希薄になっている。今後もこうし
た情勢に拍車がかかり、コミュニティから孤立する人の割合が増加することが予
想される。一方で、インターネット上では、若い世代を中心に SNS 等によるコミ
ュニティの形成が進んでおり、こうしたネット上のコミュニティを地域の課題解
決に活用する動き（ICT による地域コミュニティのインクルージョン）がみられる
（図表 1.22 参照）。
SNS などの ICT プラットフォームを活用することで、地域の人たちが抱えている
「様々な困りごと（ニーズ）」に、同じ地域に住んでいる「助けたいと思う意向（シ
ーズ）」をタイムリーにマッチングすることが可能になる。こうしたプラットフォ
ームはシェアリングエコノミーの概念と多くの部分で共通している。
図表 1.22

ICT による地域のつながり構築

資料：「ICT によるインクルージョンの実現に関する調査研究（2018 年）」（総務省）
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図表 1.23 と 1.24 はそれぞれ、日常生活の支援における ICT プラットフォーム
の利用意向について困っている人の回答と助けたい人の回答についてのアンケー
ト結果を示したものである。
図表 1.23 をみると、困りごとを抱えている人については、日常生活の支援にお
ける ICT プラットフォームがあれば、利用してみたいと回答した割合が概ね半数
に上った。
具体的な項目をみると、
「ふだんの買いものを頼む相手が欲しい」、
「日常のちょ
っとした家事を頼む相手が欲しい」、
「心配事や悩みごとを相談する相手が欲しい」
というところにニーズがあることがうかがえる。
図表 1.23

日常生活の支援における ICT プラットフォームの利用意向
（困っている人）
ぜひ使ってみたい
あまり使ってみたいとは思わない
わからない
0%
20%
40%

日常のちょっとした家事を頼む相手が欲しい (n=64)

17.2

外出時の移動を頼む相手が欲しい（病院への送り迎
え等） (n=44)

15.9

情報収集を手伝ってくれる相手が欲しい (n=72)
病気で何日か寝込んだ時に看病や世話を頼む相手が
欲しい (n=76)
家族の介助や介護を手伝って欲しい (n=25)

15.8

心配ごとや悩み事を相談する相手が欲しい (n=169)

45.7
5.9

11.4

46.2

25.0

9.7

31.6
40.0

12.0 4.0

31.4
19.5

11.1

3.9 11.8

14.3
10.1
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9.1

12.1 3.0 9.1

36.8
32.0

100%

6.3 9.4

29.5
54.5

43.1

育児や子育てを手伝って欲しい (n=35)

80%

28.1

34.1

11.1

12.0

60%

39.1

21.2

ふだんの買いものを頼む相手が欲しい (n=33)

使ってみたい
全く使ってみたいとは思わない

8.6

18.3

地域の人の困りごとを助けたい、助けてよいと考えている人については、有償、
無償を問わず、困りごとに対する支援を引き受けたいと回答した人の 3～6 割が
ICT プットフォームを使ってみたいと回答していた。
具体的な項目をみると、
「病気の看病や世話」、「育児・子育ての手助け」、
「情報
収集の手助け」、
「日常のちょっとした家事の代行」などで、ICT プラットフォーム
を使ってみたい人の割合が高くなっている。
図表 1.24

日常生活の支援における ICT プラットフォームの利用意向
（助けたい人）

ぜひ使ってみたい

使ってみたい

あまり使ってみたいとは思わない

外出時の移動 日常のちょっと
の手助け（相 した家事の代
相談相手にな 育児・子育ての 家族の介助、 病気の看病や 情報収集の手
乗り等）
行
る
手助け
介護の手助け
世話
助け
買い物の代行

0%

10%

無償でも引き受けたい (n=117)
お金がもらえるのであれば引き受けたい (n=298)

4.8

無償でも引き受けたい (n=168)
お金がもらえるのであれば引き受けたい (n=309)

6.7

無償でも引き受けたい (n=128)
お金がもらえるのであれば引き受けたい (n=165)

40.9

39.4

8.5
5.8

9.5
7.8

29.1
40.6

38.7

20.8
27.0

42.8
35.4

21.4

3.6

29.1
36.7

12.9

無償でも引き受けたい (n=236)

4.2

18.2

37.0
25.0

19.0

10.4

43.6

7.9

7.4

8.6
22.6

26.3
33.5

14.6
16.4
16.4
20.3

7.9

15.8

6.9

18.8

8.7

18.3

5.1
10.9
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15.4
22.6

32.7

18.2

10.2

23.9

5.2

32.9

36.9

18.1

8.7

19.1

90%

18.5

2.6

30.2

42.9

7.9

5.6

22.2

34.5

5.5

80%

9.1

39.3

8.9

わからない

70%

22.2

38.9

5.1

お金がもらえるのであれば引き受けたい (n=230)

お金がもらえるのであれば引き受けたい (n=257)

60%

31.4

12.2

無償でも引き受けたい (n=101)

50%

38.0

12.0

無償でも引き受けたい (n=55)
お金がもらえるのであれば引き受けたい (n=189)

全く使ってみたいとは思わない
40%

36.6

無償でも引き受けたい (n=115)
お金がもらえるのであれば引き受けたい (n=374)

30%

15.7

無償でも引き受けたい（n=108)
お金がもらえるのであれば引き受けたい (n=331)

20%

17.4
14.4

100%

１.３.

シェアリングエコノミー普及の技術的背景

インターネット上のプラットフォームで取引が行われるシェアリングエコノミ
ーの拡大の技術的背景には、ブロードバンドとモバイルインターネットの普及、
そして、スマートフォンの急速な普及による、インターネットアクセス端末のパ
ーソナル化、モビリティ化などがある。また、上述の IT 技術の進展により、オン
ライン上での個人間のつながりを創出し、関係を維持していくソーシャルメディ
アの発展もシェアリングエコノミーの拡大に大きく寄与している。そして、技術
的な側面では、ブロックチェーン技術の登場も大きな要因としてあげられる。
本節では、インターネット利用の普及、スマートフォン利用の普及、ソーシャ
ルメディアの利用者拡大、ブロックチェーン技術の発展の 4 つに焦点をあてて論
述する。
１.３.１.

インターネット利用の普及

シェアリングエコノミーはインターネット上のプラットフォームを介したサー
ビスのやり取りであるため、インターネットの普及がシェアサービスの普及に大
きく関係していることは自明である。そこで、総務省が実施している通信利用動
向調査より、わが国における個人のインターネット利用者の割合について直近の
2017 年調査とスマートフォン普及前の 2008 年調査とを比較する。
13 歳～19 歳から 40 代までの世代では、既に 2008 年にインターネット利用率が
90％以上の高い水準にある。その一方で、60 代と 70 代では、過去 1 年間にインタ
ーネットを利用したと回答した割合が、この 9 年間で 20％近く増加している。
60 代以上のインターネット利用割合の増加については、2008 年調査の 50 代以
上の利用割合が、2017 年の 60 代の利用割合と同等程度であることから、新規利用
の増加よりも、むしろインターネット利用者の加齢の結果と考えられる。
今後も、同様の理由により 60 代以上のインターネット利用割合は増加すること
が予想される。それに伴い、若者世代だけではなく、高齢世代におけるシェアサ
ービス利用機会の増加にも期待がもてる。
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図表 1.25 個人のインターネット利用者の割合の推移

100.0

95.5

90.0

96.3

2008年
97.8
95.7

92.0

2017年
96.8

92.4
82.2

80.0
70.0

96.9

98.7

68.9

73.6

73.9

60.0

51.5

50.0

46.7

40.0

27.7

30.0

20.1
14.5

20.0
10.0
0.0
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１.３.２.

スマートフォン利用の普及

個人がインターネットに接続する際に使用する端末について年齢別にみると、
13～49 歳ではスマートフォンの利用者が 8 割を超えており、接続端末の中で最も
高い割合を占めいている。その一方で、60 歳以上の年代をみると、スマートフォ
ンよりもパソコンからのアクセスが多いことがわかる。また、80 歳以上に限って
は、スマートフォンよりも、携帯電話（フィーチャーフォン）の利用が多い。年
齢が高くなるにつれて、携帯電話（フィーチャーフォン）の利用率が高くなって
いることから、これらの年齢層ではスマートフォンの普及が進んでいないことが
わかる。
図表 1.26
パソコン

携帯電話(ＰＨＳを含む)

94.8

100.0
90.0

インターネット接続端末

92.5

82.2

80.0

72.7

70.1

スマートフォン

86.9
72.8

50.0

54.0
47.1
39.9

40.0

10.0

56.5

66.8

63.7

54.8
48.4
37.0

29.4

30.0
20.0

75.1
72.1

70.0
60.0

ゲーム機・ＴＶ等

9.3

6.1

22.9

22.7

5.4

6.6

16.8
10.6

0.0
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21.2

32.1

6.3

5.7

37.3
30.1

14.6
12.0

6.3

スマートフォンの個人保有率をみると、全体平均では 2013 年に 39.1％であった
個人保有率が、直近の 2017 年には 60.9％まで上昇している。
年代別にみると、2017 年の 20 代、30 代のスマートフォン保有率は 9 割を超え
ている。この世代は、2000 年以降に成人・あるいは社会人になるミレニアル世代
と呼ばれ、インターネットが普及した環境で育った最初の世代であり、ICT との親
和性が高いといわれている。また、50 代においても、その 7 割がスマートフォン
を保有しており、多くの世代で個人保有率の増加傾向にあることがうかがえる。
一方で、2017 年の 70 代のスマートフォン保有率の割合は 18.8％、80 代が 6.1％
と世代による利用格差が大きいことがみてとれる。
シェアサービスでは、利用者と提供者のマッチングから決済までのほとんど全
ての過程において、スマートフォンを利用することが多い。スマートフォンが特
に普及していない 70 代、80 代のシェアサービスの利活用、普及促進は、現時点で
は難しいと考えられる。
図表 1.27

100.0%

スマートフォンの個人保有率の推移
6～12歳
50代

全体
40代

13～19歳
60代
92.9%

88.9%
80.0%

60.0%

83.7%
72.1%

71.7%

64.3%

64.6%

39.1%

79.3%
74.8%

79.0%

44.7%
42.5%

11.0%
0.0%

3.7%
1.6%
2013

94.5%
91.7%

81.4%
79.9%

79.5%

72.7%
60.9%

56.8%

33.8%
31.8%

33.4%

20.5%

30.3%

18.8%

16.2%
9.2%

5.3%
1.2%
2014

85.5%

44.6%

28.4%
17.9%

94.2%
90.4%

53.1%

33.4%
20.0%

30代
80歳以上

66.0%
56.9%

53.9%
40.0%

86.2%

20代
70代

1.9%
2015
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13.1%
3.3%
2016

6.1%
2017

１.３.３.

ソーシャルメディアの利用者拡大

インターネットの高速化、そしてインターネット接続端末のモバイル化が進ん
だことにより、IT 技術を活用した様々なコンテンツが生まれた。ブログやソーシ
ャルネットワーキングサービス、動画共有サイトなど、利用者が情報を発信し、
形成していくソーシャルメディアもそのコンテンツである。
図表 1.23 は、インターネットで利用した機能・サービスを示したものである。
全世代を通して利用率が最も高かったのは、「電子メールの送受信」である。6～
12 歳を除いた全ての世代で、利用率が 50％以上あり、世代間の差は他の機能やサ
ービスほど大きくなかった。近年、若い世代を中心に利用が拡大しているソーシ
ャル・ネットワーキング・サービス（以下、SNS）をみると、40 代以下の世代と
50 代以上の世代で利用率が二極化していることがみてとれる。SNS はプラットフ
ォーム上で知人とつながるだけでなく、電子メールと同様に直接コミュニケーシ
ョンをとれるツールであるため、今後は電子メールによるコミュニケーションか
ら大きくシフトすることが考えられる。また同様の傾向が「動画投稿・共有サイ
トの利用」や「無料通話アプリやボイスチャットの利用」にもみられる。
こうしたインターネット上のプラットフォームを利用したつながりは、オンラ
インのプラットフォームを介した個と個のやり取りで成り立っているシェアリン
グエコノミーには不可欠である。今後、こうした SNS 等の利用がさらに普及すれ
ば、シェアサービスを利用する機会も増えることが予想される。
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図表 1.28 インターネットで利用した機能・サービス
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80.2
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63.4

65.8

57.6
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8.6

49.1

38.6

21.3
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22.4
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5.6
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２０～２９歳

84.1
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58.5
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13.0

61.7
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47.5

72.4

71.3
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34.1

34.5
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30.5
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11.4
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資料：「平成 29 年通信利用動向調査（2018 年）」
（総務省）
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１.３.４.

ブロックチェーン技術の発展

a. ブロックチェーンの概要
ブロックチェーン技術とは、情報通信ネットワーク上にある端末同士を直接接
続し、取引記録に暗号技術を用いて分散的に処理・記録するデータベースの一種
である。一般社団法人ブロックチェーン協会は、広義的なブロックチェーン技術
の定義を「電子署名とハッシュポインタを使用し改ざん検出が容易なデータ構造
をもち、かつ、当該データをネットワーク上に分散する多数のノード（コンピュ
ータ）に保持させることで、高可用性およびデータ同一等を実現する技術」とし
ている。
図表 1.29

従来型の中央一元管理とブロックチェーンによる分散管理のイメージ

資料：「ICT によるイノベーションと新たなエコノミー形成に関する調査研究（2018 年）」（総務省）
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b. ブロックチェーンの効果
ブロックチェーンによる分散管理では、従来型の一元管理と比較して、以下の 3
つのメリットがある。
1 つ目は、システムに不具合があった場合でも、分散管理しているため、停止せ
ずに維持できる点である。従来型の一元管理では、中央で統括しているシステム
でトラブルが生じた際に、システムが停止してしまい、取引そのものができなく
なってしまう。一方で、ブロックチェーン技術を利用した管理では、分散管理、
分散処理しているため、継続して取引ができる。これを高可用性という。
2 つ目は、高い完全性（安全性の担保）である。暗号技術を組み合わせることに
より、改ざんが極めて難しい分散処置・管理を実現している。ブロックチェーン
は、取引ごとに暗号化した署名を用いている。それに加え、取引データは過去の
ものと連鎖して保存されているため、一部を改ざんするには、過去のデータも全
て改ざんする必要があることから、不正はほぼ不可能といわれている。
3 つ目は、取引コストの削減である。中央一元管理では、中央で管理することに
より第三者に仲介手数料を支払う必要があるが、ブロックチェーン技術を利用す
ることで、バックアップやセキュリティなどシステム面でのコスト削減につなが
る。また、ブロックチェーン上の契約（スマートコントラクト）によるオペレー
ションコストの削減など、業務の効率化による経費の削減にも期待がもてる。
図表 1.30

ブロックチェーンによる分散管理の効果

効果

① 高い可用性

② 高い完全性
（安全性の担保）

③ 取引の低コスト化

具体的な内容
中央一元管理では、管理体に不具合があった場合に全ての
システムが停止してしまう可能性がある。分散管理・処理
を行うことで、ネットワークの一部に不具合が生じてもシ
ステムを維持することができる。
ブロックチェーンは取引ごとに暗号化した署名を用いる
ため、なりすまし行為が困難である。加えて、取引データ
は過去のものと連鎖して保存されているため、一部を改ざ
んするには、過去のデータも全て改ざんする必要があるこ
とから、改ざんはほぼ不可能である。また、台帳により過
去のデータを参照することができるため、データの改ざん
をリアルタイムで監視することが可能である。
中央一元管理では、中央で管理する第三者に仲介手数料を
支払う必要がある。ブロックチェーンのシステムを用いれ
ば仲介役がなくとも安全な取引が行えるため、取引の低コ
スト化が望める。

資料：「ICT によるイノベーションと新たなエコノミー形成に関する調査研究（2018 年）」（総務省）
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c. シェアサービスにおけるブロックチェーン技術の活用と応用
以上のように、ブロックチェーン技術により、低コストで安全性が高い情報交
換システムの構築が可能となる。そして、このブロックチェーン技術は、本調査
の主題であるシェアサービスでも、様々な形で応用されている。
シェアサービス全体で共通する応用事例としては、シェアサービスの利活用時
に不可欠な本人確認手続きがある。シェアサービスにおいては、需要（サービス
の利用者）と供給（サービスの提供者）をマッチングさせるプラットフォームを
運営するシェア事業者（プラットフォーマー）が個人情報を管理している。多く
の場合、プラットフォームの利用時に運転免許証などの本人確認ができる情報を
登録することを義務付けている。こうした個人情報を取り扱う上で、データの改
ざんを実質的に不可能にするブロックチェーン技術を利用することにより、情報
を管理する仲介者の必要性をなくしている。また、スマートコントラクトや支払
い手続きにもブロックチェーン技術は利用されている。
その他にも、物流における商品のトレーサビリティの信頼性を高めることがで
きたり、異なる企業同士の在庫情報を共有することで信頼性の高いデータ連携や
取引基盤の構築ができるようになったり、様々な事業分野での活用と応用が可能
である。
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図表 1.31 ブロックチェーン技術の活用・応用事例
効果

具体的な内容

災害時には政府機関、企業、個人から物資が集まるものの、迅
災害時の物資マッ 速に分配し、現地に届けることが困難である。物資の需要と供給
に関する情報の登録や管理にブロックチェーン技術を用いること
チング
で、信頼性の高い状態での情報流通が可能となり、災害時に必要
としている人・場所に適切な物資を届けることが可能になる。
シェアサービスにおいては、需給をマッチングさせるプラット
シェアサービスに フォームを運営する事業者が情報を管理しており、事業者に対し
おける本人確認手 て仲介手数料を支払う必要がある。ブロックチェーンを利用する
ことによって、需給情報や利用者の信用情報を、改ざん不可能な
続き
形で保存することが可能になり、仲介者の必要がなくなる。
ブロックチェーン技術を活用することによって、エネルギー消
電 力 取 引 の 自 動 費や再エネ発電に関するデータを小単位で処理することが可能と
なり、エネルギーの生産と消費の両方を行うプロシューマーが、
化・効率化
電源の規模や構成によらず、エネルギーを取引できるようになる。

不動産取引

ブロックチェーン技術により、物件情報収集から入居契約まで
手元のスマートフォンアプリで手続きが可能となり、コストや時
間を大幅に削減できる可能性がある。

宅配ボックスにブロックチェーン技術を利用することで、受取
人の情報や配達情報を、改ざんできない状態で記録できる。その
宅配ボックスの配 ため、施錠時に指定した本人しか開けることができなくなり、正
確な配達・受け取りが可能になる。さらに、購入者の荷物の受け
達・受取記録
取りをもって購入代金を販売者に送金するエスクロー機能を活用
すれば、荷物の受け取りとともに決済でき、不在時の代金引取り
荷物の再配達がなくなる。
食品に対する消費者の意識が高まる一方で、食品の産地等を偽
装する事件が発生している。ブロックチェーン技術を活用して、
農産物生産情報の
生産地や生産方法の情報を改ざん不可能な形で管理することがで
管理
きるようになり、品質に対する厳格さや、出荷する農産物の品質
の高さを消費者伝えることができる。
資料：「ICT によるイノベーションと新たなエコノミー形成に関する調査研究（2018 年）」
（総務省）
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１.４.

シェアリングエコノミーの課題

国内でのシェアサービスの利用・提供、認知度が高まるにつれ、シェアリング
エコノミーの課題や問題点が顕在化してきた。そこで、本節では、シェアサービ
スの利用を促進していくにあたっての課題や足かせとなっている法令・規制など
について文献調査等より整理する。
１.４.１.

シェアサービスに対する不安やデメリット

本項では、サービスの消費者の観点からシェアサービスを利用する際に感じる
不安やデメリットについて、先行調査の結果を確認する。こうした不安やデメリ
ットは、今後シェアリングエコノミーを普及させる上での課題や問題点に直結す
るものであると考えられる。
a. シェアサービスを利用したくない理由（国際比較）
・ 「事故やトラブル時の対応に不安があるから」が最多で、海外と比較してもそ
の割合は高い
・ 「個人情報の事前登録などの手続きがわずらわしいから」は他国よりも回答割
合が高い
図表 1.32 は「民泊サービス」、
「一般ドライバーの自家用車に乗って目的地まで
移動できるサービス（以下、ライドシェア）」の 2 つのサービスを利用したくない
理由を示したものである。日本では、利用意向の有無に関わらず、各サービスと
もに「事故やトラブル時の対応に不安があるから」が最も高くなっている。
国別にみると、日本では、
「個人情報の事前登録などの手続きがわずらわしいか
ら」と回答した割合が他国よりも高く、個人情報の取り扱いに慎重であることが
うかがえる。一方で、
「企業が責任を持って提供するサービスの方が信頼できるか
ら」と回答した割合は、他の国よりも低いことから、シェアプラットフォームを
利用した個人間の取引に抵抗を感じる消費者は少ないことがわかる。
今後、シェアリングエコノミーを普及させていくためには、
「信頼性の確保やト
ラブル時のサポート体制」や「個人情報の事前登録などの手続きの簡素化」など
の対策を講じていく必要がある。

41

図表 1.32 国内におけるシェアサービスを利用したくない理由
（単位：％）
単位：％

日本2015年

企業が責任をもって
提供するサービスの
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利用者の口コミによる 事故やトラブル時の
サービス評価には限 対応に不安があるか
界があると思うから
ら
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資料：「IoT 時代における新たな ICT への各国ユーザーの意識の分析等に関する調査研究（2016 年）
」
（総務省）およびみずほ情報総研提供資料（オーストラリア、インド分）
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b. シェアサービスに感じる不安
・ 「個人間でトラブルが起こらないか不安」が最多
・ 世代別では、「個人情報のセキュリティ面が不安」では 20～50 代、「欲しいタ
イミングで利用できないことがありそう」では 30～60 代の割合が高い
図表 1.33 は PGF 生命による「シェアリング・エコノミーと所有に関する意識調
査」の結果である。全回答者（2,000 名）に、シェアサービスにどのような不安を
感じるか尋ねたところ、
「個人間でトラブルが起こらないか不安」が 59.1％で最も
高く、次いで、「個人情報の漏えいなど、セキュリティ面が不安（34.7％）」、「手
続きがわずらわしそう（34.2％）」となっている。
世代別にみると、全体で最も高い割合であった「個人間でトラブルが起こらな
いか不安」では、40 代（63.8％）がその他の世代より高かった。その一方で、
「個
人情報の漏えいなど、セキュリティ面が不安」では、60 代の回答割合が他の世代
よりも低かった。また、
「欲しいタイミングで利用できないことがありそう」では、
20 代の回答割合が他の世代よりも低かった。
図表 1.33

シェアサービスに対する不安

70.0

全体（n=2000）

20代（n=400）

30代（n=400）

40代（n=400）
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30.0

59.1

20.0

34.7

34.2

32.0

31.2

29.5

28.9

10.0

0.0
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手続きがわずら
品質にばらつき 他人とのシェアは
が起こらないか いなど、セキュリ
は、モノが汚れた
で利用できないこ
わしそう
がありそう
衛生面が不安
不安
ティ面が不安
り壊れたりしそう
とがありそう
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31.5
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37.0
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資料：「シェアリング・エコノミーと所有に関する意識調査（2016）」（PGF 生命）を一部改編
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c. シェアサービス利用時の懸念事項
・ すべての項目において「事故やトラブル時の対応」が最多
図表 1.34 は PwC 合同会社による「国内シェアリングエコノミーに関する意識調
査（2018）」の結果である。全回答者（2,000 名）に対して、シェアサービスを「利
用者」として利用する場合の懸念事項を尋ねたところ、
「場所・空間」、
「移動手段」、
「モノ」、「ビジネスプロフェッショナルスキル」、「家事・手伝い・シッターなど
のスキルや労働力」、
「クラウドファンディング／P2P 型資金調達」の全ての項目に
おいて「事故やトラブル時の対応」が最多であった。なかでも、
「場所・空間」、
「移
動手段」において特に多くなっているが、民泊等での業法規制の強化や白タクの
問題などがメディアで取り沙汰されたことが要因として考えられる。
「モノ」にお
いては、他の項目と比べ、「サービス・製品の質」と「サービス・製品の衛生面」
が高くなっている。「家事・手伝い・シッターなどのスキルや労働力」では、「サ
ービス・製品の利用における責任の所在」が他の項目と比べて高い。
図表 1.34

40.0

シェアサービスを借り手として利用する場合の懸念事項

サービス・製品の価格

サービス・製品の質
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サービス・製品の衛生面

事故やトラブル時の対応

サービス・製品の利用における責任の所在

サービス内容の分かりづらさ

WEBサイトやスマートフォンアプリの分かりやすさ、使いやすさ

プライバシーの保護
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資料：「国内シェアリングエコノミーに関する意識調査（2018）」（PwC 合同会社）
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4.3

3.5

4.5

１.４.２.

抵触する可能性がある法令と規制緩和

シェアリングエコノミーにおける個人間等の取引が、特定の業界を規制する既
存の法律に抵触するケースがある。代表的なものとしては、民泊に対する「旅館
業法」、ライドシェアに対する「道路運送法」などがあげられる。
a. 民泊
民泊を例にみると、民泊を反復継続して有償で行う場合、わが国においては旅
館業法の許可が必要となる。近年、急増する訪日外国人観光客の宿泊需要などに
対応するため民泊への関心が高まった。2013 年（平成 25 年）12 月、政府は国家
戦略特区法により滞在日数の下限など一定条件をクリアした施設を旅館業法の適
用除外とし、2016 年（平成 28 年）10 月には滞在日数の要件を緩和した。さらに
2017 年（平成 29 年）6 月に住宅宿泊事業法を公布し、違法民泊への対応、一定の
ルールによる適正化を図るとともに、シェアリングエコノミーの分野で初めて既
存の事業とは切り分けて新たな「事業」として民泊を位置づけた。
図表 1.35

民泊に関する法令の主な動向

2013 年 12 月

国家戦略特区法・公布（「旅館業法の特例」を措置）

2014 年 3 月

国家戦略特区法施行令・公布
（滞在日数の下限（7～10 日）を条例で定めること等を規定）

2015 年 10 月

大阪府

関連条例制定

2015 年 12 月

大田区

関連条例制定

2016 年 1 月

大阪市

関連条例制定

2016 年 10 月

国家戦略特区法施行令・公布
（滞在日数の下限（3～10 日）を条例で定めること等を規定）

2016 年 12 月

北九州市

2017 年 7 月

新潟市

2017 年 6 月

住宅宿泊事業法・公布（施行期日：2018 年 6 月）
・シェアリングエコノミーの分野で初めて既存の事業とは切り
分けて新たな「事業」として民泊を位置づけ

2017 年 9 月

千葉市

関連条例制定
関連条例制定

関連条例制定
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b. ライドシェア
乗り合い等のライドシェア、荷物の共同配送の可能性においても、道路運送法
上の解釈が問題となっている。これは、一般の人が一般車両（白色のナンバープ
レートの車両が該当）を使用し、第三者や物資を乗せ、報酬を得る場合、違法行
為などに該当する可能性があるというものである。国内のある自治体がライドシ
ェアにおける実証事業を行ったところ、道路運送法に抵触する可能性があるとし
て、国が実証事業の中止をするように指導した事例がある。この事例は、ドライ
バーから収集した走行データをもとに、交通ニーズを検証する名目で実証実験を
行っており、乗客から運賃を徴収していなかったが、一般から募集したドライバ
ーに対して走行データの提供料として、走行時間に応じた対価を払っていたため、
国が行政指導を行ったというものである。
一方で、同じライドシェアである中距離相乗りマッチングサービス

20

の事例を

みると、当該事業において、道路通行料およびガソリン代を収受してユーザーを
相乗りさせるドライバーの行為が、道路交通法第 2 条 3 項に規定する「旅客自動
車運送事業」に該当するか否かについての照会を行った結果、
「該当しない」とい
う解釈となった。
このように、同じライドシェアでもドライバーに対する対価として報酬を支払
う場合は、業法による規制で禁止される。一方で、燃料代金や道路通行料などの
経費をシェアする場合、違法行為ではないという判断が下されている。
最近の動向では、2018 年（平成 30 年）5 月に、Uber と兵庫県淡路県民局、タク
シー会社の 3 者による実証実験の契約が日本で始めて締結され、同年 7 月から淡
路島内において実証実験が始まっている。実証実験では、Uber の配車システムを
タクシー会社が利用するというもので、島内の住民のみならず、観光で訪れた人
もアプリを利用してタクシーを呼ぶことができる。同アプリは約 50 言語に対応し
ており、増加が期待されるインバウンド観光客の利用にも期待を寄せている。

20

自動車で中距離を移動するドライバーと、同区間の移動を希望する人（ユーザー）をマッチン
グし、ガソリン代及び道路通行料相当での相乗りを実現するサービスをさす。

46

図表 1.36

ライドシェアの規制

OK

NG

マッチング

マッチング
サイトに目的地、
空いている座席数等の
情報を登録

サイトから共通の行先
であるドライバー（車）を検索

目的地まで運送

目的地まで運送

ドライバーへの報酬はなし
経費（燃料や高速料金）のシェア

ドライバーは報酬を得ていないため、違法行為とはならない

ルートを確認し、
自家用車（白色ナンバープレート）
で利用希望者をピックアップ

目的地を指定し、
配車を依頼

ドライバーへの報酬を支払う

一般人が一般車両を使って第三者を乗せ、報酬を得る「白タク」と呼ばれる違法行為
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１.４.３.

既存事業者、地域住民への影響

シェアリングエコノミーが普及する過程で、既存事業との間に競合が生じ、既
存事業者の収益を毀損する可能性がある。
代表的な例としては、
「民泊サービスとホテル・旅館業との競合」、
「ライドシェ
アとタクシー・バス事業との競合」、「カーシェアと自動車製造業者」、「子育ての
シェアと保育園や幼稚園の事業者」などがある。
加えて業法で規制されている既存事業者とのイコールフッティングの問題もあ
る。業法をクリアするために一定のコストを負担している既存企業が競争上不利
になることは避ける必要がある。
また、既存事業者だけでなく地域住民にも影響が及ぶことも考えられる。例え
ば、民泊による騒音、治安の悪化など、周辺の地域住民に不利益を与える可能性
がある（外部不経済）。
図表 1.37

シェアリングエコノミーにより影響を受ける事業例

サービス類型

影響が想定される事業例

モノに関するシェア
（シェア×モノ）

各種商品小売業、物品賃貸業（DVD 等レンタル）、
各種製造事業者

個人の所有するスペースを共
有するサービス
（シェア×空間）

ホテル・旅館等宿泊業、時間貸し駐車場

個人に家事等の仕事・労働を
依頼できるサービス
（シェア×スキル）

通訳業・デザイン業等専門サービス業、家事サ
ービス等生活関連サービス業、人材派遣業

移動に関するシェア
（シェア×移動）

タクシー等旅客運送業、レンタカー

お金に関するシェア
（シェア×お金）

銀行等金融機関
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シェア事業者と既存の事業者との競合関係が存在する一方で、近年では競合関
係となり得る事業分野間において協調を図る動きもみられる。
「金融機関とクラウドファンディングの事業者と連携」、「通訳案内士とインバ
ウンド向けのガイドマッチングサービスとの連携」、「地元のタクシー事業者とカ
ーシェア・ライドシェア事業者との連携」などの事例がある。
こうした事例は、シェアサービスの導入により、地元の既存産業のビジネスの
隙間を埋めるような補完的かつ代替的な役割を担っている。
図表 1.38

シェア事業者と既存事業の連携

連携分野

事業連携の概要

金融機関とクラウドフ
ァンディング事業者の
連携

クラウドファンディングは、不特定多数の人や組
織から財源の提供や協力を得ることができる資金調
達の手法として注目されている。金融機関としても、
事業の追加融資などにつながるためシェア事業者と
の連携メリットが大きい。

通訳案内士とインバウ
ンド向けガイドマッチ
ング事業者

2018 年 1 月から通訳ガイドの規制緩和により、資
格がなくても有償で通訳案内業務が行えるようにな
った。一部のガイドマッチング事業者は、地域の通
訳案内士と連携し、ガイド利用者のニーズの抽出や
ガイド間の連携などに注力しており、地域の観光ガ
イド事業の効率化に寄与している。

地元タクシー事業者と
ライドシェア事業者

ライドシェア事業者が開発した配車システムをタ
クシー事業者等に提供し、地域交通の効率化に尽力
している事例もある。タクシー事業者と連携するこ
とで、白タク問題にも抵触せず、利用者の拡大、サ
ービス利用満足度の向上にもつながる。
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１.５.

小括

本章のまとめとして、シェアリングエコノミーの定義、分類、現状と普及背景、
課題と対応の 4 点について整理する。
《シェアリングエコノミーの定義》
本章では、シェアリングエコノミーについて、先進国での議論や内閣官房シェ
アリングエコノミー促進室をはじめとした国内における議論について記述したが、
サービスの対象範囲にこそ違いはあるが、国内外ともシェアリングエコノミーの
定義に大きな違いはなかった。本調査では、国内外でのシェアリングエコノミー
の議論を参考に、シェアリングエコノミーの定義を以下の 3 点とした（第 1 章 13
頁参照）。

① 個人間での相互取引（CtoC）であり（一部 GtoC 、BtoC を含む）、やり取りを
行う上で相互の評価が重要視されること
② インターネット上のシェアプラットフォームを介していること
③ 未利用資産・能力の活用により資産価値を高めること

《シェアリングエコノミーの分類》
内閣官房シェアリングエコノミー促進室では、シェアリングエコノミーを以下
の 2 つのタイプに分類している。1 つ目は、新たな需要を掘り起こし、市場に劇的
な変化をもたらす「破壊的イノベーション」、2 つ目は、地域の共助の精神などを
育て、地域コミュニティの再生や地域独自の課題の解決を目的とした「温もりの
あるイノベーション」である（第 1 章 11 頁参照）。

① 新たな需要を深耕する「破壊的なイノベーション」
② 地域課題を共助で解決する「温もりのあるイノベーション」

《現状と普及背景》
近年、国内外におけるシェアリングエコノミーの市場規模は急速に拡大してい
る。世界の市場規模（推計）では、2025 年には総売上額が 3,350 億ドルとなり、
既存のレンタル業の総売上と同等水準まで上昇すると言われている。国内におい
ても、年平均成長率 17.0％で推移し、2021 年度には 1,386.1 億円（シェア事業者
の売上ベース）に到達すると予測されている（第 1 章 15、17 頁参照）。
こうしたシェアリングエコノミー市場の拡大は、インターネットやスマートフ
ォンの普及、ICT 技術やブロックチェーン技術の発展と応用に支えられている。特
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に、インターネットの利用普及は、若者だけでなく 60 代以上でも顕著にみられる。
また、スマートフォン利用の普及についても 50 代の約 7 割がスマートフォンを保
有している。このことから、今後は高齢世代におけるシェアサービス利用機会の
増加にも期待がもてる（第 1 章 31～40 頁参照）。

① シェアリングエコノミーの市場規模は国内外ともに急速に拡大している
② シェアリングエコノミー市場の拡大は、インターネット・スマートフォンの
普及、ICT 技術やブロックチェーン技術の発展や応用に支えられている
③ インターネットやスマートフォンの利用は、若者だけでなく、高齢者でも増
加がみられる

《シェアリングエコノミーの課題と対応》
先行調査の結果より、シェアリングエコノミーの特徴である個人間でのサービ
スのやり取りによるサービスの質に疑念を感じていたり、個人情報の取り扱いに
不安を感じていたりするユーザーが一定数いることがわかった（第 1 章 41～44 頁
参照）。
また、国内でシェアサービスを展開するにあたり、既存の法令に抵触するとい
った問題もある。旅館業法や道路運送法に抵触する恐れのある民泊事業やライド
シェアなど、全国的に問題が指摘されている事例が散見される（第 1 章 45～47 頁
参照）。
近年、規制の見直しや既存業界とシェアサービス業界とが連携を模索するなど、
シェアリングエコノミーの拡大は確実に進行している（第 1 章 48、49 頁参照）。

① サービスの質や個人情報の取り扱いに対して不安を抱いているユーザーが一
定数存在している
② 既存の法令に抵触している事例が全国でもいくつかみられる
③ 規制の見直しや既存業界とシェア業界との連携により、シェアリングエコノ
ミーの取り組みは拡大している

《シェアリングエコノミーによる地域課題の解決》
わが国では、2015 年の国勢調査では、大正 9 年の調査開始以来はじめて人口減
少を確認した。出生数も 100 万人を割り、死亡数を下回っていることから、今後
わが国は驚異的なスピードでの人口減少が予測される。また、それに伴い、空き
家や空きテナントなどの遊休資産の増加、労働市場におけるマンパワーの不足が
見込まれ、多くの産業が縮小していくことが予想される。
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中国地域は、全国平均を上回るスピードで人口減少・少子高齢化が進展する課
題先進地域である。とりわけ、島嶼部・中山間地域等の条件不利地域では、都市
部への人口流出やコミュニティの希薄化、店舗の減少など、多種多様な地域課題
に直面している。
本調査の主題である「シェアリングエコノミー」は、こうした状況に対応する
解決策となる可能性を秘めている。個人と個人とのつながりで拡大するシェアサ
ービスは、インターネット上のつながりを起点としており、サービスの授受が終
わったあともそのつながりを継続することにもなり得る。こうしたつながりは、
従来型の地縁や血縁のような強いものではないが、利用者と提供者との「ゆるい
つながり」がコミュニティの再形成のきっかけにもなり得る。内閣官房シェアリ
ングエコノミー促進室の言葉を借りれば、地域で助け合える「温もりのあるイノ
ベーション」である。
次章では、こうした地域の課題解決を図るシェアリングエコノミーについて、
中国地域の現状、課題、展開の可能性に関する議論を深耕していくこととする。
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２.

中国地域における実態把握調査（アンケート調査、ヒアリング調査）

本調査では、中国地域におけるシェアリングエコノミーの現状と今後の展開可
能性を把握するため、中国地域内の市町村、個人へのアンケート調査およびシェ
アリングエコノミーに関連する取り組みを実施している自治体等へのヒアリング
調査を実施した。
２.１.

中国地域自治体へのアンケート調査

２.１.１.

実施概要

本調査では、中国地域の 107 市町村を対象に郵送によるアンケート調査を実施
した。質問項目は、シェアリングエコノミーに関係する取り組み状況、総務省が
実施している支援スキームの応募・把握状況、自治体内における民間企業による
シェアリングエコノミーの展開等を中心に尋ねた。回答数は 38 市町（市 22 件、
町 16 件、村 0 件）であり、回収率は 35.5％であった。
図表 2.1

中国地域自治体向けアンケート調査の実施概要

項目

概要
中国地域におけるシェアリングエコノミー振興方策に関する

調

査

名

称

調

査

目

的

自治体のシェアリングエコノミーの取り組み状況の把握

実

施

期

間

2018 年 9 月 3 日（月）～9 月 28 日（金）

調

査

方

法

郵送によるアンケート

アンケート調査

・シェアリングエコノミーに関係する取り組み
・国の支援スキームの把握、利用意向、利活用の有無
主 な 質 問 項 目 ・地域の現状とシェアリングエコノミーによる課題解決の可能性
・シェアリングエコノミー導入による想定される課題・問題点
・今後の取り組み
回

収

数

38 件（回収率：35.5％）
うち、市 22 件、町 16 件、村 0 件
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２.１.２.

アンケート調査結果

a. シェアリングエコノミーの取り組み
自治体におけるシェアリングエコノミーの取り組みについて尋ねたところ、5
市町が「取り組みがある」と回答している

21

。内訳をみると、市が 2 件、町が 3

件であった。
具体的な取り組み内容をみると、民泊、空き家活用、コワーキングスペースな
ど、空間（場所）をシェアする事例が中心であった。また、カーシェアやサイク
ルシェアなどの移動手段のシェアをしている事例もみられた。
図表 2.2

シェアリングエコノミーの取り組み
取り組みがある

0%

全体
N=38

市
N=22

町
N=16

20%

取り組みはない

40%

60%

13.2
5自治体

80%

100%

86.8
33自治体

9.1

90.9

2市

20市

18.8

81.3
13町

3町
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アンケートの結果から、シェアリングエコノミーの取り組みを実施していると回答はあったが、
厳密に本調査で想定しているシェアサービス（インターネットのプラットフォームを利用した個と
個による資産のシェア）とは異なっている。ただし、アンケートで得られた取り組み内容の多くは、
今後シェアプラットフォームを利用する事で、事業の拡大、利便性の向上に期待が持てるため、次
頁で紹介することとした。
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図表 2.3 自治体における具体的なシェアリングエコノミーに関連する取り組み
取り組み

概要
 宿泊の受け入れを通じた宿泊者と民泊家庭との交流を

民泊事業

目的とした事業の展開
 イベント民泊事業の展開

カーシェア事業

見守り運送事業

 公共交通の代替機能として導入を検討中
 宅配業者と連携し、地域で見守りも兼ねた宅配の請負
を検討中
 遊休空き家をリノベーションし、コワーキングスペー

空き家対策事業

スやシェアオフィスを管理
 町が提供するプラットフォームで、空き家の賃貸およ
び売買希望者のマッチングを実施

シェアサイクル事業

 コミュニティサイクル事業の運営
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b. 取り組みを行っていない理由
「取り組みはない」と回答した先に対して、シェアリングエコノミーの取り組
みを実施していない理由について尋ねたところ、全体では、
「庁内での理解が進ん
でいないため」が 70.6％と最も高く、次いで「地域住民の理解が進んでいないた
め（47.1％）」、「地域課題に即したシェアサービスがないため（44.1％）」となっ
ている。市や町ごとの結果においても、傾向に大きな差はみられなかった。
図表 2.4

シェアリングエコノミーの取り組みを行っていない理由
全体 （33自治体）

（％）

町 （13町）

市 （20市）

90.0

78.6

80.0
70.0

70.6
65.0

60.0

47.1

50.0

50.0
45.0

50.0
44.1

40.0

35.7

30.0

20.0

20.0
10.0

2.9

0-

庁内での理解が
進んでいないため

地域住民の理解が
進んでいないため

地域課題に即した
シェアサービスが
ないため

5.0
-

自治体で実施する
ことで公平性を保つことが
できないため

2.9

7.1

11.8

-

既存業界からの
反対の声が大きいため

その他の理由

N=33

「その他の理由」を選択した自治体では、「ニーズ把握が不十分」、
「住民からニ
ーズを実感していない」、「施策の優先順位として（シェアリングエコノミーは）
上位にない」といったものがあった。
図表 2.5

シェアリングエコノミーの取り組みを行っていないその他の理由

シェアリングエコノミーの取り組みを行っていない理由
 市民からのニーズを把握できていないため
 施策上の重要度、優先順位が上位にないため
 具体的な政策ビジョンが現時点でないため
 大きなニーズを実感していないため
 地域の資源が不足しているため

56

c. 国の補助制度の活用について
自治体等が地域でシェアリングエコノミーに係る事業を始める際に活用できる
国のスキーム（4 事業） 22について、認知度と利活用実績を尋ねたところ、中国地
域では各事業を認知はしているものの、応募・利用実績は少ないことがわかる。
「シェアリングエコノミー活用推進事業

23

」の活用について尋ねたところ、
「応

募したことがない」が 76.3％と大半を占めていた。また、残りの 23.7％は「事業
自体を知らなかった」と回答しており、本アンケート結果からは中国地域での同
事業への応募は見受けられなかった。
「IoTサービス創出支援事業

24

」の活用について尋ねたところ、「応募したこと

がない」が 68.4％と大半を占めていた。一方で、
「応募して、採択された」を選択
した自治体（2.6％）、
「応募したが、採択されなかった」を選択した自治体（7.9％）
があることから、中国地域においてIoT関連事業への関心のある自治体が一定数あ
ることがわかる。中国地域で採択された事業は、シェアリングエコノミーの事業
とは関連がなかった。
「地域IoT実装推進事業

25

」の活用について尋ねたところ、「応募したことがな

い」と回答した自治体（76.3％）と「事業自体を知らなかった」と回答した自治
体（21.1％）で大半を占めていた。一方で、「応募したが、採択されなかった」を
選択した自治体も 1 箇所あった。こちらも「IoTサービス創出支援事業」と同様に、
採択を受けた事業は、シェアリングエコノミーとの関連はなかった。

22

本章に記載している事業のうち、シェアリングエコノミーに特化した事業は、2018 年度（平成
30 年度）から始まった「シェアリングエコノミー活用推進事業」のみである。その他の事業は、同
事業が創設される前に、シェアリングエコノミー事業での活用実績もあった事業である。具体的に
は、
「IoT サービス創出支援事業」、
「地域 IoT 実装推進事業」、
「地域における IoT 実装のための特別
交付税措置」があげられる。詳細は、注釈 22、23、24 を参照されたい。
23
「シェアリングエコノミー活用推進事業」は、個人等が保有する活用可能な遊休資産等（資産（空
間、モノ、カネ等）や能力（スキル、知識等））を他の個人等も利用可能とする経済活動である「シ
ェアリングエコノミー」を活用し、地域課題の解決や地域経済の活性化を図る地方公共団体の取り
組みを支援するモデル事業を展開することを目的としている。2018 年度（平成 30 年度）は 15 団体
が採択を受けた。
24
「IoT サービス創出支援事業」は、地方公共団体、大学、ユーザー企業等から成る地域の主体が、
生活に身近な分野における IoT サービスの実証事業に取り組み、克服すべき課題を特定し、その解
決に資するリファレンス（参照）モデルを構築するとともに、データ利活用の促進等に必要なルー
ルの明確化等を行うものである。
総務省は、IoT／ビッグデータ／AI の重要性に鑑み、2015 年（平成 27 年）から地域発の先導的
な IoT サービスを後押しすべく、合計 34 件の事業を採択してきた。
25
「地域 IoT 実装推進事業」は、これまで実施してきた実証等の取り組みを通じて創出された「分
野別モデル」における優良事例等の普及展開を図り、地域課題の解決や地域の活性化を推進するも
のである。
分野別モデルには、「プログラミング教育」、「医療情報連携ネットワーク」、「子育て支援プラッ
トフォーム」、
「G 空間防災システム」、
「スマート農業・林業・漁業」、
「地域ビジネス活性化モデル」、
「観光クラウド」、「オープンデータ利活用」、「ビッグデータ利活用」、「シェアリングエコノミー」
がある。
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「地域におけるIoT実装のための特別交付税措置

26

」の活用について尋ねたとこ

ろ、「応募したことがない」が 78.9％と大半を占めていた。また、「事業自体を知
らなかった」と回答した自治体が 21.1％あり、本アンケート結果からは中国地域
での同事業への応募は見受けられなかった。
図表 2.6

シェアリングエコノミー活用推進事業の活用について
応募したが、採択されなかった

応募して、採択された
応募したことがない
0%

20%

シェアリングエコノミー
活用推進事業

IoTサービス創出支援事業

地域IoT実装推進事業

事業自体を知らなかった

40%

76.3

2.6

76.3

2.6

地域におけるIoT実装のための
特別交付税措置

80%

100%

23.7

68.4

7.9

60%

78.9

21.1

21.1

21.1

N=38

26

「地域における IoT 実装のための特別交付税措置」は、「地域 IoT 実装推進ロードマップ」にお
ける、農林水産業、防災などをはじめとした国民生活に身近な分野における ICT／IoT を活用した
成功モデルを横展開するため、地域 IoT 実装推進事業（国庫補助事業）と連携して、地方単独事業
として実施する IoT 実装に要する経費についての特別交付税措置である。
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d. 内閣官房の取り組みについて
（a）内閣官房シェアリングエコノミー促進室

27

の認知度

内閣官房シェアリングエコノミー促進室の名称や活動について尋ねたところ、
「知らない」と回答した自治体が 62.2％と過半数を占めている。また、
「名称は知
っている」と回答した自治体が 37.8％あり、内閣官房シェアリングエコノミー促
進室の具体的な活動などを把握している自治体は、中国地域において少ないこと
がうかがえる。
図表 2.7

シェアリングエコノミー促進室についての認知度
よく知っている

0%

20%

N=37

60%

80%

23自治体

45.5

N=22

100%

62.2

14自治体

市 -

N=15

40%

知らない

37.8

全体 -

町 -

名称は知っている

54.5

10市

12市

26.7

73.3

4町

11町

27

「内閣官房シェアリングエコノミー促進室」は、2016 年 11 月に内閣官房 IT 総合戦略室長（政
府 CIO）の下に設置されたシェアリングエコノミー検討会議にて取りまとめられた中間報告を受け、
内閣官房 IT 総合戦略室内に設置され、以下のような役割を担っている。
・情報提供・相談窓口機能のほか、自主的なルールの普及・促進、関係府庁等との連絡調整、ベス
トプラクティスの紹介、その他のシェアリングエコノミーの促進に関する取り組みを推進。
・毎年 1 回、進捗状況を公表。サービスの進展を踏まえ、モデルガイドラインを含め、適宜施策を
見直し、着実に推進。
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（b）内閣官房シェアリングエコノミー伝道師の利用意向
内閣官房シェアリングエコノミー伝道師

28

を派遣する制度（地域情報化アドバ

29

イザー の活用）の利用意向について尋ねたところ、「活用する予定はない」と回
答した自治体が 83.8％と大半を占めている。一方で、
「活用してみたい」と回答し
た自治体は 16.2％あり、シェアリングエコノミー導入に関心のある自治体が一定
数あることがうかがえる。
同制度に期待することを自由記述で尋ねたところ、
「地域の実情を踏まえた実効
性のある施策、具体的な計画の策定」や「地域における事業化の可能性」などの
回答が中心であった。
一方で、活用する予定がないと回答した理由については、
「導入する予定がない」、
「取り組みが具体化されていない」、「シェアリングエコノミーについての理解が
深まっていない」、「事業を展開するための資源が不足している」などのコメント
が多かった。
図表 2.8

シェアリングエコノミー伝道師の利用意向

活用したことがある
0%

20%

80%

100%

83.8

6自治体

31自治体

22.7

市 -

活用する予定はない

60%

16.2

全体 N=37

活用してみたい
40%

77.3

N=22
17市

5市

町 - 6.7

93.3

N=15

1町

14町

28

「内閣官房シェアリングエコノミー伝道師」とは、地方においてシェアリングエコノミーの導
入を推進するため、豊富な知見や活用の実績等を備え、シェアリングエコノミーの活用をわかりや
すく説明する人材であり、2017 年 3 月に初めて任命され、2018 年 10 月時点で 11 名の伝道師が全
国で活動している。
29 「地域情報化アドバイザー派遣制度」とは、情報通信技術（ICT）やデータ活用を通じた地域課
題解決に精通した専門家に「地域情報化アドバイザー」を委嘱し、地方公共団体等からの求めに応
じて派遣する事業で、2007 年度（平成 19 年度）から実施している。
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《参考》

地域情報化アドバイザーについて

総務省によると、地域情報化アドバイザーの応募状況は年々増加傾向にある。
同制度を派遣団体数の推移をみると、2010 年度（平成 22 年度）に 20 件であった
派遣団体数は、直近の 2017 年度（平成 29 年度）には 203 件まで増加している。
図表 2.9

地域情報化アドバイザーの派遣団体数

（団体数）
250

203
200

年々増加傾向

141

150

115

99

100

151

60
50

20

35

0

資料：地域 IoT 実装推進タスクフォースの提言を踏まえた取り組み（総務省）

応募状況の内訳（2017 年度（平成 29 年度））をみると（図表 2.10 参照）、オー
プンデータの活用や地域 IoT 人材の育成・活用の分野への応募が多い。シェアリ
ングエコノミーの分野での応募も 9 件と一定数あることがわかる。また、管区別
にみると、近畿地方が最多で 39 件、以下、東海地方（35 件）、四国地方（21 件）、
九州地方（19 件）と続いている。中国地方は 15 件であり、他の管区よりも少ない
ことがうかがえる。
先述の内閣官房シェアリングエコノミー促進室では、シェアサービスを提供す
る事業者や自治体、弁護士などの専門家、関係省庁との調整、照会などを実施し
ており、2017 年 1 月の設置以降、累計で 230 件の相談を受けている（2018 年 4 月
現在）。
今後、自治体におけるシェアサービスの活用の増加に伴い、地域情報化アドバ
イザー制度を通じた内閣官房シェアリングエコノミー伝道師の派遣も増加するこ
とが見込まれる。
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図表 2.10

2017 年度（平成 29 年度）の地域情報化アドバイザーの応募状況 内訳
＜分野別応募状況＞
教育

22

スマートシティ

1

医療

3

働き方

15

防災

9

地域 IoT 人材の育成・活用

30

農林水産業

9

自治体クラウド

16

地域ビジネス

2

セキュリティ

14

観光

8

ネットワーク

15

オープンデータ

35

その他

15

シェアリングエコノミー

9
＜管区別応募状況＞

北海道

17

近畿

39

東北

13

中国

15

関東

18

四国

21

信越

9

九州

19

北陸

7

沖縄

10

東海

35

資料：地域 IoT 実装推進タスクフォースの提言を踏まえた取り組み（総務省）
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e. 地域課題とシェアリングエコノミーによる解決の可能性
（a）地域課題の重要度
地域が抱える課題についてその重要度を尋ねたところ、
「非常に重要である」の
回答割合が高かった課題は「雇用の創出（21 自治体）」であった。次いで、「社会
福祉（19 自治体）」、
「災害対策（13 自治体）」、
「公共交通（12 自治体）」であった。
また、これらの上位 4 課題は、
「非常に重要」、「重要」を合わせた回答が 7 割を超
えており、中国地域における多くの自治体が抱える喫緊の課題であると認識され
ている。
図表 2.11
非常に重要
重要でない

地域が抱える課題の重要度について

重要
全く重要でない
0%

20%

15.8
10.5
7.9

47.4
42.1

5.3
23.7

36.8
26.3

42.1

34.2

36.8

2.6
2.6

10.5
2.6
5.3
2.6

36.8
44.7

26.3

2.6
2.6

15.8 2.6
2.6

18.4

18.4

13.2
2.6

23.7

47.4

21.1

観光振興

100%

13.2 2.6
2.6

36.8

23.7

公的不動産の活用

80%

31.6

31.6

公共交通

農林水産

60%

28.9

34.2

災害対策

教育

40%

50.0

社会福祉

民間遊休資産の活用

それほど重要でない

55.3

雇用創出

男女共同参画

やや重要
無回答

5.3

2.6
5.3

15.8

2.6
2.6

15.8

2.6
2.6
N=38

注）図表の左軸は、「非常に重要」の回答率の高さを基準に作成している。
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（b）シェアリングエコノミーによる課題解決の可能性
地域が抱える課題に対してシェアリングエコノミーによる解決の可能性につい
て尋ねたところ、ほとんど全ての項目において、
「どちらともいえない」という回
答が過半数を占めていた。特に、
「男女共同参画（65.8％）」、
「教育（63.2％）」、
「雇
用創出（60.5％）」の 3 項目については、6 割を超えている。
「可能である」の割合が高かった課題は「民間遊休資産の活用」で 42.1％（16
自治体）であった。次いで、
「観光振興（15 自治体）」、「公的不動産の活用（15 自
治体）」、「公共交通（14 自治体）」、「災害対策（14 自治体）」であった。
一方で、シェアリングエコノミーによる課題解決が「難しい」の割合が高かっ
た地域課題は「雇用創出（5 自治体）」と「公共交通（5 自治体）」であった。
図表 2.12

シェアリングエコノミーによる課題解決の可能性について
可能である

難しい

0%

雇用創出

社会福祉

21.1

13.2
7.9

26.3
36.8

公共交通

36.8

観光振興

39.5

農林水産

21.1

5.3

60.5

5.3

47.4
42.1
50.0

0.0

7.9

55.3
65.8

2.6

10.5

34.2

100%

60.5

5.3

42.1

民間遊休資産の活用

80%

13.2

39.5

21.1

無回答

60%

7.9

公的不動産の活用

教育

40%

20%

災害対策

男女共同参画

どちらともいえない

47.4
63.2

5.3

55.3

7.9
7.9
5.3
5.3
5.3
7.9
5.3
5.3
N=38

注）図表の左軸は、図表 2.11 の左軸と同様の順序で掲載している。
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シェアリングエコノミーによる課題解決の可能性において「難しい 」
、 「どちらと
もいえない」と回答した理由は以下の通りであった。
「難しい」と回答した理由は、サービスの利用者・提供者のニーズ把握や既存の民
間事業者のビジネスとの調整に難しさを感じているというものであった。また、事業
費の確保が難しいと回答した自治体もあった。
図表2.13

地域課題の解決が「難しい」と回答した理由

シェアリングエコノミーによる地域課題の解決が「難しい」と回答した理由
 需要と供給のミスマッチ解消が難しいため
 活用できる資源が不足しているため
 民間の活動であるため、運用が難しい
 地域ごとに様々な実情があるほか、既存事業者との調整（競合）にも配慮する必
要がある
 賃金が払えるほどの事業費が見込めない
 大きなニーズを感じていない／どれほどのニーズがあるのか不透明

など

「どちらともいえない」と回答した理由は、「課題解決のための具体的なシェアサ
ービスのイメージがわかない 」、 「シェアリングエコノミーによる課題解決の可否が
不明である 」、 「シェアリングエコノミーの理解が進んでいない 」
、 「活用したこと
がないため、判断ができない」というものが多いことから、シェアリングエコノミー
の理解が十分に進んでおらず、地域課題の解決策とシェアサービスの展開が結びつい
ていないことがうかがえる。
図表2.14

「どちらともいえない」と回答した理由

「どちらともいえない」と回答した理由
 具体的にどう関連付けられるかイメージできなかったため
 現時点でシェアリングエコノミーについて検討していないため判断が難しい
 理解が進んでいないため
 シェアリングエコノミーを理解していないため
 取り組み実績がなく、課題解決になるか判断できないため
 シェアリングエコノミーに対する理解が少なく、実用へのイメージがわかない
 各課題の解決手段として、シェアリングエコノミーが最適もしくは効果的なツー
ルなのかどうか判断がつかないため

など
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（c）課題の重要度とシェアリングエコノミーによる課題解決の可能性
先述の地域が抱えている課題の重要度とシェアリングエコノミーによる課題解
決の可能性についてDI 30を算出

31

し同一グラフ上に表示した（図表 2.15）。

課題の重要度は高いがシェアリングエコノミーによる解決の可能性が低い項目
として、「雇用創出」、「社会福祉」、「公共交通」、「災害対策」があがっている。
「観光振興」においては、地域課題としての重要度も高く、シェアリングエコ
ノミーによる課題解決にも期待がもてると回答した自治体が多い。
一方で、シェアリングエコノミーによる課題解決に期待がもてる項目としては、
「公的不動産の活用」と「民間遊休資産の活用」があるが、どちらも地域におけ
る優先順位の高い課題とはいえない。
地域課題の重要度とシェアリングエコノミーによる課題解決の可能性にギャッ
プがある点については、地域課題の解決が「どちらともいえない」と回答した理
由からもわかるように、シェアサービスを利用する際の効果や事業展開のイメー
ジがわかないということが要因となっている。
図表 2.15

課題の重要度とシェアリングエコノミーによる課題解決の可能性
課題解決の可能性

重要度

重要度・
課題解決の
可能性が高い

1.00

0.86

0.84

0.80

0.78

0.73
0.65
0.57

0.60

0.43

0.42
0.40
0.20

0.19

0.26

0.31

0.42
0.14

0.08

0.41
0.36

0.41
0.31

0.35

0.11

0.00
-0.20

重要度・
課題解決の
可能性が低い

30

「 DI」とは、Diffusion Index の略で、主に企業の業況感や設備、雇用人員の過不足などの各種
判断を指数化する際に利用される。本調査では、尺度は異なるが相関がありそうな 2 つの質問に対
して、比較を施すために用いた。
31
算出方法は以下の通りである。

「重要度」を問う 6 段階の項目を 3 段階になるよう再計算し、
「重要である」の構成比から「重
要でない」の構成比を引き、DI を算出した。

「可能性」の設問項目に対しては、「可能である」の構成比から「難しい」の構成比を引き、
DI を算出した。
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f. シェアリングエコノミーを活用する際の課題や問題点
地域課題の解決や行政サービスを補完する手段としてシェアリングエコノミー
を活用する場合、どのような課題や問題点が考えられるかについて尋ねたところ、
「サービス提供者の確保」、「シェア事業者（プラットフォーム提供者）の確保」
が最多で 44.7％であった。次いで、「利用者や提供者のニーズの有無（36.8％）」、
「サービス利用者の確保（31.6％）」であった。
次に同じ質問を市町別にみたところ、市部においての課題で最も多かったのが
「シェア事業者（プラットフォーム提供者）の確保（50.0％）」であった。次いで、
「利用者や提供者のニーズの有無（45.5％）」、
「サービス利用者の確保（40.9％）」
となっている。一方で、町部では、
「サービス提供者の確保」が 50.0％と最も多く、
以下、「サービス利用者の確保（43.8％）」、「シェア事業者（プラットフォーム提
供者）の確保（37.5％）」と続いている。市部と町部では、市場規模によりシェア
リングエコノミーに対する課題や問題点の認識が少し異なることがわかる。
図表 2.16

シェアリングエコノミーを活用する際の課題や問題点

-0

10.0

20.0

30.0

44.7
40.9

サービス提供者の確保

50.0
44.7

シェア事業者
（プラットフォーム提供者）
の確保

50.0
37.5
36.8

利用者や提供者の
ニーズの有無

31.6
43.8
31.6
36.4
25.0
23.7
22.7
25.0

事業の周知・認知度の向上、
社会的認知度の向上
15.8
18.2
12.5

事業を支援する
人材・団体・企業
の確保

10.5
13.6

既存の法整備・規制
（業法規制）との整合性、
ガイドラインの策定

6.3
7.9

既存の産業
との競合・軋轢

4.5
12.5
5.3

ITリテラシーの普及

9.1
-

インターネット等の
インフラの整備

5.3
12.5
5.3
9.1

その他
-

7.9
わからない

60.0

全体
（38自治体）

市

（22市）

（16市）

22.7

信用性や安全性の確保・担
保

50.0

町

45.5
25.0

サービス利用者の確保

40.0

4.5
12.5
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（％）

２.１.３.

自治体アンケート調査結果からみえる現状と課題

自治体アンケート結果を取りまとめると、中国地域の自治体におけるシェアリ
ングエコノミーの現状ならびに課題は、下表の通りになる。
a. 現状分析
中国地域の自治体におけるシェアリングエコノミーの取り組みは少ないのが現
状である。シェアサービスを活用することで、地域課題が解決できるというイメ
ージが醸成されていない可能性がある。
その一方で、国の補助制度を有効活用し、シェアサービスによる地域課題の解
決に関心を寄せる自治体も存在している。また、地域課題の取り組みとして展開
している事業の中には、シェアサービスに発展可能な具体的な事例もみられた。

図表 2.17

中国地域の自治体におけるシェアリングエコノミーの現状
現

状

 中国地域の自治体では、シェアリングエコノミーの取り組みが
少ないことがうかがえる。
 シェアリングエコノミーに関連する取り組みについての具体
シェアリング
エコノミーと
関連する取り
組み

的な回答は、本調査で想定しているシェアサービスとは少し異
なるが、今後シェアサービスに発展する可能性のある事例が中
国地域にも存在している。
 現在、実績のある取り組みは民泊事業、空き家などのスペース
活用事業、レンタル（シェア）サイクル事業である。
 具体的な回答のあった 5 自治体のうち、4 つの自治体は人口規
模の小さい中山間地域における取り組みであった。
 中国地域の自治体では、地域課題の解決の手段としてシェアサ
ービスを活用する機運が高まっていない。
 庁内のシェアリングエコノミー理解が進んでいないため、シェ

シェアリング
エコノミーに
対する認識

アリングエコノミーに対する地域住民のニーズの把握に及ん
でいない。
 なかには、シェアサービス導入に地域課題解決の可能性を感じ
ている自治体もあり、国の補助制度を活用して具体策や計画の
策定を希望する声もある。
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 シェアリングエコノミーと密接に関連のある組織、人材制度、
国庫補助事業についての認知度や感度が低い。
 現在実施している事業が多忙であり、新しい枠組みにまで手が
回っていない状況にある。
 一方で、中国地域内の自治体、企業の中には IoT や ICT の分野
国の補助制度
の活用につい
て

において国からの補助を受けているケースがあり、こうした自
治体においてはシェアリングエコノミーなどの新しい経済活
動の枠組みに対しても柔軟な受け入れが比較的容易と考えら
れる。
 中国地域における国の補助を受けた取り組み実績としては、オ
ープンデータ／ビッグデータの活用、IoT／ICT と健康福祉分野
の共同、IoT と観光分野の共同などの事例があった。
 地域が抱える課題とシェアサービスによる課題解決の可能性

地域課題とシ
ェアリングエ
コノミーによ
る課題解決の
乖離

に乖離が生じている。
 地域課題の重要度とシェアリングエコノミーによる課題解決
の可能性にギャップがある点については、シェアサービスを利
用する際の効果や事業展開のイメージがわかないということ
が要因となっている。

b. 課題
地域課題の解決にシェアサービスを活用するために、具体的なイメージを持つ
ことが重要となる。そして、シェアサービスを活用する前に、地域におけるニー
ズを把握することが求められる。

図表 2.18

自治体アンケートからみるシェアリングエコノミー導入時の課題
課



題

シェアサービスに対する深い理解が必要である。シェアリングエコノミーとは
どのような経済活動かというものではなく、どの地域課題に対してどのシェア
サービスが課題解決の手段となるのかなど、具体的なイメージを持つことが必
要である。



シェアサービスを地域で持続的に運用していくためには、あらかじめ、対象と
なる利用者・提供者のシェアサービスに対するニーズの把握が重要である。
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２.２.

中国地域在住者向けアンケート調査

２.２.１.

実施概要

本調査では、中国地域に住んでいる個人 5,000 人を対象に Web アンケート調査
を実施した。質問項目は、シェアリングエコノミーの認知度、サービス利用と提
供の意向と実績、シェアリングエコノミー利用と提供の際に感じるメリット、デ
メリット等である。
図表 2.19

中国地域在住者向けアンケート調査の実施概要

項目

概要
中国地域におけるシェアリングエコノミー振興方策調査に係る

調

査

名

称

調

査

目

的

中国地域におけるシェアリングエコノミーの普及状況の把握

実

施

期

間

2018 年 8 月 6 日（月）～8 月 31 日（金）

調

査

方

法

Web アンケート

個人向けアンケート調査

・シェアリングエコノミーの認知度
・シェアサービスの利用・提供の実績と意向
主な質問項目

・シェアサービス利用のメリット・デメリット
・シェアサービス提供のメリット・デメリット
・今後利用してみたいシェアサービスについて

回

収

数

5,006 名

32

32

本アンケートは、Web 上で集計管理しており、回答締め切りのタイミングで同時に回答した人が
複数人存在していた関係で、回収見込みの 5,000 名よりも若干数多く、回答が集まっている。
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アンケートの回答者の属性は以下の通りである。
県別サンプルの内訳は、鳥取県 386 人、島根県 450 人、岡山県 1,288 人、広島
県 1,946 人、山口県 936 人、計 5,006 人である。これは県別のサンプル構成比が、
中国地域における人口の構成比（2015 年国勢調査ベース）と同率となるよう設定
した結果である。
図表 2.20
鳥取県

県別のサンプル構成

島根県

936人
18.7%

岡山県

広島県

山口県

386人
7.7%
450人
9.0%

1,288人
25.7%

1,946人
38.9%

n=5,006

都市規模の区分として、政令指定都市（岡山市、広島市）、中核市・県庁所在地
（鳥取市、松江市、倉敷市、呉市、福山市、山口市、下関市）、それ以外の自治体
で人口規模が 5 万人以上と 5 万人未満の 4 つに分類すると、サンプル数は、政令
指定都市 1,545 人、中核市・県庁所在地 1,322 人、その他（5 万人以上）1,287 人、
その他（852 人）である。
図表 2.21

都市規模別のサンプル構成

政令指定都市

中核市・県庁所在地

その他（5万人以上）

その他（5万人未満）

852人
1.70%

1,287人
25.7%

1,545人
30.9%

1,322人
26.4%
n=5,006
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年代区分はサンプル数が十分に確保できる 20 代、30 代、40 代、50 代、60 代の
5 つとした。各年代のサンプル数は、20 代 750 人（15.0％）、30 代 942 人（18.8％）、
40 代 1,102 人（22.0％）、50 代 973 人（19.4％）、60 代 1,239 人（24.8％）である。
図表 2.22

年代別のサンプル構成比

20代

30代

1,239人
24.8%

973人
19.4%

40代

50代

60代

750人
15.0%
942人
18.8%
1,102人
22.0%
n=5,006
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２.２.２.

アンケート調査結果

a. シェアリングエコノミーの認知度について
（a）シェアリングエコノミーの認知度
シェアリングエコノミーの認知度について尋ねたところ、すべての年代（10 歳
刻み）で 8 割近い方がシェアリングエコノミーという言葉を「全く知らない」と
回答している。
年代別にみると、シェアリングエコノミーが「具体的にどのようなものかを知
っている」と回答した方は、20 代（2.7％）、30 代（2.2％）が他の世代（1％台）
と比べてやや多い。一方で、
「聞いたことがある程度」の回答割合は、30 代で最も
低く、年齢があがるにつれて増加傾向にあることがうかがえる。
図表 2.23

Q1 シェアリングエコノミーという言葉の認知度×年代

具体的にどのようなものかを知っている
0%

10%

20%

30%

40%

聞いたことがある程度
50%

60%

TOTAL（n=5,006） 1.8 13.5

84.7

20代（n=750） 2.7 11.1

86.3

30代（n=942）

40代（n=1,102）

50代（n=973）

2.2 8.0

89.8

1.3 11.8

86.9

1.4 14.3

60代（n=1,239） 1.7

84.3

20.1

78.2
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70%

全く知らない
80%

90%

100%

また、同じ質問に対し、回答者の居住地の都市規模別にみたのが、図表 2.24 で
ある。先述と同様、いずれの都市規模でもシェアリングエコノミーを「全く知ら
ない」と回答した方が 8 割を超えている。
その一方、ごくわずかではあるが、都市規模が大きくなるほど、シェアリング
エコノミーが「具体的にどのようなものかを知っている」と回答した割合が高く
なっていることがうかがえる。
図表 2.24

Q1 シェアリングエコノミーという言葉の認知度×都市規模
具体的にどのようなものかを知っている
0%

TOTAL（n=5,006） 1.8

10%

20%

30%

40%

50%

聞いたことがある程度
60%

84.7

13.5

政令指定都市（n=1,545） 2.5

14.8

82.8

中核市・県庁所在地（n=1,322） 2.0

14.4

83.6

その他（5万人以上）（n=1,287）

その他（5万人未満）（n=852）

1.1 11.4

1.4

87.5

12.9

85.7
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70%

80%

全く知らない
90%

100%

（b）シェアサービスの認知度
シェアサービスについての認知度を尋ねたところ、
「何らかのシェアサービスを
知っている」と回答した人が 3,048 人（60.9％）と全体の 6 割近くを占めている。
「何らかのシェアサービスを知っている」の割合を年代別にみると、20 代の
48.9％が最も低く、30 代が 54.2％、40 代が 62.5％、50 代が 66.3％、60 代が 67.5％
と、高齢になるにつれて認知度が上昇する傾向がみられる。
図表 2.25

Q2 シェアサービスの認知度×年代

何らかのシェアサービス知っている
0%

TOTAL
（n=5,006）
20代
（n=750）
30代
（n=942）
40代
（n=1,102）
50代
（n=973）
60代
（n=1,239）

10%

20%

30%

40%

どれも聞いたことがない
50%

60.9 （ 3,048人）
48.9

60%

70%

80%

45.8

62.5

37.5

66.3

33.7

67.5

32.5
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100%

39.1 （ 1,958人）
51.1

54.2

90%

シェアサービスの認知度の内訳（「どれも聞いたことがない」を除く）について
分野別 33に尋ねたところ、
「 カーシェア」を知っていると回答した割合が最も高く、
64.4 ％ で あ っ た 。 次 い で 、「 民 泊 で の 部 屋 の 共 有 （ 56.5 ％ ）」、「 駐 車 場 の 共 有
（46.5％）」の順となっている。
年代別にみると、「カーシェア」では、60 代（70.2％）、50 代（69.7％）の認知
度が他世代と比べて高い。
「 民泊での部屋の共有」は、30 代（59.6％）、60 代（57.5％）
の認知度が他世代と比べてやや高い。「フリーマーケットアプリでのモノの共有」
は 20 代（46.8％）、30 代（43.5％）で認知度が高く、60 代（21.2％）の認知度が
低いことがうかがえる。
図表 2.26
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Q2 シェアサービスの認知度の内訳×年代
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33 アンケート調査票に記載のあるシェアサービスの選択肢において、
「カーシェア」、
「サイクルシ
ェア」の 2 つおいては、「個人所有の車」、「個人所有の自転車」の貸し借りであることと、事業者
が行うレンタル業とは異なるということの 2 点を注意書きしているが、
「カーシェアリング」や「レ
ンタルサイクル」などとの名称の混同により、ミスリードが生じている可能性がある。実際の表記
方法については巻末掲載の調査票を参照されたい。
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シェアサービスの認知度の内訳（「どれも聞いたことがない」を除く）について
都市規模別にみると、概ね人口が大きい都市部での認知度が高い傾向にあること
がうかがえる。特に、
「カーシェア」は、政令指定都市で 65.9％、中核市・県庁所
在地で 65.6％と、人口の多い地域で認知度が高いことがわかる。
「民泊での部屋の
共有」においても、政令指定都市での認知度が高かった（59.6％）。
図表 2.27
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b. シェアサービスの利用について
（a）シェアサービスの利用経験について
前述の質問（第 2 章 75 頁 図表 2.25 参照）で、「何らかのシェアサービスを知
っている」と回答した方（n=3,048）に対して、シェアサービスの利用経験につい
て尋ねたところ、
「どれも利用したことがない」と回答した人が 78.9％と全体の 8
割近くを占めている。
「何らかのシェアサービスを利用したことがある」の割合を年代別にみると、
20 代の 29.7％が最も高く、30 代が 25.8％、40 代が 22.2％、50 代が 19.2％、60
代が 15.0％と、高齢になるにつれて利用者は減少する傾向がみられる。
図表 2.28

Q3 シェアサービスの利用経験×年代
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シェアサービスの利用経験の内訳（「どれも利用したことがない」を除く）をみ
たところ、
「オークションでのモノの売買」が 52.6％と最も高く、以下「フリーマ
ーケットアプリでのモノの共有（37.0％）」、「駐車場の共有（15.2％）」と続いて
いる。
利用率が高いシェアサービスを年代ごとにみると、
「オークションでのモノの売
買」において、30 代（57.8％）、40 代（65.3％）の利用率が高く、それ以上の年
代でも概ね 5 割の人が利用している。その一方で、他の年代と比べ、20 代の利用
はやや少ない（35.0％）。
次に、
「フリーマーケットアプリでのモノの共有」をみると、オークションでの
モノの売買利用率の傾向とは少し異なり、20 代（54.2％）、30 代（44.2％）の利
用率が高い。フリマアプリはオークションと比べると歴史が浅く、スマートフォ
ンなどの IT 技術に対する認識や利用が、若者世代で進んでいることが主たる要因
であると推察される。
一方で、
「会議室、農地などの場所・空間の共有」や「カーシェア」においては、
50 代、60 代が他の世代よりも利用率が高いことがうかがえる。
図表 2.29

Q3 シェアサービスの利用経験の内訳×年代
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シェアサービスの利用経験の内訳（「どれも利用したことがない」を除く）を都
市規模別にみると、ネット環境さえあればサービスを利用する際に場所を限定し
ない「オークションでのモノの売買」や「フリーマーケットアプリでのモノの共
有」、旅行先などでの利用が想定される「駐車場の共有」などのシェアサービスで
は、都市規模による明確な利用傾向はみられなかった。
その一方で、
「カーシェア（個人所有の自動車の貸し借り）」
「サイクルシェア（自
転車の貸し借り）」は都市規模が大きいほど利用率が高かった。
図表 2.30

Q3 シェアサービスの利用経験の内訳×都市規模
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（b）シェアサービスの利用意向について
今後利用したいと思うシェアサービスについて尋ねたところ、
「何らかのシェア
サービスを利用してみたい」と回答した人が 41.8％であった。
年代別にみたところ、それほど大きな違いはみられなかったが、60 代の利用意
向がやや低いことがうかがえる。一般的に、スマートフォンの使用やインターネ
ットの利用が低い 60 代以上の世代において、シェアサービスの利用に抵抗を感じ
る人が一定数いることが要因であると考えられる。
図表 2.31

Q4 シェアサービスの利用意向×年代
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シェアサービスの利用意向の内訳（「利用したいとは思わない」を除く）をみた
ところ、
「駐車場の共有」が 35.4％と最も高く、以下「フリーマーケットアプリで
のモノの共有（23.2％）」、
「カーシェア（個人所有の自動車の貸し借り）
（20.3％）」
と続いている。
年代別にみると、
「個人間での子育てサービスの提供・利用」は、子育て世代で
ある 20～30 代の利用経験は少なかったが（79 頁 図表 2.29 参照）、利用意向では
他の世代よりもニーズが高いことがうかがえる（20 代：12.9％、30 代：17.3％）。
「民泊での部屋の共有（貸し借り）」は 20 代の利用が 21.6％と最も高く、次い
で 60 代が 16.7％であった。20 代は資金的な都合や旅先での交流目的などの要因
による影響が強いと考えられる。また、60 代は定年退職後の旅行回数の増加によ
る影響があると推察される。
「フリーマーケットアプリでのモノの共有」や「オークションでのモノの売買」
は、若者世代での利用意向がやや高い傾向にある。一方で、「カーシェア（個人所
有の自動車の貸し借り）」については、年齢が上がるにつれて、利用意向が高まる
傾向にある。
図表 2.32
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Q4 シェアサービスの利用意向の内訳×年代
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シェアサービスの利用意向の内訳（「利用したいとは思わない」を除く）を世帯
年収ごと

34

にみたところ、世帯年収に関わらず、シェアリングエコノミーを利用

したいと考える人は一定数存在することがわかった。
年収が 800 万円以上のいわゆる高所得者世帯

35

においては、他の世帯年収区分

よりも、利用意向は高いことがうかがえる。例えば、
「オークションでのモノの売
買（58.9％）」、「フリーマーケットアプリでのモノの共有（34.6％）」、「会議室、
農地などの場所・空間の共有（15.0％）」、
「民泊での部屋の共有（7.4％）」などは、
他の年収区分よりも利用意向がより高いことがうかがえる。
図表 2.33
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Q4 シェアサービスの利用意向の内訳×世帯年収
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世帯年収に対する質問において「わからない」、「答えたくない」と回答した人を除き算出した。
2018 年度の税制改正で、給与所得税控除が見直され、2020 年分から年収 850 万円超の控除額が
195 万円で頭打ちとなる。高所得者の明確な定義はないが、一つの考え方として控除額の上限とな
った 850 万円以上の収入がある世帯を高所得者世帯と位置づけている。なお、本調査の世帯収入の
区分に 850 万円がないため、便宜的に 800 万円以上を高所得者世帯と区分した。
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（c）シェアサービス利用時に感じるメリット
シェアサービスを利用した時に感じるメリットについて尋ねたところ、
「何らか
のメリットを感じる」と回答した人が全体の 57.3％と半数以上を占めている。
年代別の結果は、どの年代も傾向に大きな差はみならなかった。
図表 2.34

Q5 シェアサービス利用時に感じるメリット×年代
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シェアサービスを利用することに対するメリットの内訳（「わからない」を除く）
をみたところ、
「家にモノや不用品が増えなくて良い」が 49.0％と最も高く、次い
で「モノを買わない（所有しない）ため、経済的（48.4％）」、「無駄が少なく、環
境にやさしい（45.2％）」となっている。
年代別にみると、
「家にモノや不用品が増えなくて良い」、
「無駄少なく、環境に
優しい」と回答した割合は若者世代よりも 60 代の方が高かった。30 代以上の世代
では「事故やトラブルが起こった時の取り決めや保障があるため安心」において、
20 代よりも回答割合が高く、シェアサービスの安全性への理解が進んでいる。一
方で、20 代は、他の世代よりも「他人とのつながりの拡大」にメリットを感じる
と回答した割合が高かった。
図表 2.35

Q5 シェアサービス利用時に感じるメリットの内訳×年代
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シェアサービス利用時に感じるメリットについて認知度・利用実績区分別にみ
たところ、
「利用したことがある」と回答した人のうち 87.7％が「何らかのメリッ
トを感じている」を選択しており、他の区分よりも回答割合が高かった。一方で、
「利用したことがないし、聞いたこともない」と回答している人は、
「わからない」
を選択している割合が高い。
図表 2.36

Q5 シェアサービス利用時に感じるメリット×満足度・利用実績区分
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シェアサービス利用時に感じるメリット内訳（「わからない」を除く）について、
認知度・利用実績区分別にみたところ、3 者ともに感じるメリットの順位に大きな
差はみられなかった。上位にきたメリットは、
「家にモノや不用品が増えなくて良
い」、「モノを買わない（所有しない）ため、経済的」、「無駄が少なく、環境に優
しい」であった。
他の区分と比べ、
「利用したことがある」人の多くがシェアサービスの利用時に
何らかのメリットを感じていることがうかがえる。分析の結果から、シェアサー
ビスについての認知が高まり、実際にサービスを利用すれば、サービスの効果を
実感することができるということが推察される。
図表 2.37

Q5 シェアサービス利用時に感じるメリットの内訳
×認知度・利用実績区分
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（d）シェアサービス利用時に感じるデメリット
シェアサービスを利用した時に感じるデメリットについて尋ねたところ、
「何ら
かのデメリットを感じる」と回答した人が全体の 45.6％であった。
年代別にみると、20 代は他の世代と比べ、シェアサービスの利用時にデメリッ
トを感じる割合がやや低いことがわかる。
図表 2.38

Q6 シェアサービス利用時に感じるデメリット×年代
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シェアサービスを利用することに対するデメリットの内訳（「わからない」を除
く）をみたところ、
「個人間でのトラブル発生が不安」が 65.5％と最も高く、次い
で「他人とのシェアはモノが汚れたり壊れたりすることに抵抗がある（57.7％）」、
「個人情報の漏洩など、セキュリティ面が不安（50.8％）」となっている。
年代別にみると、20 代では、
「他人とのシェアはモノが汚れたり壊れたりするこ
とに抵抗がある」と回答した割合が他の世代よりも低かった。また、60 代では「手
続きがわずらわしそう」と回答した方が若者世代よりも低かった。
「個人間でのト
ラブル発生が不安」の回答割合をみると、20 代と比べ、30 代以上の方がよりデメ
リットと感じていることがうかがえる。
「個人情報の漏洩など、セキュリティ面が
不安」をみると、20 代と 30 代の回答割合が高いことがうかがえる。
図表 2.39

Q6 シェアサービス利用時に感じるデメリットの内訳×年代

（％）
80.0

TOTAL（n=3,644）

20代（n=513）

30代（n=685）

40代（n=809）

60代（n=903）

50代（n=734）

70.0

60.0

50.0

40.0

65.5

30.0

57.7
50.8

20.0

39.0

42.7
30.4

32.6

30.5

10.0

0.3

0.0-

89

7.1

シェアサービス利用時に感じるデメリットついて尋ねたところ、
「何らかのデメ
リットを感じている」と回答した人が 67.6％であった。
認知度・利用実績区分別にみたところ、
「利用したことがある」と回答し人が「何
らかのデメリットを感じている（93.6％）」を選択している割合が高いことがうか
がえる。一方で、
「利用したことがないし、聞いたこともない」と回答している人
は、「わからない（33.1％）」を選択している割合が高い。
図表 2.40

Q6 シェアサービス利用時に感じるメリット×満足度・利用実績区分
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利用したことがある（n=643）
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聞いたこともない（n=3,775）

50%
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13.8

シェアサービス利用時に感じるデメリットの内訳（「わからない」を除く）につ
いて、認知度・利用実績区分別に尋ねたところ、
「利用したことがある」、
「利用し
たことはないが、聞いたことはある」、「聞いたことがないし、利用したこともな
い」の 3 者間で感じるデメリットの順位に、大きな違いはみられなかった。
「利用したことがある」と回答している人の方が、よりデメリットを感じてい
る割合が高いことが読み取れる。実際にサービスを利用することで、デメリット
を明確には把握していることがうかがえる。こうしたサービス利用経験者が感じ
ているデメリットに着目することで、サービスに対する不安の解消、課題の改善
につながる。
図表 2.41
（％）

Q6 シェアサービス利用時に感じるデメリットの内訳
×認知度・利用実績区分
TOTAL（n=3,645）
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シェアサービスを利用することに対するデメリットの内訳（「わからない」を除
く）について都市規模別にみたところ、
「利用するサービスや商品の質が不安」、
「他
人とのシェアはモノが汚れたり壊れたりすることに抵抗がある」、「個人間でのト
ラブル発生が不安」の項目において、都市の規模が大きくなるにつれて、デメリ
ットに感じる人が増えることがわかる。
図表 2.42

Q6 シェアサービス利用時に感じるデメリットの内訳×都市規模

（％）
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中核市・県庁所在地（n=986）
その他（5万人未満）（n=583）

80.0
70.0

政令指定都市（n=1,165）
その他（5万人以上）（n=910）

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

65.5

57.7
39.0

42.7

50.8
30.4

32.6

30.5

10.0

0.3

0.0
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c. シェアサービスの提供について
（a）シェアサービスの提供経験と提供意向について
シェアサービスの提供経験と提供意向について尋ねたところ、
「提供していない
（提供予定はない）」と回答した割合は極めて高い（88.7％）。サービスの利用経
験や利用意向の割合（78 頁 図表 2.28、81 頁 図表 2.31 参照）と比べると、サー
ビスを提供することに対する抵抗が感じられる。
図表 2.43

Q7 シェアサービスの提供経験と提供意向×年代
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70%
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シェアサービスの提供経験と提供意向の内訳（「提供していない（提供予定はな
い）」を除く）をみると、近年利用が拡大している「オークションでのモノの売買
（33.6％）」、「フリーマーケットアプリでのモノの共有（31.0％）」、「駐車場の共
有（21.2％）」、
「カーシェア（個人所有の自動車の貸し借り）（17.7％）」、「民泊で
の部屋の共有（15.0％）」の順に多い。
年代別にみると、
「オークションでのモノの売買」で、30 代以上の年代の提供経
験、提供意向の割合が高いことがわかる。その一方で、
「フリーマーケットアプリ
でのモノの共有」において、20 代～30 代の若者世代の割合が 40 代以上よりも高
いことがうかがえる。また、「駐車場の共有」においては 40 代～50 代、カーシェ
アは 60 代の提供意向が高いことがうかがえる。一般的に、経済的に豊かな層にお
いて不動産や車の提供意向が高いことがわかる。
図表 2.44

Q7 シェアサービスの提供経験と提供意向の内訳×年代
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（b）シェアサービス提供時に感じるメリット
シェアサービスを提供する時に感じるメリットについて尋ねたところ、
「何らか
のメリットを感じる」と回答した人が全体の 50.3％と約半数を占めている。
年代別の結果は、どの年代も傾向に大きな差はみならなかった。
図表 2.45

Q8 シェアサービス提供時に感じるメリット×年代
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シェアサービスを提供することに対するメリットの内訳（「わからない」を除
く）をみたところ、
「不要なモノを売るため、経済的である」が 47.4％と最も高く、
次いで「家にモノや不用品が増えなくて良い（42.7％）」、
「副業としてお金を稼ぐ
ことができる（40.0％）」となっている。
年代別にみると、若者世代と比べ、50 代以上の世代では「無駄が少なく環境に
優しい」、「家にモノや不用品が増えなくて良い」と回答した割合が高い。一方、
20 代、30 代の若者世代では、40 代以上の世代と比べ、「副業としてお金を稼ぐこ
とができる」、「不要なモノを売るため、経済的である」において、メリットと感
じると回答した割合が高かった。
図表 2.46

Q8 シェアサービス提供時に感じるメリットの内訳×年代

（％）
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シェアサービス提供時に感じるメリットついて認知度・利用実績区分別にみた
ところ、
「提供したことがある」と回答した人が「何らかのメリットを感じている
（93.2％）」を選択している割合が高いことがうかがえる。一方で、「提供したこ
とはないし、聞いたこともない」と回答している人は、「わからない（39.9％）」、
「特にメリットを感じない（17.6％）」を選択している割合が高い。
図表 2.47

Q8 シェアサービス提供時に感じるメリット×満足度・利用実績区分
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シェアサービス提供時に感じるメリットの内訳（「わからない」を除く）につい
て、認知度・提供実績区分別にみたところ、3 者ともに感じるメリットの順位に大
きな差はみられなかった。上位にきたメリットは、
「不要なモノを売るため、経済
的である」、「家にモノや不用品が増えなくて良い」、「副業としてお金を稼ぐこと
ができる」であった。
他の区分と比べ、
「提供したことがある」人の多くがシェアサービスの提供時に
何らかのメリットを感じていることがうかがえる。分析の結果から、シェアサー
ビスについての認知が高まり、実際にサービスを提供すれば、サービスの効果を
実感することができるということが推察される。
図表 2.48

Q8 シェアサービス提供時に感じるメリットの内訳
×認知度・提供実績区分
TOTAL（n=3,317）
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（c）シェアサービス提供時に感じるデメリット
シェアサービスを提供する時に感じるデメリットについて尋ねたところ、
「何ら
かのデメリットを感じる」と回答した人は全体の 61.1％であった。
年代別にみると、シェアサービスの提供時にデメリットを感じる割合は 20 代と
60 代においてやや低いことがうかがえる。
図表 2.49

Q9 シェアサービス提供時に感じるデメリット×年代
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シェアサービスを提供することに対するデメリットの内訳（「わからない」を除
く）をみたところ、
「個人間でのトラブル発生が不安」が 62.0％と最も高く、次い
で「他人ヘのモノの提供は汚れたり壊れたりすることに抵抗がある（50.7％）」、
「個
人情報の漏洩など、セキュリティ面が不安（48.9％）」となっている。シェアサー
ビス利用時に感じるデメリットと同様の傾向であった（89 頁 図表 2.39 参照）。
年代別にみると、20 代と比べ、30 代以上の世代では「他人ヘのモノの提供は汚
れたり壊れたりすることに抵抗がある」と回答した割合が高かった。一方で、
「手
続きがわずらわしそう」の回答が最も高かったのは、20 代であった。
図表 2.50
（％）

Q9 シェアサービス提供時に感じるデメリットの内訳×年代
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シェアサービス提供時に感じるデメリットを認知度・利用実績区分別にみたと
こ ろ 、「 提 供 し た こ と が あ る 」 と 回 答 し 人 が 「 何 ら か の メ リ ッ ト を 感 じ て い る
（93.1％）」を選択している割合が高いことがうかがえる。一方で、「提供したこ
とはないし、聞いたこともない」と回答している人は、「わからない（39.0％）」
を選択している割合が高い。
図表 2.51

Q9 シェアサービス提供時に感じるデメリット×満足度・利用実績区分
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シェアサービス提供時に感じるデメリットの内訳（「わからない」を除く）につ
いて、認知度・提供実績区分別に尋ねたところ、
「提供したことがある」、
「提供し
たことはないが、聞いたことはある」、「提供したことはないし、聞いたこともな
い」の 3 者間で感じるデメリットの順位に、大きな違いはみられなかった。
実際にサービスを「提供したことがある」と回答している人の方が、デメリッ
トを感じていないことが読み取れる。こうしたサービス提供者が感じているデメ
リットに着目することで、サービスに対する不安の解消、課題の改善につながり、
母数の少ないサービス提供者の増加にも期待がもてる。
図表 2.52
（％）
70.0

Q9 シェアサービス提供時に感じるデメリットの内訳
×認知度・提供実績区分
TOTAL（n=3,362）
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d. 地域課題の解決が可能なシェアサービスについて
（a）地域課題の解決に期待がもてるシェアサービス
地域課題を解決する際に有効であるシェアサービス

36

について尋ねたところ、

「駐車場の共有（貸し借り）」が 19.8％と最も高かった。次いで、「会議室、農地
などの場所・空間の共有（貸し借り）（14.4％）」、「カーシェア（個人所有の自動
車の貸し借り）（11.3％）」、「フリーマーケットアプリでのモノの共有（10.0％）」
であった。
年代別にみると、子育て世代において「個人間での家事代行サービスの提供・
利用」への期待が高いことがわかる。また、20 代～40 代においては、「フリーマ
ーケットアプリでのモノの共有」への期待が高い。これらの世代は、モノを共有
することへの抵抗も少なく、ライフスタイルの変化が比較的に大きいため、こう
したサービスへの期待が高いことが推測される。
図表 2.53
（％）
70.0

Q10 地域課題の解決に期待がもてるシェアサービス×年代
TOTAL（n=5,006）
40代（n=1,102）

20代（n=750）
50代（n=973）

30代（n=942）
60代（n=1,239）

60.0

50.0

40.0

30.0

54.9

20.0

19.8

10.0

0.0-

8.3

14.4

11.3

7.3

7.6

3.5

3.2

3.4

36

9.2

8.7

5.8

4.6

10.0

7.6

0.7

本質問では、「あなたが現在お住まいの地域の課題を解決する際、シェアリングエコノミーのど
のサービスが有効であるか」と尋ねている。地域が抱えている課題について例示して尋ねていない
ため、回答者が想定する「地域課題の内容」や「対象とする地域の範囲」などは個々で異なる可能
性があることに注意が必要である。
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地域課題の解決に期待がもてるシェアサービスついて、都市規模別にみたとこ
ろ、政令指定都市や中核市・県庁所在地などの比較的人口規模の大きい地域では、
「民泊での部屋の共有」、「カーシェア」、「サイクルシェア」のニーズが高いこと
がうかがえる。
一方で、政令指定都市や中核市・県庁所在地以外の人口規模の小さな地域では
「会議室、農地などの場所・空間の共有」、「ライドシェア」、「個人間での子育て
サービスの提供・利用」、「個人間での家事代行サービスの提供・利用」のニーズ
が高いことがわかる。
図表 2.54

Q10 地域課題の解決に期待がもてるシェアサービス×都市規模
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地域課題の解決に期待がもてるシェアサービスついて、認知度・利用実績区分
別にみたところ、
「有効であると思わない」を除くと、3 者ともに「駐車場の共有」
が最も高かった。利用実績がある人は「フリーマーケットアプリでのモノの共有
（29.9％）」が次いで高かった。認知はしているが利用したことがない人は「カー
シェア（21.3％）」が次いで高かった。
「有効であると思わない」の回答を認知度・利用実績区分別にみると、
「利用し
たことがないし、聞いたこともない」人が 63.2％であるのに対し、利用したこと
がある人は 21.2％しかいないことから、シェアサービスの利用実績がある人の方
が、シェアサービスは地域課題の解決に有効であると感じている割合が高いこと
がわかる。
特に、地域課題の解決で利用されることが多い「個人間での子育てサービスの
提供・利用」、「個人間での家事代行サービスの提供・利用」、「その他の個人間で
のスキルの提供・利用」等においては、利用したことがあると回答した人は、利
用実績がない人と比べて、地域の課題解決に可能性を感じていることがみてとれ
る。
図表 2.55
（％）
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Q10 地域課題の解決に期待がもてるシェアサービス
×認知度・利用実績区分
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（b）利用・提供意向のあるシェアサービス（テキストマイニング分析）
本アンケートでは最後の設問で、自らが「提供したい」、「利用したい」シェア
サービス、現在住んでいる地域の課題を解決できるシェアサービスなど、あれば
いいなと思うシェアサービスについて自由記述で尋ねた。図表 2.56 は、記述内容
を都市規模別（政令指定都市、中核市・県庁所在地、中規模都市、小規模都市

37

）

にテキストマイニングした結果を示している。各項目同士を結ぶ線は、それぞれ
の項目の相関の強さを表している。
図表中央にある「移動手段・駐車場のシェア」は各都市規模から概ね等距離に
あることから、都市規模に関係なくニーズがあることがわかる。また、子育てサ
ービスのニーズも高い。
図表中の政令指定都市の周辺には、日常生活の困りごとの解決、場所の提供と
いった単語があることから「スキル・場所のシェア」のニーズが高いことがうか
がえる。中核市・県庁所在地は、自動車や車の乗り合いなど「移動手段のシェア」
にニーズがある。小規模都市では、空き家や農地の活用を中心とした「場所のシ
ェア」、農業に関連した「モノのシェア」、条件不利地域などで課題としてあげら
れる「買い物や家事の代行（シェア）」、
「民泊」などのニーズが高いことがわかる。
図表 2.56

テキストマイニング分析（コンセプトマッピング）
場所のシェア
（空き家、農地、土地）

家事のシェア

場所のシェア
（民泊）

モノのシェア
農業関連のシェア
子育てのシェア

スキル・場所のシェア

移動手段・駐車場のシェア
移動手段のシェア
37「中規模都市」は、政令指定都市、中核市・県庁所在地を除く地域で人口が

5 万人以上の自治体、
「小規模都市」は、政令指定都市、中核市・県庁所在地を除く地域で人口が 5 万人未満の自治体を
指す。図表中では、中規模都市を「中規模」、小規模都市を「小規模」と標記している。
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２.２.３.

中国地域在住者向けアンケート調査結果からみえる現状と課題

個人向けアンケート結果を取りまとめると、中国地域におけるシェアリングエ
コノミーの現状ならびに課題は、下表の通りになる。
a. 現状分析
中国地域におけるシ ェアリングエコノミー に対する認知度は全国 と比べて低
い。シェアサービスの利用・提供経験ともに少ないが、利用・提供の意向は一定
数ある。
利用・提供ともに、経済的な面をサービスのメリットとして感じている。デメ
リットとしては、個人間でのトラブルやセキュリティ面があげられている。シェ
アサービスについて利用している人は、全く知らないと回答した人と比べ、地域
課題の解決にシェアリングエコノミーが有効であると回答している割合が高い。

図表 2.57

中国地域在住者向けアンケートからみるシェアリングエコノミーの現状
現
 全国に比べる

38

状

と中国地域における認知度は低い。

 20～30 代では、他の世代と比べ認知度が若干高い。
シェアリングエ
コノミーの認知

 人口規模が大きい地域において認知度が高い傾向がみられ
る。
 ニュースや新聞記事で頻繁に取り上げられる「カーシェア」、
「民泊」、「駐車場の共有」などのシェアサービスの認知度は
高い。
 中国地域においてシェアサービスを利用したことがある人は
少ない。
 利用したことのあるシェアサービスでは、
「オークションでの
モノの売買」や「フリーマーケットアプリでのモノの共有」

シェアサービス
の利用について

が多い。
 今後利用を検討しているシェアサービスは、
「駐車場の共有」、
「フリーマーケットアプリでのモノの共有」が多い。
 シェアサービスの利用時に感じるメリットとしては、
「モノを
購入しないことによる経済的な面」、「モノが増えない物理的
な面」、「無駄をなくせる環境的な面」などがある。

38 総務省が実施した「ICT によるインクルージョンの実現に関する調査研究」
（2018 年）によると、
駐車場のシェアにおける認知度は 23.0％、ライドシェアが 14.2％、民泊が 31.5％、家事育児のシ
ェアが 8.4％、モノのシェアが 11.0％と、選択肢は少し異なるものの、中国地域と比べシェアサー
ビスに対する認知度は高い。同調査項目の詳細については、第 1 章 20 頁 図表 1.13 を参照された
い。
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 一方、デメリットは、
「個人間でのトラブル」、
「共有したモノ
の破損」、「セキュリティ面」などがある。
 シェアサービスの利用と比べて、提供経験および提供意向の
割合は低い。
 「オークション」や「フリーマーケットアプリでのモノの共
有」はシェアサービスの提供として取り掛かりやすいため、
提供経験および提供意向の割合がやや高い。
シェアサービス
の提供について

 シェアサービスの提供時に感じるメリットとしては、
「不要な
モノを売ることによる経済的な面」、「モノが増えない物理的
な面」、「副業としてお金を稼げる収入面」などがある。
 一方、デメリットは、
「個人間でのトラブル」、
「共有したモノ
の破損」、「セキュリティ面」が上位で、利用時のデメリット
と同じである。
 地域課題の解決に期待が持てるシェアサービスは、都市規模
によって傾向が異なる。都市規模の大きい地域では、
「駐車場
の共有」、
「カーシェア」、
「サイクルシェア」のニーズが高い。
一方で、都市規模の小さい地域では、
「会議室、農地などの場
所・空間のシェア」、「個人間での子育てサービスの提供・利

地域課題の解決
について

用」、「個人間での家事代行サービスの提供・利用」、「ライド
シェア」のニーズが高い。
 シェアリングエコノミーに対する理解があるほど、地域課題
の解決にシェアサービスは効果的であると感じている。
 駐車場や会議室などのスペースを共有やカーシェアやサイク
ルシェアなどの交通手段を共有することによる生活課題の解
決に、可能性を感じる人が一定数存在する。

108

b. 課題
地域課題の解 決策とし て地域でシェ アリング エコノミーを 定着させ るため に
は、地域に必要なシェアサービスを精査した上で、地域住民、地元企業、自治体
職員等に対して、導入を想定しているシェアサービスの正確な理解が求められる。
図表 2.58

中国地域在住者向けアンケートからみるシェアリングエコノミー
導入時の課題
課
題

 地域課題の解決策としてシェアリングエコノミーを地域で普及させるために
は、年代や都市規模によって異なるシェアサービスのニーズを把握し、導入す
るシェアサービスの内容、期待される効果などを十分に分析し、地域（住民、
企業、自治体職員等）に対して正確な理解促進を図る必要がある。
 利用者や提供者を増やすためには、普及活動と併せて、シェアサービスの利用、
提供の足かせとなっているデメリット（トラブルに対する不安、シェアによる
モノの破損や汚れ、セキュリティに対する不安など）について、地域住民、地
元企業、自治体職員等に対して丁寧に説明する必要がある。
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２.３.

中国地域におけるシェアリングエコノミーの取り組み（ヒアリング調査）

２.３.１.

実施概要

シェアリングエコノミーに関連する取り組みを実施している自治体に、事業開
始の経緯、事業内容、取り組みの実績と成果、シェアサービスの認知、シェアサ
ービスによる地域課題解決の可能性、今後の事業展開等についてうかがった。
２.３.２.

中国地域自治体の訪問先と訪問日程

2018 年 11 月～12 月に、以下の日程で中国地域の自治体を訪問した。訪問先に
ついては、中国地域の自治体向けアンケート回答先のうち、シェアリングエコノ
ミーに関する取り組みを実施しているとの記述があった鳥取県智頭町と島根県雲
南市を選定した。また、新聞等の報道により、シェアリングエコノミーに取り組
んでいることが判明した広島県三次市もヒアリングの対象とした。
広島県三次市では「子育てシェア事業」と「ライドシェア実証事業」、鳥取県智
頭町では「民泊事業」と「スキマワーク事業」、島根県雲南市では「空き家活用事
業」を中心にヒアリングを実施した。
また、鳥取県智頭町および島根県雲南市においては、地域住民が地区ごとに取
り組んでいる自治組織の活動についてもヒアリングをした。この自治組織は、地
域住民のスキルを活用（スキルシェア）し、困りごとを解決するためのプラット
フォームを構築しているという観点から、
「将来的にシェアサービス導入の素地が
ある取り組み」という位置づけで、ヒアリング結果に盛り込んでいる。
図表 2.59
所在地

中国地域自治体の訪問先と訪問日程一覧
訪問先

日時
2018 年 11 月 21 日 10:30～

広島県三次市

三次市役所

（一部の内容は 2019 年 1 月 8 日にメール
にて問い合わせた。）

鳥取県智頭町

智頭町役場

2018 年 12 月 17 日 13:30～

島根県雲南市

雲南市役所

2018 年 12 月 20 日 10:30～
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２.３.３.
a. 事例①

取り組み事例
広島県三次市
三次市地域振興部定住対策・暮らし支援課
課長

明賀

克博 氏

三次市子育て・女性支援部女性活躍支援課育児支援係
係長

ヒアリング先

藤田

美紀 氏

三次市政策部企画調整担当

人

係長

桑田

秀剛 氏

主任

中村

大明 氏

口：53,615 人（対前回調査 5.3％減）

世 帯 数：21,376 世帯（対前回調査 1.9％減）
資料：2010、2015 年国勢調査（総務省）

成り立ち：三次市は、中国地方のほぼ中心に位置し、北部は
中国山地、南部は農業地帯を有する。同市は古く
から交通の要衝の地であり、山陽と山陰、関西と
九州をつなぐ商業都市として発展した。近年は、
中国やまなみ街道の開通により、その拠点性がさ
らに高まっている。
三次市の概要
写真

シェアリング
エコノミーに
関連した取り組み

三次市役所

 子育て支援と女性の就業機会の拡大に係る事業
 マツダ㈱、広島県、三次市の連携による移動サービス実証
事業
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【事業の経緯と概要】
①


子育て支援と女性の就労機会の拡大に係る事業
三次市では、中心市街地を除く地域における人口減少、少子高齢化の進行
が顕著であり、一部の地区では、農地の維持管理や日々の交流など、集落
の生活機能を維持することも困難となっている。



住民自治組織との意見交換等により、「地域担い手（後継者）不足」、「共
助の弱まり」などの問題点が指摘されており、地域コミュニティの再構築
が早急の課題としてあげられている。



こうした状況へ対応するために、先駆的な取り組みとして 2002 年から実
施している「子育て支援」等を活用し、子育てや介護を行いながらも働き
続けられる環境整備を図ることで、女性や若者、高齢者などの就労の促進
施策を展開している。



三次市では、女性活躍推進プラットフォーム事業「アシスタ lab.」を展開
している。アシスタ lab.は、子育て中の方や家庭と仕事の両立を模索する
女性を応援するスペース（市が施設を改修し、2018 年 4 月運営開始）であ
る。



同スペースでは、市から事業委託を受けた民間事業者による女性の起業セ
ミナー、スキルアップセミナーなどが実施されている。また、専門家によ
る個別相談も可能となっている。



施設利用時に託児支援が必要な場合、三次市の子育てサポート事業などを
紹介している。利用方法についても、常駐のコーディネーターに相談する
ことが可能である。



三次市子育てサポート事業では、子育ての支援を行う提供会員「まかせて
会員」、子育ての支援を受ける依頼会員「おねがい会員」に登録してもら
い、事務局が支援の依頼を受けて仲介することで子育ての相互支援を可能
としている。主な利用内容は、0 歳から小学 6 年生までの一時預かり、送
迎である。同事業は、万が一に備えて保険にも加入しており、利用者、提
供者ともに安心してサービスを利用できる。



同子育てサービスは有料ではあるが、自治体の手厚い補助により、個人の
利用負担は 1 時間 300 円と極めて安価である。また、サービス提供者への
研修を行ったり、提供者へは活動報告書の提出を義務付けたりするなど、
サービスの質の向上にも力をいれている。



三次市では、病児・病後児保育にかかる取り組みも行っている。子どもが
病気の「回復期」や「回復期に至らない場合」に保護者が仕事、病気など
の理由により家庭で保育ができない場合、一時的に子どもを施設に預ける
ことができる。
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三次市には、三次市子育てサポート事業とは別に、託児支援を目的とした
制度として「ほっとマム」がある。同制度は、市内で講演会などのイベン
トを開催する際、イベント主催者が託児所を設ける場合に利用できるもの
である。同制度の事務局を担う三次市は、登録されている託児ボランティ
アのリストを主催者に提供している（斡旋は行わない）。主催者はリスト
からボランティアと直接連絡をとり、日程調整、利用料の支払いなどを行
う。

②


マツダ㈱、広島県、三次市の連携による移動サービス実証事業
昨今の中山間地域における公共交通の空白化などにより、高齢者や身体の
不自由な人を中心に移動手段の不足が社会課題となっている。



課題への対応策として、2018 年 12 月から、マツダ㈱、広島県、三次市が
協働で、移動サービスの実証実験を開始した。



将来のライドシェアを見据えた移動サービス実証実験を通して地域が活
性化するとともに、その地域においていつまでも安心・安全で自由に移動
することが可能な、心豊かな暮らしにつながる社会貢献モデルの構築を目
指している。



マツダ㈱は、地域移動サービスで用いる運行管理システムや利用者用アプ
リケーション、車両を無償で提供し、地域住民が運行する地域移動サービ
ス運営を省力化するとともに、実証実験で得られたデータの蓄積を目的と
している。



実証実験は、三次市内の 2 箇所（作木地区と川西地区）で行われている。
作木地区は過疎地有償運送の届出により国の認可を受けており、白ナンバ
ーの車両を利用した有償運送が可能となっており、事業運営は「NPO 法人
元気むらさくぎ」が担っている。作木地区のライドシェアの利用料金は、
一回 300 円としている。川西地区は、国による認可は受けず、無償で運送
事業を行っている。事業の運営は、地域自治連合会が行っている。



利用者の多くは高齢者であるため、電話予約が中心となっているが、スマ
ートフォンが普及している 60 代が 10 年後に利用する可能性が出てくるこ
とを見越し、アプリケーションの利用促進も行っている。



三次市の役割は、国への届出の支援、運行ルートの策定支援、ドライバー
講習の補助などが中心である。サービス利用者への告知は住民で行われて
おり、利用者は登録制としている。
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図表 2.60

移動サービス実証実験の概要
ドライバー

行政機関
支援制度／法令手続き等サポート

送迎（乗り合い）
手配・配車

マツダ

地域

駅・バス停
地域イベント連携

診療所

アプリ・車両提供

スーパーなど
移動を促す仕掛けや、
地域経済を活性化する
仕掛けを創出して連携

電話やアプリを通じて依頼

サービス利用者
資料：マツダ㈱ホームページより

【実績・成果】
 アシスタ lab.の会員登録者数は 2018 年 11 月現在で 143 名、利用者数は 2,285
人となっている。
 2017 年度の子育てサポート事業の利用者は、全体で 833 件（利用時間：2,453
時間）であった。会員数は 944 人で、おねがい会員が 657 人、まかせて会員が
190 人、両方に登録している人が 97 人いる。
 2017（平成 29）年度ほっとマムの利用実績は、72 件であった。
 ライドシェアの実証実験は 2018 年 12 月から利用開始しており、一定期間が経
過していないため、現時点では利用者数の集計を行っていない。ライドシェア
事業のドライバーとして登録している人数は、作木地区が 32 名、川西地区が 8
名である。
【課題・問題点】
 現行の子育てサポート事業は、事務局がサービス利用希望者からの電話のみで
サービスの受付を行っている。システム化すれば運用効率の向上につながると
いう認識はある。しかし、現時点ではサービスのシステム化に関する議論は行
っていない。
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 ライドシェア事業に関しては、地元のタクシー業者やバス会社との競合があり、
また、有償運送の認可が下りている運行区域における用途も限られている。区
域外の病院や市街地への移動の要望もあるが、現実的には難しい。
 マツダとの連携は 2019 年 9 月までであり、それに合わせて車両のリースやシス
テムの利用も終了する予定である。来年以降の事業展開についてマツダや広島
県との協議を行う必要がある。
【シェアリングエコノミーの認知について】
 庁内におけるシェアリングエコノミーの認知度は高くない。防災分野や教育分
野など、地域が抱えている課題とシェアサービスがどのようにリンクするのか
が不明瞭な事業分野もある。
 市内の宿泊施設の稼働率が高いため、観光客が増加した場合に宿泊施設の確保
が課題となることはあるが、市内における民泊事業の展開などはあまり聞かれ
ない。田舎ツーリズムで、8 件程度の民泊登録はあるが、件数的には伸びてい
ないのが現状である。
【シェアリングエコノミーによる地域課題の解決】
 子育て支援については、現在は電話によるマッチングが中心となっているが、
シェアプラットフォームなどを併用することで利用者の利便性があがるのであ
れば、検討の余地はある。
 三次市では、既に公共交通空白地におけるライドシェアの実証実験が行われて
おり、地域課題の解決手法として期待している。
【今後の事業展開】
 子育て分野において、現在の電話応対に加えてシステムの導入もできると利便
性の向上に期待ができる。
 高齢者にとっては、スマートフォンでのシステムの活用は難しい面もあるが、
家族がサービス利用者の代わりにシステムを利用してもらえるように啓発を行
うことができればよいと考えている。
 システムによる配車もよいが、電話によるやり取りを通じて、高齢者の健康や
安否の確認にもつながるので、アナログな部分も重要である。
 ライドシェアは公共交通の空白地域において極めて重要な取り組みとなる。マ
ツダや広島県との協議は今後行う予定だが、三次市としては継続的な取り組み
として推進していきたいと考えている。
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b. 事例②

鳥取県智頭町
智頭町企画課
課長

ヒアリング先

酒本

課長補佐
副主幹
人

和昌 氏
國岡

西川

まゆみ 氏
淳 氏

口：7,154 人（対前回調査 7.31％減）

世 帯 数：2,487 世帯（対前回調査 3.31％減）
資料：2010、2015 年国勢調査（総務省）

成り立ち：智頭町は鳥取県の南東部に位置し、岡山と鳥取を
結ぶ宿場町として知られる。町面積の 93％を山
林が占めており、近年は持続可能な山林管理と収
益を上げる自立自営の林業「自伐型林業」の展開
や森林セラピー®の事業で全国から脚光を浴びて
いる。

智頭町の概要

写真

智頭町役場

 イベント開催時の宿泊施設の確保施策として始まった民
シェアリング
エコノミーに
関連した取り組み

泊事業
 農業や林業経営者の閑散期におけるスキマワークプロジ
ェクト
 日本 1/0 村おこし運動（地区振興協議会（住民自治）によ
る地域の活性化と地域課題の解決）
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【事業の経緯と取り組み概要】
①


民泊事業
智頭町は、町面積の 93％が森林に覆われており、こうした恵まれた自然
環境を活用した森林セラピー®を 2010 年（平成 22 年）から実施している。
森林セラピー®等の体験に合わせて、智頭町で暮らす人々との交流を通じ
て、町ならではの魅力を感じてもらえる民泊の方針を打ち出した。



智頭町内には、体験で訪れた人々を受け入れるだけの十分な宿泊施設がな
いため、民泊の推進は理にかなっていた。より長い時間を町内で過ごして
もらい、域内での消費を増加させることも狙いの一つである。



現在、町内の民泊登録件数は 50 件程度で、そのうち 20 件程度が積極的に
民泊を受け入れている。



現行では、（一社）智頭町観光協会がサービス利用者と提供者のマッチン
グを電話で行っている。電話でのオペレーションは、利用者と提供者をマ
ッチングする際に、直接利用者とコミュニケーションをとることで、安心
感を生む上で重要であると認識している。また、民泊家庭の受け入れの意
思表示も都度確認することで、提供者側のケアも行っている。



2018 年 12 月 22 日には、民間の取り組みで智頭町内に新しいゲストハウ
スができる予定である。



智頭町では、毎年「民泊マラソン」というイベントを開催している。本イ
ベントは、イベント初日に、森林セラピー®体験や町並み散策などの智頭
町ならではの体験型観光をし、民泊家庭で宿泊し、翌日にマラソンをする
というものである。開催時期の 9 月は民泊の利用者が大幅に増加し、地域
の賑わいや活性化に寄与している。

②


スキマワークプロジェクト
智頭町は、地元の地区振興協議会、富士ゼロックス株式会社、クラウド会
計ソフトを手がける freee 株式会社（東京）、システム開発会社 LASSIC（鳥
取市）と協定を結び、農業や林業に携わる町民の閑散期（冬期）や家事の
合間の空き時間に、オフィスワークができる拠点を設けた。業務形態は、
中山間地域などでも実現が可能なテレワークを採用している。



智頭町は、廃校となった小学校を拠点として利活用し、パソコンやデスク
などの備品を整備した。同事業を通じて、町民の所得向上、移住定住者の
仕事の確保などの課題解決に期待している。



同プロジェクトは、ワークシェアによる雇用創出を図るとともに、中長期
的には、フルタイムワークやパソコン、会計知識の取得によってキャリア
アップできる体制も構築し、UIJ ターン者の雇用の受け皿になることも視
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野にいれている。


鳥取市の IT 企業 LASSIC が地元の人材を採用し、クラウド会計ソフト freee
の運用業務を実施している。業務内容は、会計に係るデータ入力、問い合
わせ対応である。

③

日本 1/0 村おこし運動（地域住民による自治組織の取り組み）

※ 「地域住民によるスキルシェア」、「困りごと解決のプラットフォームの構築」という 2 つ
の観点からヒアリング結果に盛り込んでいる。



智頭町では地域の魅力と活力を増大し、持続力を備えるため、集落や地区
の住民自治を高める取り組みとして日本 1/0 村おこし運動を行っている。



智頭町は、地区や集落を持続的に運営するための産業育成や文化・教育活
動などを対象に活動支援を行っている。支援の内容としては、活動資金の
助成だけでなく、振興計画の策定などに対して、専門のアドバイザーや役
場職員の派遣などの人材面の支援も含まれる。



集落ごとに様々な取り組みが展開されており、一次産品の加工や工芸品な
どを製作し販売することに特化している集落もあれば、地域の賑わい創出
を目的とした祭りの開催などに取り組んでいる集落もある。



取り組みの開始から 20 年近くが経過しており、現在は地区として自立を
目指すフェーズに突入している。

【実績・成果】
 昨年の民泊の利用者は、年間 540 名（2017 年）であった。ここ数年は、600 名
を超える年もあった。年度によって差はみられるが、世代別の宿泊者の傾向を
みると、20 代～50 代を中心に幅広い世代に利用されている。また、宿泊者の居
住地をみると、関西地方と関東地方の利用者が大半を占めている。
 スキマワーク事業は、現在 14 人の雇用実績がある。雇用者の内訳（ワーカーの
属性）は、農林業従事者が 2 名、主婦 8 名、専属 4 名となっている。業務の内
容は、主に通帳のデータ入力やアンケート結果の入力などが中心である。
【シェアリングエコノミーによる課題解決の可能性】
 以前からシェア事業者との意見交換などは行っており、地域への導入を模索し
ている事業分野もある。分野によってシェアサービスによる地域課題の解決は
可能であると考えている。
 地域にシェアサービスを導入することを検討する場合、利用者の多くは高齢者
であるため、急激に普及するとは考えにくい。現在、地区や集落で取り組んで
いる村おこし運動により、地縁的なコミュニティが形成されている。こうした
コミュニティに若者が入るためのツールとしてのシェアサービス導入も手段の
一つだと感じる。

118

【今後の事業展開】
 住民自治組織の取り組みとして、収益を上げる部門を育て、福祉事業などに資
金を循環させる仕組みの構築ができればよいと考えている。例えば、公共交通
などの分野は、現在シルバー人材センターに委託し、過疎地有償運送を行って
いる。Uber のシステムなど、シェアサービスを利用することで効率化に期待が
できるならば、利用してもよいと感じる。
 現在都市部で拡大しているシェアサービスは、それぞれの業務分野に特化しす
ぎているように感じている。地域でシェアサービスを導入する場合、細分化さ
れたプラットフォームを統合したような包括的なものがあれば利用してみたい
と感じる。
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c. 事例③

島根県雲南市
雲南市政策企画部政策推進課
主幹

ヒアリング先

板持

裕朗 氏

雲南市政策企画部地域振興課
主幹技師

山本

章平 氏

雲南市政策企画部うんなん暮らし推進課
副主幹
人

野々村

一彦 氏

口：39,032 人（対前回調査 6.9％減）

世 帯 数：12,527 世帯（対前回調査 2.9％減）
資料：2010、2015 年国勢調査（総務省）

成り立ち：雲南市は島根県の東部に位置し、南部は広島県と
隣接している。県内唯一の内陸の市であり、面積
の約 8 割が林野を占めている。また、加茂岩倉遺
跡やたたら製鉄の遺構（日本遺産に認定）など歴
史的な価値が高く、観光の中心となる名所も多数
ある。
雲南市の概要
写真

シェアリング



空き家活用の主な事例（空き家バンク制度、コワーキン
グスペース・シェアオフィス、民泊用の体験宿泊施設、

エコノミーに
関連した取り組み

雲南市役所

カフェ等）


地域自主組織による取り組み
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【事業の経緯と取り組み概要】
①


空き家活用事業
人口減少、高齢化に伴い市内の空き家が増加しており、空き家の有効活用
と移住・定住の促進を図るため、2009 年（平成 21 年）から空き家バンク
制度を開始した。



雲南市では 2011 年から社会起業家や地域貢献を志す若い人材の発掘と育
成を目的に幸雲南塾の活動を展開している。都市部での仕事を地方でも行
えるよう、人脈を広げつつ豊かな自然の中で創造性を発揮できる場づくり
をめざし、同活動の 4 期生のメンバー（2014 年修了）と雲南市の移住・
定住担当者が中心となり、地域の活動拠点「三日市ラボ（コワーキングス
ペース（12 席）／シェアオフィス（10 席））」を整備した。



市の外郭団体である雲南市ふるさと定住推進協議会が建物を借用。施設の
管理運営は NPO 法人おっちラボが行っており、建物内の改装などを実施し
た。コワーキングスペースの利用料金は、1 時間あたり 300 円（一日上限
1,000 円）であり、シェアオフィスの利用料金は 1 ヶ月 2 万円（共益費込、
コワーキングスペースの利用も可能）である。どちらも Wi-Fi や電源が完
備されている。シェアオフィスには、鍵付デスク、ロッカーも完備してお
り、法人登記も可能である。



市内では三日市ラボのほかにも、訪日外国人観光客をターゲットにしてい
るカフェ、山間部の棚田にある森のオフィスや民泊用の体験宿泊施設な
ど、多様な空き家の活用が進んでいる。空き家の入居希望者には主に雲南
市の空き家バンク制度で斡旋されている。

②

地域自主組織（小規模多機能自治体）の取り組み

※ 「地域住民によるスキルシェア」、「困りごと解決のプラットフォームの構築」という 2 つ
の観点からヒアリング結果に盛り込んでいる。



人口減少や高齢化が進む中で地域の課題を話し合い解決するための取り
組みとして、地域自主組織の活動基盤の充実を図り、地域活動の解決に向
けた住民主体の活動を促進している。同組織は、概ね小学校区域において、
目的型組織や地縁型組織等のあらゆる団体が結集し、多岐にわたる地域課
題に対応していくため自ら考え、解決に向けた、地域活動に取り組んでい
る。本取り組みは 2004 年の合併から始まり 2007 年度に市内全域で組織が
設立されている。



地域自主組織は市内に 30 あり、各地区の人口規模は 150 人弱～6,000 人
程度、面積規模は 0.85～58 平方キロメートル程度と、組織によって大き
く異なる。



雲南市の自主組織は、地域づくり、地域福祉、生涯学習を活動の柱とし幅
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広く取り組んでいる。自主組織ごとに課題をアンケートなどにより集約し
話し合いを行うなどして、地域振興や課題解決の計画を策定し、実行につ
なげている。各地区に住民活動の拠点として「交流センター」を設けるこ
とで、住民が集まりやすくなり、地域の課題や住民の困りごとに対して活
動する機運を高めることができている。


地域自主組織常設の事務局があり、職員はすべて各地域自主組織で雇用さ
れている。雇用や活動の財源は、市の交流センター（活動拠点）の指定管
理料、地域づくり活動等交付金などを原資としている。



市は地域自主組織の対等なパートナーとして、地域自主組織の組織化や拠
点づくり、企画・計画策定、人材育成・確保策など、進捗に応じた支援を
行っている。
図表 2.61

地域自主組織の形成
地域自主組織
会長

地縁型組織
自治会

副会長

町内会
監査
機関

文化サークル

高齢者の会

目的型組織

属性型組織
住民・各種団体

資料：雲南市役所からの提供資料より

図表 2.62

地域自主組織の運営

定管理料

• 交流セ�ターの指

付金

• 地域づくり活 動交

雲南市
（所管：
市長部局）

交流センター
（地域自主組織の活動拠点）
地域自主組織
事務局
・常勤職員2名
・非常勤職員数名

策定

• 企画、計画

など

• 各種支援

※全て地域自主組織で雇用

資料：雲南市役所からの提供資料より
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事務局

○○部会

女性グループ

○○部会

営農組織

○○部会

○○部会

PTA

消防団

理事会等

【実績・成果】


三日市ラボのシェアオフィス（固定席）は、年度当初から 10 席中 7 席が利用
されている。主に IT 関係業務の方やコンサルタントの方などが施設に入居し
ている。NPO 法人おっちラボが同施設を拠点に事業企画を行っている幸雲南塾
は、地域課題の解決につながる動きや起業に寄与している。



地域自主組織では、各地区で異なる様々な課題に対応しており、中には水道の
検針を受託し、検針と同時に各世帯への声かけや見守りを行うという取り組
み、交流センターの一角に食品や日用品などの買い物ができるマーケットを設
け運営し、さらに地区内の送迎や買い物の無料配達を行うなど、多種多様な事
業が展開されている。

【シェアリングエコノミーによる課題解決の可能性】


地域自主組織の取り組みは活発に行われる一方で、さらなる高齢化や人口減少
により、これまでの地域活動だけでは解決できない課題も生じている。対応す
べき課題は今後も増えていくことが見込まれるが、次の担い手の確保、若者の
活動への参画、負担感の増大など様々な課題にも直面している。こうした現状
に対して、今後は人材の共有や活動での地域間連携、IT の導入による事務効
率化、円卓会議などを通じたコミュニケーションの活性化が必要となってい
る。



シェアという面では、プラットフォーム上で他の地域自主組織がどのような取
り組みが行われているのかをタイムリーに把握できるようなシステムがあれ
ばよいと思う。



地域自主組織の会長は高齢の方が多いが、IT への抵抗が少ない方もいる。



困りごと解決のシェアプラットフォーム等を利用し、高齢者の困りごとを高校
生などの若者が解決できる仕組みが構築できるとよい。コミュニティ活動に関
心の薄い若者が参画できるよい機会にもなると思う。



公共交通ネットワークに、ライドシェアシステムや GPS などを活用し車両の現
在地の特定などができる仕組みが構築出来れば、住民生活の利便性がさらに高
まると思う。ひいては、医療機関、金融機関、ショッピングセンターなどを効
率よく移動できる暮らしの実現も可能と考える。

【今後の事業展開】


それぞれの地域自主組織で実施している取り組み内容を共有して欲しいとい
う地域住民からのニーズがある。また、若者の地域自治組織への参加も重要な
課題となっている。今後は、こうしたニーズや課題に対して、地域と行政の連
携体制の強化や IT 技術の有効活用などで対応できれば良いと考えている。
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２.３.４.

中国地域自治体ヒアリングからみえる現状と課題

中国地域の自治体において現在実施されているシェアリングエコノミーに関連
する取り組みについての結果を取りまとめると、中国地域におけるシェアリング
エコノミーの現状および課題は、以下の通りとなる。
a. 現状
地域の様々な課題を解決するためにシェア（共有）という概念は今後重要な要
素になるという認識を持っている
ヒアリングを行った自治体は、それぞれ地域特有の課題があり、その解決策と
してシェア（共有）という概念を用いていた。広島県三次市では、子育て中の女
性の社会進出支援として、子育てを「シェア」する取り組みを 15 年以上前から実
施している。また、同市では、今年度公共交通の空白地域におけるライドシェア
の実証実験も実施している。鳥取県智頭町では、民泊事業によるスペースの有効
活用や農林業従事者の閑散期を有効に利用するスキマワークを実施している。島
根県雲南市では、地域自主組織（小規模多機能自治体）を中心として地域住民に
よる自助と共助（助け合い）の活動や人口減少や高齢化などで増加した空き家を
有効に活用した事業を住民や民間企業が主体となり展開している。
これらの取り組みに共通している点は、自らが持つスキルや場所などの資源を
有効に「シェア（共有）」している点である。事例からもわかるように、シェア（共
有）するという概念が地域の課題解決にとって極めて重要な要素となっているこ
とがヒアリング結果からうかがえる。


地域住民が互いに助け合う環境を整備するためには、地縁的なコミュニティ
やネットワークの強化は必要である



自治体は住民主体で行っている地域を持続するための積極的な取り組みに対
して、財政面、人材面など多角的に支援している
ヒアリングを行った自治体で取り組みをはじめた経緯を尋ねたところ、少子高

齢化や人口減少の進行による地区や集落の生活機能の維持、地域コミュニティの
強化等の必要性があげられた。自治体は、こうした課題に対して、住民が担う自
治組織や地域ネットワークの形成を支援するといった方法で持続可能な地域運営
の展開をバックアップしている。
広島県三次市では、住民自治組織との意見交換において「地域の担い手（後継
者）不足」、「共助の弱まり」等の問題を指摘されたことを受け、子育てや介護を
しながらでも働き続けられる環境整備を進めている。同市では、女性や若者など
の就労の促進施策と併せて、子育てを中心とした手厚い支援事業を実施している。
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支援事業のサービス提供者は住民自身であり、地域住民が互いに助け合えるプラ
ットフォームの構築を実現している。制度を活用することで、子育てをしながら
も安心して就業できる体制が確立されている。
鳥取県智頭町と島根県雲南市では、名称こそ異なるが、住んでいる地域を住民
自らが持続的に運営していくための組織を構築している。取り組み内容は地区に
よって様々で、産業振興に力を入れている地区もあれば、高齢者の見守りや防災
面に力をいれている地区もある。こうした積極的な取り組みにより、地縁的なコ
ミュニティの形成や住民ネットワークの強化が促進している。これらの地域には、
地域の課題を地域住民自身で掘り起こし、自ら解決策を考える仕組みが慣例化さ
れている。また、自治体はこうした積極的な住民の取り組みを財政面、人材面、
制度面など、多角的に支援していることがヒアリングできかれた。
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b. 課題
地域課題とシェアサービスによる課題解決のギャップを埋めるため、庁内を中
心にシェアサービスの理解促進を図る必要がある
ヒアリングを行った自治体では、地域課題の解決に対して、本調査で定義して
いるオンラインプラットフォームの活用に対する認識がなされていないのが現状
であった。
詳細は第 3 章で記述するが、全国的に自治体がシェアサービスを導入し、地域
の課題を解決する取り組みが進んでいる。シェアサービスの分野は、モノのシェ
ア、空間・場所のシェア、スキルのシェアなど様々である。シェアサービスで地
域の課題を解決できるかどうかを判断する際、事業を導入する主体となる自治体
の職員のシェアサービスに対する理解が重要となる。庁内での理解が進めば、各
部署レベルでの導入検討に期待がもてるなど、効率の良い事業展開が可能となる。

シェアサービス導入など、IT 化の推進が必要である
ヒアリングできかれた取り組みは地域に即した形で展開されており、既に地域
に欠かせない行政サービス、地域住民による活動として確立されている。しかし、
その一方で、それらの多くが、電話によるオペレーションのみで運営されている
など、本調査の定義にあたるシェアサービスはなかった（三次市のライドシェア
事業を除く）。
広島県三次市の子育てサポート事業は、市がプラットフォーム（事務局）とな
り、電話によるオペレーションの下、子育てサービス利用希望者と提供者のマッ
チングを行っている。鳥取県智頭町の民泊事業は、三次市の事例と同様に、観光
協会がプラットフォームとなり、電話によるオペレーションの下、宿泊希望者と
民泊提供者のマッチングをしている。
こうした電話によるマッチングオペレーションは、直接人の声を聞くことによ
り、安心感が醸成されるという点で大きなメリットであるといえる。利用者と提
供者の調整に細心の注意を払って行ってもらえる点も、双方にとって大きな利点
であるといえる。一方で、相応の人的コストがかかり、効率の観点からも芳しく
ない。
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２.４.

小括

本章のまとめとして、中国地域におけるシェアサービス導入に向けた問題点、
中国地域におけるシェアサービス導入に対するニーズと期待の 2 点について整理
する。
２.４.１.

シェアサービス導入に向けた中国地域の問題点

a. 中国地域自治体へのアンケート調査から得られた中国地域の問題点
中国地域の自治体アンケートから得られたシェアサービス導入に向けた中国地
域の問題点について整理すると、シェアサービスやシェアリングエコノミーの認
知度や理解が十分ではないことが問題であることがわかる（第 2 章 56、65 頁参照）。
また、シェアサービスの特徴や有用性などの理解が深まれば、解消する可能性
がある問題点として、
「地域資源の不足」、
「具体的な政策ビジョンが現時点ではな
い」、「実用へのイメージがわかない」、「地域課題とシェアサービスによる解決が
結びついていない」などがあげられる（第 2 章 56、64、65 頁参照）。
図表 2.63

中国地域自治体へのアンケート調査から得られた中国地域の問題点

中国地域自治体へのアンケート調査から得られた中国地域の問題点
＜シェアサービスやシェアリングエコノミーの認知・理解に関する点＞
 庁内での理解が十分でない
 住民の理解が十分でない
 シェアリングエコノミーに対する理解が不足している
＜上記から派生していると考えられる問題点＞
※上記の問題点が解決されれば、以下の問題点も解決される

 シェアサービス導入にあたり、地域資源が不足しているという誤った認識があ
る
 シェアサービス導入のための具体的な政策ビジョンが現時点ではない
 実用へのイメージがわかない
 地域課題とシェアサービスによる解決が結びついていない
（中国地域自治体へのアンケート調査より）
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b. 中国地域在住者向けアンケート調査から得られた問題点
中国地域在住者向けアンケートから得られたシェアサービス導入に向けた問題
点について整理すると、シェアサービスの認知度が低いことが一番の問題である
ことがわかる（第 2 章 73、74 頁参照）。
認知度の低さからもわかるように、中国地域は全国の結果と比べ、サービス利
用経験およびサービス提供者・提供意向が低い（第 2 章 78、93 頁参照）。
サービスを利用・提供したことがない人は、利用・提供経験者と比べ、シェア
サービスに感じるメリットをあまり感じていない（第 2 章 90、97 頁参照）。
また、サービス利用者・提供者ともに、個人間でのやり取りであるがゆえの、
トラブルの発生に対する不安を感じている人が多い（第 2 章 92、100 頁参照）。
図表 2.64

中国地域在住者向けアンケート調査から得られた中国地域の問題点

＜シェアサービスやシェアリングエコノミーの認知に関する点＞
 シェアリングエコノミーおよびシェアサービスに関する認知度が低い
 サービス利用経験者が少ない
 サービス提供意向が低い
＜上記から派生していると考えられる問題点＞
※上記の問題点が解決されれば、以下の問題点も解決される

 シェアサービスについて認知しておらず、利用・提供経験のない人は、シェア
サービスへの効果や期待が低い
 サービスの安全性、トラブルへの不安が大きい
（中国地域在住者向けアンケート調査より）
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c. 中国地域自治体ヒアリングから得られた問題点
中国地域自治体のヒアリングから得られたシェアサービス導入に向けた問題点
を概観すると、庁内でのシェアサービスの理解が進んでいないことから、シェア
サービスが地域課題の解決とうまく結びついていないなどの問題点がある（第 2
章 115 頁参照）。
また、シェアプラットフォームの活用などの IT 化が遅れていることが問題点と
してあげられる（第 2 章 114、118、123 頁参照）。
図表 2.65

中国地域自治体ヒアリングから得られた中国地域の問題点

 一部の自治体では、庁内でのシェアリングエコノミーに対する認知、理解が十
分でない
 どのようなシェアサービスがあり、どのような課題を解決できるのかという認
識が不足している
 資源を共有する取り組みはあるが、IT 化が十分でない
（中国地域自治体ヒアリングより）
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２.４.２.

中国地域におけるニーズと期待

a. 中国地域自治体へのアンケート調査から得られた中国地域におけるニーズと
期待
中国地域自治体へのアンケートから得られた中国地域におけるシェアサービス
について概観すると、シェア（共有）を軸とした地域課題解決のための事業が、
中国地域の自治体でも行われていることがわかった。具体的な事業としては、シ
ェアサイクル事業、空き家を活用した事業、民泊事業などがあった（第 2 章 54、
55 頁参照）。
また、一部の自治体では、地域へのシェアサービスの導入や、普及促進を目的
に内閣官房シェアリングエコノミー伝道師の活用も検討している（第 2 章 60 頁参
照）。
また、地域課題の解決策として期待しているシェアサービスの分野は、
「民間遊
休資産の活用」、
「公的不動産の活用」などの空間のシェア、「観光振興」分野のス
キルのシェア、「公共交通」分野の移動のシェア、「災害対策」などがあがってい
た。こうした分野に中国地域自治体の期待があることがわかる（第 2 章 64、66 頁
参照）。
図表 2.66

中国地域自治体へのアンケート調査から得られた中国地域における
ニーズと期待

 中国地域の自治体において、シェア（共有）を軸とした地域課題解決のための
事業が行われている
 一部の自治体では、シェアサービスを地域で普及させるために、内閣官房シェ
アリングエコノミー伝道師の利用意向がある
 中国地域の自治体では、
「民間遊休資産の活用」、
「公的不動産の活用」などの空
間のシェア、「観光振興」分野のスキルのシェア、「公共交通」分野の移動のシ
ェア、
「災害対策」において、シェアサービスによる地域課題の解決が可能であ
るというアンケート結果が得られた
（中国地域自治体へのアンケート調査より）
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b. 中国地域在住者向けアンケート調査から得られた中国地域におけるニーズと
期待
中国地域在住者向けアンケートから得られた中国地域におけるシェアサービス
のニーズと期待について整理すると、年代や年収、住んでいる地域の人口規模な
どによらず、シェアサービスを利用してみたいというニーズ（意向）があること
がわかった（第 2 章 81～83 頁参照）。
実際にサービスを利用・提供したことがある人は、未利用・未経験者と比べて、
シェアサービスの確かな効用を感じている（第 2 章 87、98 頁参照）。
都市規模の大きい地域では、
「民泊」、
「カーシェア」、「サイクルシェア」のニー
ズが高く、一方で、都市規模の小さい地域では、「場所のシェア」、「子育て・家事
のシェア」、「ライドシェア」のニーズが高いことが読み取れる（第 2 章 104、106
頁参照）。
サービスを利用・提供したことがある人は、未利用・未経験者と比べて、地域
課題の解決手段としてシェアサービスが有効であると感じている割合も多い。特
に、地域課題の解決で利用されることが多い「個人間での子育てサービスの提供・
利用」、「個人間での家事代行サービスの提供・利用」、「その他の個人間でのスキ
ルの提供、利用」等においては、利用したことがあると回答した人は、利用実績
がない人と比べて、地域の課題解決に可能性を感じていることがみてとれる（第 2
章 105 頁参照）。
図表 2.67

中国地域在住者向けアンケート調査から得られた中国地域における
ニーズと期待

 年代、年収、住んでいる地域の人口規模に関係なく、利用ニーズ（意向）があ
る
 サービス利用経験者、提供経験者は、サービスの効用を認識している
 都市規模の大きい地域では、
「民泊」、
「カーシェア」、
「サイクルシェア」のニー
ズが高く、一方で、都市規模の小さい地域では、
「場所のシェア」、
「子育て・家
事のシェア」、「ライドシェア」のニーズが高い
 サービスを実際に利用している人は、利用していない人と比べて、地域課題の
解決手段として有効であると感じている割合が高い
（中国地域在住者向けアンケート調査より）
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c. 中国地域自治体ヒアリングから得られた中国地域におけるニーズと期待
中国地域自治体のヒアリングでは、本調査で定義されているシェアサービスと
は少し異なる（一部の自治体は本調査で定義しているシェアサービスを既に導入
している）が、中国地域内にもシェアサービスに類する事業、シェアサービスに
関する情報収集やシェア事業者との連携の模索を行っている自治体があることが
わかった（第 2 章 112～114、117、118、121、122 頁参照）。
ヒアリングを行った自治体は、シェアサービスよる地域課題の解決に可能性を
感じており、導入についても積極的に検討している（第 2 章 115、118、123 頁参
照）。
自治体アンケートでは、シェアサービスの認知度や理解が進んでいないという
結果がでていたが、中国地域の自治体でも、ライドシェアによる公共交通空白地
域における足の確保やクラウドソーシングによる雇用創出など、シェアサービス
を取り入れようとする動きがある（第 2 章 113、114、117、118 頁参照）。
図表 2.68

中国地域自治体ヒアリングから得られた中国地域におけるニーズと
期待

 取り組みを検討している自治体、実証事業を行っている自治体もある
 シェアプラットフォームの活用による課題解決に対する期待も一部ある
 一部の自治体では、シェアサービスを活用する意向がある
（中国地域自治体ヒアリングより）
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３.

シェアリングエコノミーに関する他地域事例調査

シェアリングエコノミーに取り組んでいる他地域事例として、先進的な事業に
取り組む 3 地域（関東地域、九州地域、北陸地域）、わが国のシェアリングエコノ
ミーを先導している内閣官房シェアリングエコノミー促進室とシェアリングエコ
ノミー協会、そして、シェア事業者（2 社）を訪問し、ヒアリングを実施した。
３.１.

先進的な事業に取り組む自治体視察

３.１.１.

ヒアリング調査の目的

シェアリングエコノミーの取り組み経緯、事業内容、取り組みによるメリット、
実績と効果、事業導入時の留意点、今後の事業展開等をうかがい、中国地域でシ
ェアリングエコノミーを普及促進するための参考とする。
３.１.２.

地域別

訪問先

日程

2018 年 5 月～10 月に、以下の日程で関東、九州、北陸地域を訪問した。
図表 3.1
所在地
千葉県千葉市

訪問先
千葉市役所

所在地

日時
2018 年 5 月 15 日 10:00～

図表 3.2

佐賀県多久市

関東地域の訪問先一覧

九州地域の訪問先一覧

訪問先

日時

多久市役所
NPO 法人 価値創造プラットフォーム

2018 年 9 月 3 日 13:30～

佐賀県佐賀市

佐賀県庁

2018 年 9 月 4 日 9:00～

佐賀県基山町

基山町役場

2018 年 9 月 4 日 13:30～

長崎県島原市

島原市役所
株式会社

島原観光ビューロー

図表 3.3
所在地
富山県南砺市

2018 年 9 月 5 日 9:30～

北陸地域の訪問先一覧

訪問先

日時

南砺市役所

2018 年 10 月 25 日 10:00～

NAO コーポレーション
鯖江市役所

福井県鯖江市

慶應義塾大学大学院メディアデザイン
研究科附属メディアデザイン研究所
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2018 年 10 月 26 日 15:00～

３.１.３.
a. 事例①

他地域の自治体における先進的な取り組み
千葉県千葉市

《ポイント》
 シェアサービスが社会課題解決のツールであるという認識の共有
 部局横断の情報共有がとりやすいセクションが中心に普及促進

千葉市役所
ヒ ア リ ン グ 先

総合政策局 総合政策部 国家戦略特区推進課 特区調整班
主査
人

石井

明宏 氏

竹野

昭太 氏

口：971,882 人（対前回調査 1.1％増）

世 帯 数：417,857 世帯（対前回調査 2.8％増）
資料：2010、2015 年国勢調査（総務省）

成り立ち：千葉県の県庁所在地であり、市内にアジア地域有
数の規模を誇る大型コンベンション施設幕張メ
ッセや全国有数の貨物取扱量を誇る千葉港を有
するグローバルな都市である。国家戦略特区やグ
ローバル MICE 都市にも指定されており、多種業
務機能が集積した首都機能の一翼を担っている。
千 葉 市 の 概 要

写真
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千葉市役所

シェアリング
エコノミーに
関連した取り組み



市民協働プラットフォームの提供（ちばレポ）



公的スペースでのオープン型宅配ロッカーの設置



ユニークベニューを活用した MICE 誘致



体験型観光プランの造成と情報発信



外国人滞在施設経営事業（特区民泊）



ご近所 SNS との連携（地域住民の課題解決）



千葉市シェアサイクル実証実験



PUDO ステーション（Parkcity Japan 株式会社）
PUDO ステーションは、誰でも利用できる、どの宅配会
社でもサービスを展開できる宅配便ロッカーである。利
用者は指定のロッカーで時間を気にせず、商品を受け取
ることが可能である。開錠には運送会社から受信したパ
スワードを利用し、受け取りの際に備え付けの画面にサ
インすると、ロッカーが開く仕組みとなっている。
千葉市では、公共施設にオープン型宅配便ロッカーを
設置することで、公共施設の有効活用（空間のシェア）
による市民の利便性の確保・向上、環境負荷の低減を目
指している。



スペースマーケット
個人や企業等が空きスペースを同社サイトに登録する

利用しているシェ

ことで、遊休資産の多様な利活用を促す Web プラットフ

アサービス

ォームを提供している。同サイト上で、サービス利用者・
提供者のマッチングから、支払いまでのすべての工程を
完結することが可能である。利用料金については、サー
ビス提供者自身が提示したコンテンツ金額の一部をサイ
ト手数料としてスペースマーケットに支払う仕組みとな
っている。利用者の空きスペースの活用方法は多様で、
会議室や宿泊を目的とした利用やコスプレイベントのな
どの撮影場所として利用された事例もある。


TABICA（株式会社ガイアックス）
個人が地域の資源を活用した体験型観光コンテンツを
造成し、サイト上に掲載することで、C to C の体験マッ
チングサービスの提供を可能にしている。同サイト上で、
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サービス利用者・提供者のマッチングから、支払いまで
のすべての工程を完結することが可能である。利用料金
については、サービス提供者自身が提示したコンテンツ
金額の一部をサイト利用手数料として TABICA に支払う
仕組みとなっている。


ご近所 SNS マチマチ（株式会社マチマチ）
ご近所 SNS マチマチは、子育てやおすすめの店舗・病
院などについて情報交換ができる近所限定のオンライン
掲示板サービスである。



HELLO CYCLING（Open Street 株式会社）
Hello Cycling は首都圏を中心に利用が進んでいるシ
ェアサイクルが利用できるサービスである。スマートフ
ォンによる無料会員の登録のみで、利用が可能となる。
同サービスは、利用手続から返却手続き（決済）まで、
スマートフォンの操作のみで可能である。（IC カードの
登録で、IC カードによる開錠も可能となる）

【シェアリングエコノミーを始めた経緯】


千葉市では、本来「民間主体」によるビジネスであるシェアリングエコノミー
について、人口減少社会が進展し、行政･公共サービス提供に限界がある中で、
シェアサービスは地域課題を解決する手法として期待するとともに、新たな地
域共助の仕組みとしても期待できることから、シェアリングエコノミーの積極
的な活用を推進することとなった。



このほか、「所有」だけではなく、「共有」という選択肢が加わることにより、
社会全体で価値観の転換が進む可能性があり、市民が保有する遊休資産やスキ
ル等を有効に活用した多様な分野でのシェアリングエコノミーの創出に期待
している。



なお、千葉市では、シェアリングエコノミーの活用を推進するためには、安全
性や関係法令規制の整理など解決すべき課題もあることから、今後も国や事業
者等からの情報収集や意見交換を重ね、千葉市の地域課題解決や経済活性化に
資するシェアリングエコノミーの活用について、検討を進めている。



シェアリングエコノミーを実践するのではなく、千葉市が抱えている社会的な
課題を解決するためのツール（一手法）として、シェアリングエコノミーを利
用するというスタンスが非常に重要な視点である。
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【千葉市におけるシェアリングエコノミーの取り組み】


千葉市では、高度化・複雑化する地域課題の解決の一手法として、「シェアリ
ングエコノミー」の積極的な活用を推進している。シェアリングエコノミーを
地域において推進し、地域の既存のリソースの有効活用を進めることにより、
地域共助の促進、経済活性化に役立てている。



国においてシェアリングエコノミーのメリットを広く社会全体に浸透させる
ためシェアリングシティ構想の検討が進められており、千葉市も今後さらにシ
ェアリングエコノミーの研究や活用を進めていくため、2016 年 11 月 24 日に
「シェアリングシティ宣言」に参加（参加都市：5 自治体）。



2017 年 11 月 8 日に一般社団法人シェアリングエコノミー協会より、シェアサ
ービスを活用し、地域課題解決に取り組む都市「シェアリングシティ」として
認定。（認定都市：15 自治体）。



千葉市は、行政におけるシェアリングエコノミーの関わり方として、「①シェ
アサービス取引の一方当事者」、
「②プラットフォームの提供」、
「③ルールの制
定・促進・監視」の 3 つの区分に整理している。
図表 3.4

千葉市のシェアリングエコノミー事業
活用事例の一覧

開始時期

1. 市民協働プラットフォーム「ちばレポ」
（②：上記数字に対応）
市民からのレポーティングによる市民と市、市民間での課題共
有を目的とした Web プラットフォームの提供（道路や施設の損傷

2014 年
8月

など）
2. オープン型宅配便ロッカー「PUDO」の設置（①：同様）
再配達防止を目的とした宅配ロッカーを市の公共スペースへ設
置（利便性の向上と環境負荷の低減）


3 年間の実証実験



配達だけでなく、行政サービスのロッカー活用も検討

写真

千葉市宅配ボックス PUDO（Pick Up Drop Off）

2017 年
4月
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3. MICE 誘致の促進（①：同様）
空きスペース所有者と利用希望者のマッチングを行う(株)スペ
ースマーケットとの連携により、市内にあるユニークベニュー施
設（アフターコンベンションなどの用途を想定）の利用促進


1 年間の実証実験



2017 年度は 25 件の利用実績（個人写真撮影会やお茶会な

2017 年
2月

どの利用）


公的施設の利用という観点から決済の複雑性等に課題が
あったため、利用が伸びなかった

4. 「千葉あそび」と「TABICA」のタイアップ（③：同様）
市外からの観光客の誘致（対象は日本人）を目的として、体験
観光プランを提供する季刊誌と体験観光情報を提供する株式会社
ガイアックスとの連携

2017 年
9月



1 年間の実証実験



プラットフォーム上に千葉市の特設サイトを作成

5. 特区民泊によるグリーンツーリズムの推進（③：同様）
外国人の滞在に適した民泊施設を提供することにより、外国人
来訪客の受け入れを促進するとともに、市内内陸部の観光資源の
活用による市内経済の活性化を促進


施設整備費用として 1 件あたり 30 万円を上限とする補助制
度を創設



2018 年 4 月 25 日に特区民泊第 1 号施設がオープン



グリーンエリアに宿泊需要を生むことで、同エリアの地域

2018 年
4月

資源を活用した体験型観光コンテンツ（「緑」
「里」
「農」が
キーワード）とマッチアップさせ、消費喚起を促す
6. ご近所 SNS との連携（③：同様）
地域単位の課題の解決、コミュニティの活性化、地域に則した
市政情報の発信を目的に、近隣住民がつながり合える（ご近所限
定）ソーシャルネットワーキングサービス「マチマチ」を運営す

2月

る(株)マチマチと協定を締結


2018 年

2018 年 2 月、地域コミュニティの活性化、情報発信の最適
化・効率化などを目的とした協定を締結
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7. 千葉市シェアサイクル実証実験（①：同様）
地域間移動の利便性を高める取り組みとして、OpenStreet(株)
が提供する自転車シェアリングシステム「HELLO CYCLING」を利用


都市部における新たな交通サービスとしてのシェアサイク
ルの有効性及び課題などを検証するため、実証実験を実施
（2018 年 3 月～2019 年 9 月）



千葉市がルールを定め、道路や公園に公共ステーションを
設置



実証実験に要する費用は事業者負担（行政の税金を投入し
ない事業モデル）



2019 年 3 月頃までに千葉都心、幕張新都心の各エリアに 500
台投入予定
写真

2018 年
3月

千葉市シェアサイクル

以上の事業は、すべて千葉市が抱える社会的な課題に対応する活用事例である。


「市民と市民をつなげていく」行政の仕事と「シェアリングエコノミー」には
親和性があり、新たな共助の仕組みと ICT 技術の活用による付加価値の提供は
これからの「まちづくり」につながる。

【シェアリングエコノミー導入のプロセス】


初期段階では全庁におけるシェアリングエコノミーの周知、認知度の向上を徹
底して実施した。シェアリングエコノミーの分野は多岐にわたるので、分野横
断的な事業を管轄する総合政策局が旗振りを行っている。



各所管で把握している地域住民等からの声（課題）と照らし合わせながら、課
題解決に則したシェアリングエコノミーの事業案（手法）を精査・検討する。
その際、総合政策局がプラットフォームを提供する事業者と所管課の調整役と
なって、事業の円滑な実施を図っている。その後、事業のさらなる具体化と並
行して、地域住民や既存の事業者への説明を実施する。例えば、民泊の場合、
住民への説明（導入のメリットや外部不経済などのデメリットの説明）だけで
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なく、ホテルや旅館への説明を実施した。また、シェアサイクルの場合は、ポ
ート設置の際の街並み・景観への配慮、周辺施設への説明などを中心に行った。
【認知度向上に関する取り組み】


総合政策局が中心となり全庁でのシェアリングエコノミーの理解促進に注力
している。



周知、認知度の向上、コンセプトの理解を図り、課題解決の手段として各所管
からシェアリングエコノミーを活用する事例を促進している。



現時点では、直接的なニーズ調査は行っていないが、各所管部署・部局におい
て住民が感じている地域の課題把握に努めている。

【千葉市のシェアリングエコノミーの特徴】


エリアによって提供するサービスに特色を出していることが、千葉市の特徴だ
といえる。



千葉都心や幕張新都心においては、生活の利便性を高めるためのシェアリング
エコノミー事業を展開している（シェアサイクル等）。



一方で、比較的に人口が少ない地域では、地域の課題、地域の遊休資源活用を
市民と行政とで密に共有することにシェアリングエコノミーを活用している
（特区民泊、体験型観光コンテンツ等）。



実証実験段階である現時点では、行政による支出はほとんどない。今後は民間
事業者との密な連携を継続し、「①民間企業が中心となる持続可能な収益モデ
ル」と「②行政が解決すべき課題に民間のシェアサービスを活用するモデル」
の双方を視野にいれて事業を展開することが求められる。

【今後の取り組み】


2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた宿泊需要（民泊等）、体
験型観光の需要、通訳・ガイドなどの需要をできる限り満たすべく、シェアリ
ングエコノミー事業を展開することを検討している。
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b. 事例②

佐賀県多久市

《ポイント》
 旗振り役の存在
 行政による継続的かつきめ細かな事業支援
 中間支援団体による事業展開の円滑化
 稼動しやすいサービスの優先的展開が重要
多久市商工観光課商工観光係
係長
ヒアリング先

石上 涼子 氏（内閣官房シェアリングエコノミー伝道師）

NPO 法人価値創造プラットフォーム
代表理事

石崎

方規 氏

（内閣官房シェアリングエコノミー伝道師）
人

口：19,749 人（対前回調査 7.7％減）

世 帯 数：6,847 世帯（対前回調査 3.6％減）
資料：2010、2015 年国勢調査（総務省）

成り立ち：多久市は佐賀県のほぼ中央に位置しており、1954 年
に市町村合併で誕生した市である。近隣の佐賀市、小
城市、唐津市、伊万里市、武雄市を結ぶ交通の要衝で
あり、石炭産業の最盛期には産炭都市として栄えた。
写真

多久市の概要

シェア リン グ
エコノ ミー に
関連し た取 り
組み

市民交流センター（JR 多久駅と直結）



クラウドソーシングを利用した雇用の創出



地域資源を有効活用した体験型観光コンテンツの造成



子育てや家事代行を中心としたシェアサービスの展開
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クラウドワークス
企業と個人とがインターネットを介してつながり、仕事の
受発注を行うことができる日本最大級のクラウドソーシング
サービスを提供している。育児中の女性や介護をしている人、
ハンディキャップをお持ちの方など時間的に制約がある人も
自宅で自由に働くことができる。業務内容は、簡易なデータ
入力から、翻訳や企画立案まで多種多様である。同社のサー
ビスは、マッチングから契約、支払いまですべてオンライン
で完結する。サイトに提示されている金額の一部が、サイト
利用手数料（契約金額により変動）としてクラウドワークス
に支払われるシステムとなっている。



TABICA（株式会社ガイアックス）
個人が地域の資源を活用した体験型観光コンテンツを造成
し、サイト上に掲載することで、C to C の体験マッチングサ
ービスの提供を可能にしている。同サイト上で、サービス利
用者・提供者のマッチングから、支払いまでのすべての工程

利用し てい る

を完結することが可能である。利用料金については、サービ

シェア サー ビ

ス提供者自身が提示したコンテンツ金額の一部をサイト利用

ス

手数料として TABICA に支払う仕組みとなっている。


AsMama
実生活での友達・知人を検索したり、Facebook や Twitter
から友達・知人を誘って、同じ幼稚園、保育園、学校等に通
う保護者や友人と子どもの送迎や託児を行う SNS サービスで
ある。子どもを預ける場合は 1 時間 500 円から利用でき、対
価の支払いは同サービス上で行うことが可能である。本サー
ビスでは、サービスの登録料や手数料は発生せず、提示価格
の全額がサービス提供者に支払われる。



エニタイムズ
家事代行、子どものお迎え、ペットの世話等の家庭の「困
りごと」を個人に依頼できる Web サービスである。助け合い
を通して、女性や高齢者の労働参画や、地域コミュニティの
活性化を目指している。サービス提供者は、提供できるサー
ビス内容と価格をサイト上に登録する。そして、利用者との
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マッチングが成立し、業務実施後にオンラインで決済される。
その際、提示した価格の一部が手数料としてエニタイムズに
支払われる。
【取り組みを始めた経緯】
 NPO 法人価値創造プラットフォームからのシェアリングエコノミーを活用した
事業の提案と先駆的な取り組みを積極的に取り入れる市長や財政難の自治体意
向とがマッチングしたことにより取り組みが始まった。
 多久市のシェアリングエコノミー事業は、国の地方創生の一環である地方創生
加速化交付金事業を活用している。
 普及促進や研修等に費用は必要だが、シェアリングエコノミーの事業は、初期
投資が極めて少なく、自治体として取り組みやすい事例が数多く存在している
点も事業開始の重要なポイントであった。
【取り組み内容】
 多久市では、①クラウドソーシングを利用した雇用の創出、②地域資源を有効
活用した体験型観光コンテンツの造成、③子育てや家事代行を中心としたシェ
アサービスの 3 つのシェア事業を展開している。
①


クラウドソーシングを利用した雇用創出 （ローカルシェアリングセンター事業）
ローカルシェアリングセンターでは、仕事をしたくても環境上できない方
に対し、スキルを高める研修を行い、就業の機会を提供している。



ローカルシェアリングセンターに常駐しているシェアリング・ディレクタ
ーが、クラウドワークスから業務を受注し、在宅ワーカーに斡旋すること
で、地域に雇用を生んでいる。また、ワーカーへの斡旋時に中間マージン
をとることで、駐在しているシェアリング・ディレクターを雇用するため
の財源とし、ローカルシェアリングセンターの持続的な運営を行える体制
を構築している。



業務を斡旋するシェアリング・ディレクターと業務に従事する在宅ワーカ
ーの育成と採用（スキル水準の担保）はローカルシェアリングセンターが
担っている。



NPO法人価値創造プラットフォームは株式会社クラウドワークス

39

と代理

店契約を結んでおり、市の事業として相応しい業務を、ローカルシェアリ
ングセンターを通じて在宅ワーカーに卸している。この契約により、安定
的に斡旋できる業務を確保している。
39

「株式会社クラウドワークス」は、東京に拠点を置く民間企業であり、企業と個人とがオンラ
イン上で直接つながり仕事を受発注できるクラウドソーシングサービスを提供している。同サービ
スは、仕事のマッチングから契約、支払いまですべてオンラインで完結する、成果報酬型のマッチ
ングサービスである。
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ローカルシェアリングセンターでは、就業機会の提供だけでなく、市内で
新規創業を検討している人のスタートアップとして仕事の受注機会を増
やす役割も担っている。



また、都市圏での仕事を市内で実施する流れを作り、ワーカーの所得増と、
ワーカースキル向上による都市圏企業の本社機能を誘致できる地域とし
ての下地を作ることもミッションとして掲げている。



域内におけるクラウドソーシングの認知度を高める取り組みとして、地元
企業向けのクラウドソーシング体験も実施している。



ローカルシェアリングセンターは、ワーカーを中心とした月例定例会を実
施しており、ワーカー同士や地域住民とのコミュニケーションの場として
重要な役割を担っている。
写真

ヒアリング風景（左）とローカルシェアリングセンター（右）

図表 3.5

ローカルシェアリングセンター（LSC）事業概要

一般社団法人
シェアリングエコノミー協会
•
•
•
•

NPO法人価値創造プラットフォーム
シェアリングエコノミー協会会員

事業連携

クラウドワークス
ガイアックス（TABICA）
軒先
スペースマーケット等

指定管理
・ 契約

中間支援機能

ローカルシェアリングセンター

検証

（集える場・学べる場・働ける場・相談できる場・・・）
（持続化できる収入源としてシェアリング社会の代理店機能を検討）
地域からお金を生み出す（受発注など）センス
都会から仕事を受注できる組織の構築

支援

シェアリング・ディレクター、ワーカー等の人材を育て・活動させる
認知（セミナー）
学習（職業訓練）
実務支援（仕事）
＝所得向上

認知・活用
クラウドソーシング
発注会社（地元企業）

今後の就労の機会提供

クラウドワーカー
（在宅ワーカー）
企業支援

本社機能移転企業
可能性調査・営業

雇用支援

資料：多久市役所提供（一部改編）
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（新しい働き方）

創業
創業支援

自
治
体

②


地域資源を有効活用した体験型観光コンテンツの造成
多久市は、株式会社ガイアックス（TABICA）と連携し、官民共同による九
州地域資源を活用した観光シェアリング化事業を行っている。



同事業は、総務省の地域おこし企業人の制度を活用し、株式会社ガイアッ
クス（TABICA）の社員が多久市に居住し、多久市観光協会を中心に、市民
と共同で体験コンテンツを造成している。

③


子育てや家事代行を中心としたシェアサービスの展開
多久市は佐賀県庁が今年度実施している「地域 de 子育てシェアエコ実証
事業」のモデル地域として認定されている。



2018 年 10 月に開始された事業である。



事業の詳細は、「b. 佐賀県における地域 de 子育てシェアエコ実証事業の
展開（149 頁）」を参照されたい。

【シェアリングエコノミー事業の留意点】
 シェアリングエコノミーの導入を検討する段階で、強いリーダーシップのある
旗振り役の存在が非常に重要となる。
 シェアサービスを熟知している地方在住者が、地方と都市部（東京）とを結び
つける通訳になることが重要である。
 独自のプラットフォームは検討せず、現在あるプラットフォームを有効活用し
ていくことが重要である。プラットフォームの新規構築には 5 千万～1 億円程
度の資金が必要となり、地域での事業展開で初期投資を回収することは現実的
ではない。
 地域でシェアリングエコノミーを定着させるポイントとしては、稼動する日数
が多いサービスを優先的に展開していくことである。地域住民のシェアリング
エコノミーに対するイメージが明確になれば、他のサービス（稼動が少ないサ
ービス）も普及しやすくなる。
 サービス利用者、提供者が定期的に交流できる場所（切磋琢磨、息抜きなど）
を提供する中間支援組織の存在が重要である。
【シェアリングエコノミー事業の実績と効果】
[実績]
 1 年目は交付金から運営費等を捻出していたが、2 年目以降は手数料収入が増加
したことにより、ローカルシェアリングセンターを運営できている。
 在宅ワーカー数は 36 名おり、そのうち月に 5 万円程度稼いでいる在宅ワーカー
が 2 名、1～3 万円が 10 名程度いる。
 市報を通じた住民への周知や口コミにより、複数の在宅ワーカー希望者から問
い合わせがあった。
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[効果]
 地域課題に応じたシェアサービスがあれば、既存のプラットフォームを活用す
ることで、初期費用を抑えた事業展開が可能である。
 在宅ワーカー研修には、市外からの受講実績もあり、行政の枠を飛び越えたシ
ェアリングエコノミー普及に貢献している。
 在宅ワーカー経験者が事務職へ就職したケースがあった。ワーカーとしての活
動が社会との新たな接点となり、研修で身に付けたスキルが業務の役に立った。
【今後の事業展開】
 高齢者のシェアサービス利用を促すため、民間企業と共同によるインターネッ
トの活用、スマートフォンやタブレットの勉強会を実施する。
 現在は、多久市役所の中でも一部のセクションでしかシェアリングエコノミー
を利用していないが、今後はシェアリングシティとして総合的な事業展開を検
討している。
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c. 事例③

佐賀県

《ポイント》
 事前ニーズ調査を行うことで、地域の実情に合ったシェアサービスを選ぶ
 行政がシェアサービスの安全性や信頼性を担保し、地域住民への普及、理解促
進を図ることが重要
 利用者自ら「選べる」行政サービスの提供が可能

佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課
副課長
ヒアリング先

人

陣内

清 氏

係長

松本

ゆかり 氏

主査

大塚

由希子 氏

主事

伊東

宥哉 氏

口：832,832 人（対前回調査 2.0％減）

世 帯 数：302,109 世帯（対前回調査 2.4％減）
資料：2010、2015 年国勢調査（総務省）

写真

佐賀県庁（旧館）

佐賀県の人口

シェアリング
エコノミーに
関連した取り組
み

子育て、家事代行のシェアサービスに特化した実証事業の展
開
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AsMama
同じ幼稚園、保育園、学校等に通う保護者や友人と子ど
もの送迎や託児を行うオンラインサービス。子どもを預け
る場合は 1 時間 500 円から利用でき、対価の支払いは同サ
ービス上で行うことが可能である。本サービスでは、サー
ビスの登録料や手数料は発生せず、提示価格の全額がサー
ビス提供者に支払われる。



キッズライン
子育て世代とベビーシッターの出会いの場を提供する
オンラインサービス。マッチングから支払いまでオンライ
ンで完結する仕組みを提供している。利用料は 1,000 円～
と、従来の派遣型サービスと比べ安価である。入会金、年
会費は不要であるが、保険費用及びサイト利用手数料とし

利用している

て利用料金の一部が同社に支払われる。サービス対象は、

シェアサービス

新生児から中学生までとしている。同社は厳格なシッター
登録審査基準を設けており、一人ひとり面談・研修を行い、
シッターごとにサービス範囲設定を行っている。


エニタイムズ
家事代行、子どものお迎え、ペットの世話等の家庭の「困
りごと」を個人に依頼できるオンラインサービス。助け合
いを通して、女性や高齢者の労働参画や、地域コミュニテ
ィの活性化を目指している。サービス提供者は、提供でき
るサービス内容と価格をサイト上に登録する。そして、利
用者とのマッチングが成立し、業務実施後にオンラインで
決済される。その際、提示した価格の一部が手数料として
エニタイムズに支払われる。

【取り組みを始めた経緯】
 2017 年に中山間地域・離島県境対策本部が設置され、県庁職員を中山間地域や
島嶼部に派遣し、地域住民に御用聞きを行い、地域課題の抽出を行った。
 ヒアリングのなかで、子育てに関する課題が多く聞かれ、佐賀県として喫緊の
課題と判断し、解決策を講じることとなった。
 県内で既にシェアリングエコノミーを導入していた多久市の事例や NPO 法人価
値創造プラットフォームの石崎氏との出会いが佐賀県のシェアリングエコノミ
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ー事業展開のきっかけとなった。
 シェアリングエコノミー自体が国の成長戦略にも位置づけられていたことも事
業展開を後押しした。「地域 de 子育てシェアエコ実証事業」は総務省から「シ
ェアリングエコノミー活用推進事業」の委託を受けている。なお、県単位で委
託を受けているのは、全国で佐賀県庁だけである。
【取り組み内容】
 佐賀県では、2018 年度に子育て、家事代行のシェアサービスを利用した実証事
業「地域 de 子育てシェアエコ実証事業」を展開している。同事業では、子育て
分野のシェアプラットフォームを提供している①AsMama、②キッズライン、③
エニタイムズを利用している。
 同事業は、厚生労働省が実施しているファミリーサポートセンター事業の代替
や補完的なサービスとして位置づけている。
 以下で、佐賀県が活用しているシェアサービスの事業内容について整理する。
① AsMama の事業内容
 地域の知人同士でお互いに子育てを頼りあうプラットフォームを提供し
ており、幼稚園や保育園の同じクラスのママ友同士で登録するケースが多
い。
 スマートフォン等で依頼内容を特定の相手（知人）に送信すると、送信相
手から返答があり、子育ての困りごとを解決できるというサービスであ
る。
 登録料や手数料が一切かからないことが特徴としてあげられる。提示され
ている利用料が全額、サービス提供者に支払われる。
 同社の提供するサービスには、保険が適用されている。
② キッズラインの事業内容
 ベビーシッティングサービスを中心に展開している。通常の派遣型ベビー
シッティングの 3～5 割程度の価格でサービスを受けられる。
 登録料は不要だが、マッチングサイトの利用手数料として提示額の一部が
控除される。
 保育士や看護士などの資格を保有している方が数多く登録している。ま
た、厳格なシッター登録基準（面接、本人確認、資格証明書の提出など）
を設けており、基準を満たす者のみがサービスを提供できる。
 同社の提供するサービスには、保険が適用されている。
③ エニタイムズの事業内容
 プライベートレッスンから家事代行まで、様々な生活関連サービスを受け
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たい人と、提供したい人をつなげるサービスを展開している。
 ファミリーサポートセンター事業においてサポート対象外である家事支
援の分野を補完している。
 同社の提供するサービスには、保険が適用されていない（ヒアリング実施
時点）。
 佐賀県では、県内在住の子育て世代の女性を対象とした事前のニーズ調査を行
っている。調査では、シェアサービスのニーズ、既存の子育て事業の認知度の
把握などを行った。調査結果から、在住歴が浅い人に子育てシェアサービスの
利用意向が多くみられた。また、既存事業であるファミリーサポートセンター
事業を知らない人も多いこともわかった。必要とされる具体的なサービスとし
て、「子どもの送迎」と「家事代行サービス」にニーズがあることがわかった。
【シェアリングエコノミー事業の留意点】
 サービス対象となる地域において、どのような課題やニーズがあるのかを事前
に把握することが重要である。その上で、課題にあったシェアサービスを選定
することが求められる。
 シェアサービスは歴史が浅く、認知もされていないため簡単に定着するもので
はない。特に子育て分野の場合、安心して利用できるかどうかという点に不安
を持つ方が多いため、県の役割として利用者・提供者に安心してサービスを利
用してもらえることを担保することが重要である。
【シェアリングエコノミー事業のメリット】
 子育てシェアサービスは、サービス提供者が「働きたい時間」に「働きたい量」
を「自分が値付けした単価」で働くことができる点である。また、利用者にと
っては、利用しやすいオプションが増えるため、双方にメリットがある。
 結婚や出産を機に職場から離れた潜在的保育士の復帰のきっかけとなる。
 ファミリーサポートセンター事業の代替的かつ補完的な事業となり得る。
 子育てシェアサービスでは、保育機能だけでなく、英会話やピアノレッスンな
ど多様なオプションがある。個々が必要とするサービスを選べる環境を整備す
ることは、子育てにおける満足度の向上につながる。
【シェアリングエコノミー事業の問題点】
 事業の継続性という観点からは、最終的に県がどこまで関わりをもっていくの
かが今後の課題となる。
 利用者、提供者を拡大させる際に、個人情報の取り扱いに対して抵抗がある方
が多い。利便性と個人情報の提供によるリスクテイクはトレードオフの関係に
ある。リスク面については、住民への十分な説明と理解促進が必要である。
 同事業に対して脅威を感じている事業者（保育所等）も存在している。民間事
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業者への十分な説明も必要である。
【今後の事業展開】
 本事業を通じたコミュニティの活性化に期待をしている。子育て経験者でない
とわからないアドバイスや支援を子育て世代に提供できる環境を構築できれば
良いと考えている。
 県の職員がサービスの提供者側になることも議題としてあがっている。職務専
念義務との兼ね合いで現状は難しいとの判断であるが、人事部と協議を続けて
いく。
 現在は福祉分野のみでシェアリングエコノミーを行っているが、今後は、他の
分野においてもニーズがあれば新たな事業を展開する可能性はある。
 来年度は、今年度のモデル事業の成果を各市町にも周知を行い、全県下へ利用
者を拡大していけば良いと考えている。
 県内の保育分野の学部がある教育機関と連携し、収入を得ながら実務を学べる
環境構築を検討している。
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d. 事例④

佐賀県基山町

《ポイント》
 シェアリングエコノミー導入により、潜在的な働き手の満足度が向上
 働き手を絶えず発掘、研修するサイクルが成功の鍵
基山町産業振興課ブランド化推進室
ヒアリング先

室長

寺﨑

一生 氏

基山町ローカルシェアリングセンター
ディレクター
人

橋本

高志 氏（元 地域おこし協力隊）

口：19,749 人（対前回調査 7.7％減）

世 帯 数：6,847 世帯（対前回調査 3.6％減）
資料：2010、2015 年国勢調査（総務省）

成り立ち：基山町は佐賀県の東部に位置し、南側に鳥栖市に
接しているほかは福岡県に接している。福岡市へ
のアクセスが良好で、人口の 10％以上が通勤・通
学するなど福岡都市圏の一部であり、福岡市、久
留米市のベッドタウンとなっている。同町は九州
の陸上交通の要衝の地である。
基山町の概要

写真

基山町役場

シェアリング
エコノミーに
関連した取り組

クラウドソーシングによる在宅ワーカー育成

み
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クラウドワークス
企業と個人とがインターネットを介してつながり、仕事
の受発注を行うことができる日本最大級のクラウドソー
シングサービスを提供している。育児中の女性や介護をし

利用している
シェアサービス

ている人など時間的に制約がある人も自宅で自由に働く
ことができる。業務内容は、簡易なデータ入力から、翻訳
や企画立案まで多種多様である。同社のサービスは、マッ
チングから契約、支払いまですべてオンラインで完結す
る。サイトに提示されている金額の一部が、サイト利用手
数料（契約金額により変動する）としてクラウドワークス
に支払われるシステムとなっている。

【取り組みを始めた経緯】
 先述の多久市と同様に、NPO 法人価値創造プラットフォームからのシェアリン
グエコノミーを活用した事業提案と先駆的な取り組みを積極的に取り入れたい
基山町との意向とが合致したことが事業開始の主たる要因となった。
 基山町では、地方創生の一環として、2016 年に魅力ある空間形成プロジェクト
推進会議を設置し、人口減少や働き口の確保など、地域の課題を解決するため
の事業を展開している。同事業では、
「つどう」
「はたらく」
「めぐる」の横串構
造での展開を行っており、そのうち「つどう」
「はたらく」の分野においてシェ
アリングエコノミー事業を行うこととなった。


「つどう」
：商店街にあるまちなか公民館をコワーキングスペース兼ローカ
ルシェアリングセンター、地域おこし協力隊および集落支援員の拠点とし
て運営している。



「はたらく」
：ローカルシェアリングセンターの開設・運営、クラウドソー
シング体験の取り組みを実施している。

【取り組み内容】（事業の詳細については、多久市の事業内容（141 頁）を参照されたい。）
 基山町では、総務省の地域おこし協力隊の制度を活用し、地域おこし協力隊員
がディレクターとなり、ローカルシェアリングセンター事業を展開している。
事業内容は、NPO 法人価値創造プラットフォームが提案した多久市と同様のク
ラウドソーシング事業である。


多久市が先行する形で、基山町でもディレクターやワーカーの育成を行っ
た。



育成と同時進行で、地元企業を対象としたクラウドソーシング体験を実施
した。
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写真

ヒアリング風景（左）とローカルシェアリングセンター（右）

図表 3.6

（再掲）ローカルシェアリングセンター（LSC）事業概要

一般社団法人
シェアリングエコノミー協会
•
•
•
•

NPO法人価値創造プラットフォーム
シェアリングエコノミー協会会員

事業連携

クラウドワークス
ガイアックス（TABICA）
軒先
スペースマーケット等

指定管理
・ 契約

中間支援機能

ローカルシェアリングセンター

検証

（集える場・学べる場・働ける場・相談できる場・・・）
（持続化できる収入源としてシェアリング社会の代理店機能を検討）
地域からお金を生み出す（受発注など）センス
都会から仕事を受注できる組織の構築

自
治
体

支援

シェアリング・ディレクター、ワーカー等の人材を育て・活動させる
認知（セミナー）
学習（職業訓練）
実務支援（仕事）
＝所得向上

認知・活用
クラウドソーシング
発注会社（地元企業）

今後の就労の機会提供

クラウドワーカー
（在宅ワーカー）
企業支援

本社機能移転企業
可能性調査・営業

雇用支援

（新しい働き方）

創業
創業支援

資料：多久市役所提供（一部改編）

【シェアリングエコノミー事業の留意点】
 ローカルシェアリングセンターの仕組みを実践するには、絶えず人を募集し、
絶えず人を育成していく必要がある。在宅ワーカーはそれぞれのライフステー
ジに合わせた仕事をするため、安定した量の仕事を受注し、斡旋するためには、
こうしたサイクルが不可欠である。
 地域の企業がインターネット経由で在宅ワーカーに業務を発注できる事案があ
れば、大手企業を通さずに事業運営ができ、手数料収入も増加する。地域内の
仕事を地域の人が携われることが一番重要であると認識している。
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【シェアリングエコノミー事業の実績と効果】
[実績]
 基山町ローカルシェアリングセンターの月間最高収入は約 52 万円であった（6
名）。普段は月額 10 万円程度である。
[効果]
 本事業に対する個々の在宅ワーカーの満足度が非常に高かった。
 研修を通じて育成した在宅ワーカーによって、基山町独自のオウンドメディア
（大字基山）が作られ、基山町の情報発信基盤ができた。
【シェアリングエコノミー事業の問題点】
 小額の利ざやのためにローカルシェアリングセンター事業を行うことは現実的
ではない。ディレクターの収入を加味した上で、事業を自走運営させるために
は、100 名程度の在宅ワーカーが必要となる。
 基山町としては、ディレクターが育成されれば、シェアリングエコノミー事業
は自走するという認識であった。そのため、2 年目以降、ワーカーの入れ替わ
りに育成が追いつかず、クラウドソーシング事業の参加者が減少した。
【今後の事業展開】
 人手を必要としている地元企業との連携を強めていくことができれば良いと思
っている。町としては、無料職業紹介所の設置、職業マッチングをしながらて
こ入れをしようと考えている。
 ディレクターや在宅ワーカーがクラウドソーシングを通じて稼げる仕組みを構
築し、民間に移行させることができるように工夫したい。
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e. 事例⑤

長崎県島原市

《ポイント》
 シェアリングエコノミー普及には地域にキーマンが必要
 未利用地の有効活用により、地域の付加価値向上が可能
島原市市長公室島原ふるさと創生本部
帯田 綾子 氏
ヒアリング先

島原市しまばら観光おもてなし課
濱部

和宏 氏

株式会社島原観光ビューロー商品企画開発部販売 1 課
課長
人

末續

理 氏

口：45,436 人（対前回調査 4.3％減）

世 帯 数：17,068 世帯（対前回調査 0.2％増）
資料：2010、2015 年国勢調査（総務省）

成り立ち：島原市は長崎県の南東部の島原半島に位置し、島
原半島の中心都市である。島原城や武家屋敷など
旧城下町の街並みが残り、市内に湧水群のある観
光都市である。有明海を介して、フェリーや高速
船で結ばれている対岸の熊本県などとの関係も深
い。
基山町の概要
写真



島原城

遊休施設を活用したシェアサービスによる地域課題の解
決

シェアリング
エコノミーに



シェアサービスを利用した着地型観光コンテンツの造成

関連した取り組



シェアリングエコノミー型九州周遊観光サービスモデル
事業

み


子育てシェアサービスによる地域課題の解決
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スペースマーケット
個人や企業等が空きスペースを同社サイトに登録する
ことで、遊休資産の多様な利活用を促す Web プラットフォ
ームを提供している。利用者の空きスペースの活用方法は
多様で、会議室や宿泊を目的とした利用やコスプレイベン
トのなどの撮影場所として利用された事例もある。サービ
ス料金は、スペースの提供者が定めることができ、提示額
の一部がサイトの維持管理料金（手数料）に充てられてい
る。施設利用のマッチングから支払いまですべての工程を
オンラインで完結することができる。



TABICA（株式会社ガイアックス）
個人が地域の資源を活用した体験型観光コンテンツを
造成し、サイト上に掲載することで、CtoC の地域暮らし
体験マッチングサービスの提供を可能にしている。同サイ
ト上で、コンテンツのマッチングから、支払いまですべて
の工程を完結すること可能である。利用料金については、

利用している

サービス提供者自身が提示したコンテンツ金額の一部が

シェアサービス

サイト利用手数料として TABICA に支払われる仕組みとな
っている。


軒先パーキング
今まで収益化の対象になかったスペース（ビルの軒先や
使っていない時間帯の自宅駐車場、空き地等）をサイトに
登録することで、目的地周辺で駐車場を利用したい個人と
遊休スペースを提供したい個人とをマッチングするサー
ビスである。利用者は出発前に周辺の駐車場を予約するこ
とができることが最大のメリットといえる。サイトを利用
することで、マッチングから支払いまでオンラインで完結
することができる。料金設定は提供者各自で設定でき、サ
ービス利用後に駐車場利用料金の一部が手数料（成果報酬
制）として同社に支払われる。サイトへの登録料や機器の
設置はなく、初期投資はなく利用が始められる。



AsMama
実 生 活 で の 友 達 ・ 知 人 を 検 索 し た り 、 Facebook や
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Twitter から友達・知人を誘って、同じ幼稚園、保育園、
学校等に通う保護者や友人と子どもの送迎や託児を行う
SNS サービス。子どもを預ける場合は 1 時間 500 円から利
用でき、対価の支払いは同サービス上で行うことが可能で
ある。本サービスでは、サービスの登録料や手数料は発生
せず、提示価格の全額がサービス提供者に支払われる。
【取り組みを始めた経緯】
 国土交通省の職員が 2 年間島原市に派遣されており、観光ビューローの立ち上
げや IT 系の民間企業との連携などを牽引した。そのなかで、シェアリングエコ
ノミーによる地域課題の解決スキームについての提案があり、事業の導入可能
性や有用性を検討し、事業化に踏み切った。
 島原市では、人口減少に伴い、空き家などの遊休資産が増加しており、そうし
た地域課題と提案があったシェアリングエコノミー事業が適合した。
 新しい枠組みを積極的に受け入れる先駆的な市長の存在は、シェアリングエコ
ノミー事業の開始の大きな要素であった。
【取り組み内容】
 島原市では、①遊休施設を活用したシェアサービスによる地域課題の解決、②
地域資源を有効活用した体験型観光コンテンツの造成、③シェアリングエコノ
ミー型九州周遊観光サービスモデル事業、④子育てシェアサービスによる地域
課題の解決の 4 つのシェアリングエコノミー事業を展開している。
①

遊休施設を活用したシェアサービスによる地域課題の解決

《公的施設の活用（島原観光ビューロー）》


遊休施設の活用事業は、公的観光施設の一部を営業時間外に貸し出すスペ
ースシェアである。島原市は 2016 年 9 月にスペースマーケットと地方創
生に向けた連携協定を締結している。



単に施設を貸し出すだけでなく、イベント（コスプレや謎解きなど）の開
催場所として施設を活用することで、域内外からの集客施策も展開してい
る。



島原観光ビューローは、市内観光施設の新たな価値向上、収入源の多様化
（入場料収入以外の収益源確保）、市民の主体的な参加による観光コンテ
ンツの提供を図り、総体としての対外的な PR 力の強化に努めている。

《民間保有施設の活用（島原市）》


毎年夏に開催される花火大会への利用者の車乗り入れの利便性を高める
取り組みの一つとして、駐車場のシェアサービスを提供している軒先を利
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用している。


自治体職員が地域の住民に声をかけ駐車ペースを確保している。
写真

②


公的施設を活用したイベントのポスター

地域資源を有効活用した体験型観光コンテンツの造成
島原市は 2017 年 3 月に株式会社ガイアックス（TABICA）と地方創生に向
けた連携協定を締結した。官民共同による地域資源を活用した観光シェア
リング化事業を行っている。



島原観光ビューローが地域の資源を利用した体験型観光コンテンツを提
供できる地元人材を発掘し、体験型コンテンツの造成の支援を行ってい
る。対象とする人材は、観光分野にとらわれず、一次産業従事者などの多
様な関係者を観光分野に誘導することを視野に入れている。

③


シェアリングエコノミー型九州周遊観光サービスモデル事業
2017 年 11 月より、福岡県福岡市に拠点を置く民間企業トラストパークを
代表機関とする九州周遊観光活性化コンソーシアムをつくり、「車泊（く
るまはく）」と「地域体験」をテーマとするシェアリングエコノミー型九
州周遊観光サービスモデル事業を展開している。



同事業は総務省の IoT サービス創出支援事業の実証事業にて実施してお
り、車泊スペースを軒先パーキング、体験型観光を株式会社ガイアックス
（TABICA）が実施している。



不稼動時間帯に駐車場で車中泊を可能にするルール整備を行い、無人運用
可能な電源供給型の駐車管理システムを設置している。島原市では、島原
観光ビューローが管理している島原城内に車中泊ができるスペースを提
供しており、キャンプグッズのレンタル等も行っている。



今年度からはトレーラーハウスを整備し、車泊初心者にも利用してもらえ
る体制を整えている。
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写真

④


島原市の車泊施設

子育てシェアサービスによる地域課題の解決
島原市は、2018 年度総務省のシェアリングエコノミー活用推進事業の委
託を受け、子育てシェアサービスを展開している AsMama と連携し、子育
てシェアを活用した子育て支援サービスを展開している。



2018 年 7 月に AsMama と子育て支援連携協力に関する協定を結び、10 月の
事業開始に向け、事業の説明会、サポーター研修会、交流会などを通じて
普及・理解促進を行っている。

 島原市は 2016 年 11 月に全国に先駆けて日本初のシェアリングシティ宣言をし、
翌年 11 月に全国 15 自治体で認定を受けた。
 島原市は、民間企業の業務ノウハウの習得を目的に、2016 年から 45 歳以下の
自治体職員（5 名程度）を対象に首都圏 IT 企業への派遣を行っている。同事業
は、先述の国土交通省から派遣された地域人材職員が営業を行い、派遣先を開
拓したことで実現した。2017 年からは新経済連盟と連携し、自治体への協力に
応諾した連盟加盟企業に職員を派遣している。
 主な派遣先は、プログラミング教室を運営している㈱CA Tech kids、化粧品コ
ミュニティ（@コスメ）の企画・運営をしている㈱アイスタイル、シェア事業者
である㈱エニタイムズ、㈱スペースマーケット、新経済連盟に加盟している楽
天㈱などがある。
【シェアリングエコノミー事業の留意点】
 行政が直接的にシェアサービス事業に携わるのではなく、中間支援的な役割を
担う団体が必要である。
 市の関わりとしては、事業の安全性や信頼性を担保すること、その上で、サー
ビス利用者や提供者の確保を図ることが重要である。
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【シェアリングエコノミー事業の実績と効果】
[実績]


指定管理施設の有効活用策として始めたイベントに 1,000 人以上の参加者が
あった。



スペースマーケットとの企画によって始まった島原市主催のコスプレイベン
トは、盛況であり、1 回目には 100 名の参加者があった。また、2 回目以降は、
市民有志による実行委員会が企画、運営を担っており、イベントを重ねるにつ
れ参加者は増加している。



地元企業との連携で、島原城の敷地内を活用した結婚式が 2 度行われた。

[効果]


体験型観光コンテンツにおいて、TABICA 上に掲載することは無料であるため、
PR ツールとして利用することで、サイト利用者が多い都市部への情報発信に
役立つ。

【シェアリングエコノミー事業の課題や問題点】
 シェアリングエコノミーは CtoC で成り立っていることを十分に理解し、個人主
導でできるカリスマ的なキーマンを見つけ、展開していくことが望ましい。
 シェアリングエコノミーという言葉が地域に浸透していない。
 島原市として、シェアリングエコノミー事業にどこまで関与するのかは検討が
必要である。
 キラーコンテンツによる一点突破の実績作りを行っても、サービスの利用者や
提供者の確保や育成ができていないため、収益事業としては成り立たないのが
現状である。観光分野において、地元のキーマンを探すことに労力を費やして
も、コストだけが積み上がり収益を確保することは難しい。
【今後の事業展開】
 参加者に好評であった謎解きイベントをさらに魅力的なものにする。具体的に
は、他地域の大学の謎解きサークルと連携を深め、イベントを拡大できれば良
いと考えている。
 （再掲）車泊事業においては、トレーラーハウスで宿泊できるサービスの提供
の準備を進めている。車泊初心者の型でも気軽に利用してもらえる環境の整備
を行っている。2018 年 9 月時点では、利用開始の具体的な日程は未定である。
 （再掲）子育てシェアについては、事業の説明会、サポーター研修などを通じ
て地域住民への普及、理解促進を進めている。AsMama のサービスを利用し、空
いている時間を利用し、託児をしたり送迎をしたりする事業展開を想定してい
る。
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f. 事例⑥

富山県南砺市

《ポイント》
・サービス利用者と提供者の間に中間支援ができる組織や人材が必要
・中間支援組織による企業に対する仕事の掘り起こし（働きかけ）が重要
南砺市市民協働部南砺で暮らしません課

ヒアリング先

課長

市川

孝弘 氏

係長

江川

裕介 氏

主事

濱田

結惟 氏

NAO コーポレーション／南砺市移住コーディネーター
代表
人

宮下

直子 氏

口：51,324 人（対前回調査 6.2％減）

世 帯 数：16,594 世帯（対前回調査 2.0％減）
資料：2010、2015 年国勢調査（総務省）

成り立ち：南砺市は、富山県の南西部に位置し、東は富山市、
西に石川県金沢市、南は岐阜県飛騨市に隣接してい
る。山間部には、世界遺産に登録された五箇山合掌
造り集落、平野部には伝統のある木彫りの職人が集
まる井波などがあり、観光資源に恵まれた地域であ
る。

南砺市の概要
写真



南砺市協働のまちづくり支援センター南砺で暮らしません課
（ショッピングセンターアスモ内）

移住、定住施策を核とした関係人口拡大施策「さすらいワ

シェアリング

ーク事業（2016 年）」、
「さすらいソノトチワーク事業（2017

エコノミーに

年～）」、「副業応援市民プロジェクト（スキルシフト事業）

関連した取り組
み

（2018 年～）」


伝統工芸を資源として活用したインバウンド観光対策事業
「BED AND CRAFT」
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ランサーズ
実績とスキルのあるフリーランサーと企業をインター
ネット上でマッチングさせる仕事依頼サイトを提供して
いる日本最大級の規模を誇るクラウドソーシングプラッ
トフォーマーである。日本で初めてクラウドソーシング事
業を展開したことでも知られる。依頼できる業務は、デザ
イン、マーケティング、システム開発など多種多様である。
同サイトを利用し、フリーランスや在宅ワーカーとして生
計を立てている人もいる。契約から支払いまでオンライン
で完結させることができる。システム利用料として、依頼
金額の一部をランサーズに支払う仕組みとなっている。



Airbnb
宿泊施設や民宿を貸し借りできる世界最大のプラット
フォームを提供している。同サイトを利用することで、個
人が所有している空き家や部屋と利用したい人とをマッ
チングさせることを可能にしている。契約から、貸し手と

利用している

の事前連絡、決済などすべてオンラインで完結させること

シェアサービス

ができる。また、シェアサービスの最大の特徴であるレビ
ュー（評価）が豊富に掲載されており、利用者も安心して
サービスを選択することができる。近年では、宿泊場所の
提供だけではなく、体験型観光コンテンツの提供も行って
いる。
サイト利用の手数料として、施設を提供するホスト側、
利用するゲスト側のそれぞれから、料金の一部を Airbnb
に支払うこととなる。体験の手数料は、ホスト側から料金
の一部を支払うこととなる。非営利団体等がゲストの場合
は、一律免除となる。


Skill Shift（株式会社 grooves）
株式会社 grooves は都市部で活躍するスキルを持つ人
材と地域企業とをつなぐ Skill Shift というマッチングプ
ラットフォームを提供している。IT 化や新商品・事業開
発、業務効率化など、中小企業の抱える様々な課題に対し、
「転職」ではなく、「副業」で改善を試みることを提案し
ている。地域の企業が、新規事業の企画や経営戦略、海外
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展開など、都市部の人材に依頼したい内容を Skill Shift
に掲載し、副業希望者が応募するという仕組みである。シ
ステムの利用料として、一月ごとに支払う期間型（30,000
円）、応募人数が 5 人に達するまで掲載ができる応募保障
型（40,000 円）の 2 つの料金設定がある。
【取り組みを始めた経緯】


南砺市は人口減少、少子高齢化が進み、移住定住対策が急務であった。また、
市内にある移住体験ハウスの稼働率が 10％程度であったことも問題視されて
いた。



また、慢性的な労働者、担い手不足であり、市内には専門的なスキルをもった
人材が少ないことも課題としてあがっていた。



同市では、こうした諸課題に対応するため、従前から「エコビレッジ構想」を
はじめとした資源の有効活用などに積極的に取り組んでいた。そして、移住・
定住コーディネーター宮下氏（NAO コーポレーション）との協働で、シェアサ
ービスを活用した移住定住事業等にシフトした。



南砺市長をはじめ、南砺市職員の新規事業（シェアリングエコノミー事業）に
対する柔軟な姿勢、同市が活用しているシェアサービスを展開しているシェア
事業者に南砺市出身の方がいた点などが事業展開の決め手となった。



シェアリングエコノミーを活用した事業は、初期投資がかからない点も、スム
ーズに推進できた要因であった。

【取り組み内容】


南砺市では、移住・定住対策事業である①さすらいワーク事業、②さすらいソ
ノトチワーク事業、③副業応援市民プロジェクト（以上、スキルのシェア）と
空き家の活用事業である④BED AND CRAFT（スペースのシェア）の計 4 つのシ
ェアリングエコノミー事業を展開している。



①さすらいワーク事業は 2016 年度で終了し、事業内容を拡大する形で②さす
らいソノトチワーク事業に継承されている。

[移住・定住対策＜スキルのシェア＞]
①


さすらいワーク事業（2016 年度実施）
南砺市では、ランサーズのクラウドソーシングサービスのマッチングプラ
ットフォームを活用し、移住・定住対策（関係人口の拡大）の事業を展開
している。



ランサーズに依頼し、南砺市の PR に関するメールマガジンをサイト登録
者（約 100 万人）に配信し、関心をもった都市部のフリーランスの方に、
現地での農作業、地元イベントの補助、空き家の改修などの各種コンテン
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ツを体験（魅力の発掘）してもらう。そして、体験記事や南砺市の良さを
ブログ等で発信してもらうことが主な事業内容である。


南砺市は、移住体験ハウス（1 泊 1,000 円）の利用案内や交通費の助成な
どを行い、参加者への支援を行っている。また、参加者を対象として、SNS
上のコミュニティを整備し、事前、事中、事後の継続的なコミュニケーシ
ョンの場も提供している。このネットワークは、後述の「さすらいソノト
チワーク事業」にも活用されている。
図表 3.7

受け入れ

Lancers

さすらいワーク事業の概要図

初回訪問・能力発掘

個人事業者向け情報発信

さすらいワークin南砺
（Facebookコミュニティ）

情報収集

興味創出

①認知（
��マガ・
ウェブ）

南砺市 体験記事掲載

（フリーランス）

交流の場
仕事の提供

③
情報
発信

農業体験
五箇山体験 etc

個人事業主をFacebook上でグループ
化。継続的なコミュニケーションを通じ
て南砺市の魅力を広報し、市民と外
部人材との交流を活性化する

④

②参加

全国の個人事業主会員
（約100万人）

体験ハウス
クリエータープラザ
ブロードバンド環境
コワーキング

②訪問・滞在・交流

移住、シーズン滞在
2拠点居住の醸成

出所：南砺市HP http://www.kurashi.city.nanto.toyama.jp/experience
LOHAL HP https://lohai.jp/

資料：南砺市役所資料（一部改変）

②


さすらいソノトチワーク事業（2017 年度～）
同事業は、上述の「さすらいワーク事業」を発展させた事業であり、市内
企業の一時的な人材不足を、ランサーズのマッチングプラットフォームを
利用することで解消させ、さらに仕事を通じて南砺市とつながった域外の
人材とのつながりを深め、移住・定住につなげることを目的としている。



業務内容は、パッケージデザインやホームページの作成、PR 動画の作成、
農作業の手伝いなど多種多様である。業務発注は、個々の企業が各自で行
うことになるが、市のシェアサービスのディレクターと相談しながら、発
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注内容を精査することも可能である。「さすらいワーク事業」と同様に、
経験の記事をブログ等で発信してもらうことも事業の一環である。


ワーカーは移住体験ハウスを活用することができ、滞在中は地元住民との
交流や観光を通じて南砺市での生活を知ることができる。



市は同事業についての説明会を定期的に実施するなど、地元企業への積極
的な働きかけを行っている。また、シェアサービスのディレクターを中心
に、地元企業とコミュニケーションをとりながら仕事の掘り起こしにも力
をいれており、プラットフォームの円滑な利用に尽力している。
図表 3.8

さすらいソノトチワーク事業の概要図
静かな環境でクリエイティブな仕事をしたい
現地の人とのコミュニケーションをとりながら
仕事をしたい。

南砺市内事業者
（発注者)
中間支援組織・人材による
仕事の掘り起し、具体化

仕事情報
の掲載

Lancers

ランサーズプラットフォームに
会員向けメール配信・ウェブに掲載し広
く告知

100万人登録

【例えば、こんな仕事を発注が可能】
◎クリエイティブな仕事：出算、アイデア、記事作成
撮影、動画、企画・PR
◎専門的な仕事：システム政策、翻訳・通訳
◎作業レベル：データ化、経理伝票整理
◎季節の仕事：田んぼの手伝い、スキー場、干し柿
◎その他：リサーチ・分析

経験の記事が
ウェブに掲載

南砺市は働きやすくて、人々も
とっても親切で、また、こちらで
働きたいです。南砺市オススメ
です！

体験ハウス

さすらいソノトチネットワーカー滞在
中は交流をしたり観光ができるよう
情報発信・案内を行う。
滞在中は南砺市の「体験
ハウス」を利用できる

仕事やネットワークがあるこ
とで移住のきっかけに

出所：南砺市HP http://www.kurashi.city.nanto.toyama.jp/experience

資料：南砺市役所資料（一部改変）

③


副業応援市民プロジェクト（スキルシフト事業）（2018 年度～）
南砺市内の中小企業と都市部で働く優秀な人材を株式会社 grooves が提供
している副業マッチングサイト「Skill Shift」を通じて人材を確保する
ことを目的としている。



地元企業が発注する業務内容は、経営戦略の補助や新規ビジネスコンテン
ツの企画など、高度なスキルを求めるものが中心である。ワーカーは業務
を通じて、副業による収入を得るだけでなく、外部での自身のキャリア形
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成にもつながる。


地元企業が都市部の人材に業務を発注し、受託者に複数回、南砺市を訪問
してもらうことで、関係人口（南砺市では「応援市民」と呼んでいる）が
増加し、将来的には移住・定住につながることに期待している。



株式会社 grooves、南砺市商工会、南砺市は 2018 年 9 月に包括連携協定を
結んでおり、市内の企業は同社が提供するマッチングサイトを無料で利用
することができる。



業務発注を検討している企業は、市のディレクターに相談することも可能
である。



南砺市では、地元企業への働きかけとして、ホームページでの紹介、説明
会開催などを実施している。また、商工会では地元企業への情報発信、チ
ラシの配布などを行っている。
図表 3.9

副業応援市民プロジェクトの概要図

grooves
副業を通じた良質で継続的な関係人口
富山県南砺市

Skill Shift

「働き方改革」
都市部の優秀な有スキル人材
副業によるキャリアアップ

grooves
新しい人材活用
セミナー、啓発

南砺市企業の
副業人材募集

中間支援
「副業解禁」されている企業に勤める正社員は
様々な業務スキル・ノウハウを持っている。お小
遣い稼ぎより「やりがい」を重視する高度人材層。

営業強化やマーケティング手法、IT活用、海外
進出など、都市部企業の正社員がもつ業務スキ
ルやノウハウを「副業」で取り込み、事業強化に
つなげる。

出所：南砺市Ht http://www.kurashi.city.nanto.toyama.jp/experience
南砺市商工会議所Ht http://www.shokoren-toyama.or.jp/~nanto/

資料：南砺市役所資料（一部改変）

[空き家の活用＜スペースのシェア＞]
④


BED AND CRAFT（2016 年度～）
同事業は、滞在（BED）しながら木彫り職人に弟子入りする（職人の手ほ
どきによる体験）(CRAFT)ことをコンセプトにした体験型プログラムであ
る。主として、訪日外国人観光客（FIT）をターゲットとした戦略を打ち
出している。
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BED AND CRAFT で利用されている施設は、市が改修支援を行い、民間団体
によってゲストハウスとして運営されている。現在は 2 軒が運用されてお
り、今年度はさらに 2 軒の改修が完了し、開業予定である。



BED AND CRAFT は民泊最大手である Airbnb を活用しており、予約から決済
までをすべてオンライン完結することが可能である。また、プラットフォ
ームを利用することで、施設利用者からの評価を受けることができ、口コ
ミにより、さらなる利用の拡大（相乗効果）につながっている。



上述の空き家の活用とは別に、市の管理施設である合掌造り（五箇山合掌の里）
も 2017 年度から Airbnb を活用しており、多くの外国人観光客に利用されてい
る。



同施設は、日本人観光客に人気のある施設であるが、閑散期となる冬場の稼働
率が極めて低いという課題があった。そこで、日本の伝統的な生活体験や雪景
色に関心がある訪日外国人にターゲットをシフトした。市は、冬場でも施設を
利用できるように必要な改修を行い、施設の目的外利用ができるように条例改
正を行った。また、シェアサービス（Airbnb やスペースマーケット）の勉強
会等実施など、活用推進に向けた取り組みも行っている。

【シェアリングエコノミー事業の留意点】


自治体の事業として地域におけるシェアサービスの利用を促進するためには、
シェア事業者とサービス利用者・提供者の間にディレクター（中間支援ができ
る組織や人材）が必要である。



クラウドソーシング事業の場合、地元企業がどのような仕事を発注したいのか
を掘り起こすことが重要であり、ディレクター等から企業への働きかけは重要
である。

【シェアリングエコノミー事業の実績と効果】
[利用実績]


さすらいワーク事業、さすらいソノトチワーク事業を通じた実績としては、移
住体験ハウスの利用が事業導入前後で大幅に増加した（導入前の 2015 年度 8
件、導入後の 2016 年度は 32 件、2017 年度は 33 件）



ソノトチワーク事業のマッチング実績は 11 件（2017 年度）であった。



BED AND CRAFT は 1,000 泊を達成し、うち 68％が訪日外国人観光客であった（民
間企業による運営のため、宿泊数は非公開）。



指定管理施設の五箇山合掌の里への入り込み観光客数も増加し 2017 年度は
10,670 人であった。
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[効果]


複数のシェアサービスを導入し、シェアリングシティに認定され、ホームペー
ジやメールマガジン、サミットでの PR などを通じて国内外問わず、より多く
の人々に南砺市のことを知ってもらう契機となった。



Airbnb は世界中で広く利用されている宿泊施設・民宿を貸し出す人向けの Web
サイトであり、今回の認定により民泊等の稼働率があがることに期待がもて
る。



スキルをもった域外の人たちが地元住民と結びつき交流するなかで、地元の人
たちが考えつかないような情報発信や企画を提案することがあった。こうした
取り組みは地域にとってよい刺激となっている。

【シェアリングエコノミー事業で直面した問題点】
 南砺市は 2 つの取り組み（クラウドソーシングと民泊）からシェアリングシテ
ィに認定されているが、それらの取り組みをシェアリングエコノミーであると
認識している市民は少ない。
 クラウドソーシングの事業で、マッチングして来訪した人材のスキルが想定よ
りも低く、希望の業務に従事してもらえなかった事例があった。しかし、別の
業務を依頼するなど臨機応変な対応により、大きな問題とはならなかった。
【今後の事業展開】
 「シェアリングシティ」に認定されたことにより、情報発信の強化と交流人口
の拡大、移住者の増加につながることが予想され、今後は南砺市の空き家、空
き店舗に関する取り組みを含め、関連事業や民間活動の支援を検討したいと考
えている。
 現在南砺市で取り組んでいる事業が、広く市民にシェアリングエコノミーとし
て認識されるように情報共有する必要がある。
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g. 事例⑦

40

福井県鯖江市

《ポイント》


シェアサービスの定着には若者と高齢者、両方向の対応が最重要



域外を対象としたシェアサービスの導入が普及のポイント



啓発活動や実証実験による成功事例がサービス登録者増加の鍵
鯖江市政策経営部めがねのまちさばえ戦略室
室長

齋藤

邦彦

氏

同室さばえブランド推進グループ
ヒアリング先

参事

法水

直樹

氏

参事

仲倉

由紀

氏

慶應義塾大学大学院
メディアデザイン研究科附属メディアデザイン研究所（KMD）
リサーチャー
人

木戸

健

氏

口：68,284 人（対前回調査 1.2％増）

世 帯 数：51,335 世帯（対前回調査 6.2％増）
資料：2010、2015 年国勢調査（総務省）

成り立ち：鯖江市は福井県嶺北地方の中央部に位置している。
多くの世帯が特産である眼鏡関連の産業、あるい
は業務用の漆器生産に関わっている。近年は、オ
ープンデータを活用した「データシティ鯖江」の
推進や、女子高校生視点によるまちづくりプロジ
ェクト「鯖江市役所 JK 課」の実施など、地域活性
鯖江市の概要

化に向けた新たな自治体モデルを模索している。
写真

40

鯖江市役所

「鯖江市」の鯖の字は、魚偏に「青」の下部が「円」が正式な標記である。
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鯖江市では、産学官相互連携協定を締結している慶應義塾
大学大学院メディアデザイン研究科（KMD）との連携によりシ
シェアリング
エコノミーに
関連した取り組
み

ェアサービスを活用した様々な取り組みを行っている。ここ
では、主に今年度（2018 年度）鯖江市が総務省から委託を受
けている「シェアリングエコノミー活用推進事業」について
の内容を記載する。
シェアリングエコノミー活用推進事業


伝統工芸ツーリズムへのシェアサービスの導入



TABICA（株式会社ガイアックス）
個人が地域の資源を活用した体験型観光コンテンツを
造成し、サイト上に掲載することで、C to C の地域暮ら

実証事業で利用

し体験マッチングサービスの提供を可能にしている。同サ

している

イト上で、コンテンツのマッチングから、支払いまですべ

シェアサービス

ての工程を完結することが可能である。利用料金について
は、サービス提供者自身が提示したコンテンツ金額の一部
をサイト利用手数料として TABICA に支払う仕組みとなっ
ている。

【取り組みを始めた経緯】


鯖江市では、2014 年から始めたクラウドファンディング（FAAVO さばえ）の利
用 実 績 、 ま た 、 KMD リ サ ー チ ャ ー の 木 戸 氏 が 地 域 活 性 化 に シ ェ ア サ ー ビ ス
（Makuake、スペースマーケット等）を活用した実績があり、2017 年 11 月に
シェアリングシティ認定を受けた。



木戸氏が鯖江市の地域おこし協力隊（2015 年 10 月～2018 年 9 月）として活動
していた際、同市内の河和田地区の活性化に体験型観光プラットフォームであ
る TABICA を活用したことが、鯖江市におけるシェアサービスを利用したコト
体験の始まりであった（同事業は農林水産省の農泊事業の補助金（2017 年度）
を活用）。



鯖江市は、木戸氏から TABICA を活用したコト体験の紹介を受けた事や、地域
課題をシェアリングエコノミーで解決し共助なまちづくりを目指すべく総務
省のシェアリングエコノミー活用推進事業へ応募し 2018 年 5 月に採択され、
今年度実証事業を展開している。



鯖江市は、市長をはじめ新しいことにチャレンジする行政風土が既に醸成され
ており、庁内からの反対意見はなかった。また、KMD のリサーチャーであり、
鯖江市の地域おこし協力隊でもある木戸氏の存在は、鯖江市でシェアリングエ
コノミーを展開する上で重要な役割を担っている。
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【取り組み内容】
 鯖江市のシェアリングエコノミー実証事業は、総務省の「シェアリングエコノ
ミー活用推進事業（2018 年度）」を活用して実施している。総務省からの委託
を受けている鯖江市が KMD などに再委託する形で本実証事業を展開している。
 鯖江市には、工芸やものづくりの企業が集積しており、4 年前から近隣地域の
企業を巻き込む形で、ものづくりの体験イベント「RENEW」を開催している。同
イベントは、BtoC での販路拡大を目的とした産地ブランディングの一環で始ま
った取り組みであり、今年は 100 社を超える企業が参加した。
 ものづくりを行っている工房や職場に体験・見学にいくことに、観光コンテン
ツの予約等に特化したシェアサービスを利用することで、イベントの利便性向
上に期待がもてるということで実証実験を行った（2018 年 10 月 19～21 日の 3
日間）。
 事前予約ができる体制をとった企業は 31 社で、半数が予約サイト作成サービス
（レゼルバ

41

）、10 数社が従来型の電話やメールによる対応、3 社がシェアサー

ビスを利用した。結果的に、事前予約サービスの導入は、お客様の安心、満足
度の向上につながった。
 本事業で利用したシェアサービスは体験型観光コンテンツを掲載できる
TABICA であり、体験の事前予約、支払いをオンラインで完結させることができ
た。そして、何よりサービス利用者からのレビュー（評価）を得ることが、他
サービスとの一番の違いであった。
【シェアリングエコノミー事業の留意点】


地域でシェアサービスを普及、定着させるためには、① 若い人が気軽に参加
できる環境をつくること、② 参加できない人（IT が利用できない高齢者等）
を参加できるように対応することの双方向への対応が最重要であると考える。



いきなりシェアサービスによる地域の課題解決などを考えるよりも、外から来
る人向けのシェアサービスを導入する方が取り組みやすい。地域課題の解決は
時間がかかり、ハードルも高く、地域住民の理解がないと難しい。まずは、取
り掛かりやすい観光などの分野でシェアサービスを導入し、地域がシェアリン
グエコノミーに馴染んだ上で、地域課題に取り組むといったプロセスが好まし
い。



シェアサービスの啓発活動や実証実験を行い、成功事例をつくることが、サー
ビス登録者の増加に結びつくと考える。

41

「レゼルバ（RESERVA）」は、株式会社コントロールテクノロジーによって提供されている予約
システムである。同社は予約サービスを無料（有料のプランもある）で提供しており、病院、サロ
ン、イベント、ホテルなど、多様な導入実績がある。予約管理だけでなく、オンライン決済にも対
応している。
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【シェアリングエコノミー事業の効果】


体験メニュー利用者は、事前にコンテンツの空き状況の把握ができ、予約から
決済までをオンラインで完結することができるようになるなど、サービスの利
便性が向上した。



体験メニューの提供者は、あらかじめメニューの利用者数を把握することがで
きるようになり効率的である。



TABICA を利用した出展者に限定すれば、利用者からのレビュー（評価）も受
けることができたことは大きな成果だといえる。工房によっては定期的に体験
を行っており、その際に今回のレビューをうまく利用できれば、これからの活
動につながる。



レビュー（評価）は、顧客との信頼関係の構築に直結している。訪問したこと
のない工房や職人のところに行く際、レビューがたくさんあれば、安心できる。
顧客の声を着実に蓄積することが、今後の活動に直結する。いいレビューがシ
ェアされれば、ビジネスにとっては極めて有益に働く。

【シェアリングエコノミー導入時の問題点】
 最大の問題点は IT が使えるかどうかである。シェアできるモノや場所をもって
いる人は高齢の方が多い傾向にあり、高齢の方は IT が使えないというジレンマ
がある。地道な活動ではあるが、IT の講座などを通じた啓発活動以外に方法は
ない。啓発活動を続ければ、高齢の方でも IT を使いこなすことができ、シェア
サービスの利用にも結びつく可能性は大いにあると考える。
【今後の事業展開】
 鯖江市、KMD は、シェアサービスの普及促進を目的に、2018 年 11 月、12 月、
2019 年 1 月にセミナーの開催も予定している。第一弾はスペースの活用（民泊
を含む）、第二弾は産業観光や旅について、第三弾は交通について、を想定して
いる。セミナーの対象はイベント参加者だけでなく、広く鯖江市民に参加して
もらえるよう、調整している。
 高齢者の方のシェアサービスの利用可能性について考えている。特にライドシ
ェアやスキルのシェア（掃除、買い物代行、粗大ごみの回収など）などの分野
は今後、ニーズが高まることが予想されるため、市としては次年度以降も多様
なシェアサービスを活用した実証実験を実施することでその可能性を探りたい
と思っている。
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３.２.

政府とシェアリングエコノミー協会へのヒアリング

３.２.１.

ヒアリング調査の目的

組織の設立経緯、取り組み内容、自治体のシェアサービス導入のメリット、小
規模の自治体のおけるシェアサービス導入の可能性等をうかがい、中国地域でシ
ェアリングエコノミーを普及促進するための参考とする。
３.２.２.

訪問先

日程

2018 年 5 月に、以下の日程で内閣官房シェアリングエコノミー促進室と一般社
団法人シェアリングエコノミー協会を訪問した。
図表 3.10
所在地
東京都
千代田区
東京都
千代田区

訪問先

一覧

訪問先

日時

内閣官房シェアリングエコノミー促進室

2018 年 5 月 14 日 11:00～

一般社団法人シェアリングエコノミー協会

2018 年 5 月 14 日 16:00～
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３.２.３. シェアリングエコノミーの推進に関するヒアリング
a. 内閣官房シェアリングエコノミー促進室
内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室
シェアリングエコノミー促進室
ヒアリング先

参事官補佐

岩坪

参事官補佐

石原 一樹 氏

参事官補佐

尼子 恵里 氏
居鶴

慶哲 氏

吾郎 氏

【シェアリングエコノミーの定義】


シェアリングエコノミーのサービス分野・対象は多種多様であるため、一括りでシ
ェアリングエコノミーを議論することは非常に難しい。政府で開催しているシェア
リングエコノミー検討会議では、便宜的に「個人等が保有する活用可能な資産等（ス
キルや時間等の無形のものを含む）を、インターネット上のマッチングプラットフ
ォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動」と説明している。



シェアサービスの分類に関しては、一般社団法人シェアリングエコノミー協会が作
成した 5 つの分類が、的確に表現されているという認識を持っている（①シェア×
モノ、②シェア×移動、③シェア×お金、④シェア×スキル、⑤シェア×空間）。



従来のサービスモデルは「BtoB／BtoC」が中心であったが、シェアリングエコノミ
ーではインターネット上のプラットフォームを介した「CtoC」の取引が主流となる。



サービスの提供者が法人（事業者）の場合でも、本業として資本を投下していない
法人がサービスを提供することもシェアリングエコノミーにあたる。
図表 3.11 シェアサービスによる課題解決
新たな行政収入の確保
例）廃校や古民家等をコワーキングスペースとして再生
地域の「稼ぐ力」のアップ
例）ユニークな観光コンテンツの発掘・発信
地域共助の再生・充実
例）子育てスキルを持つ人（潜在保育士など）に子どもの預かりを依頼
インバウンドの取り込み
例）イベント時の宿泊施設不足を民泊で解消
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【シェアリングエコノミーの登場の背景】


シェアリング（共有）の概念は古くから存在している。近年、モノを「所有」
することから、「共有」することへのシフトが起こっている。



IT の普及、快適なインターネットインフラ環境の整備、スマートフォン・タ
ブレットの普及によりこれまで見えなかった個人の資産や、能力の活用可能な
時間帯等の情報を、リアルタイムに不特定多数の個人の間で共有することが可
能となったことが普及の背景にある（個人の情報発信能力の向上）。



SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の普及に伴って、信用度を推し
量りにくかったインターネットの向こう側の個人について、一定の信用度が可
視化されるようになったことも普及の重要な要因である。



シェアリングエコノミーは、「働き方改革（副業、専業主婦（主夫）、高齢者、
障がい者の市場参加）」、
「サービスの選択肢の多様化（プロからアマへ）」、
「新
しい需要の創出（ニッチ産業の拡大）」
「都市や地域課題の解決、地方創生への
貢献（既存の地域資源の有効活用とつり合いのとれた需給バランス）」などに
大きなインパクトをもたらす。



シェアリングエコノミーは、今後、国内ひいては全世界的に市場の拡大が期待
されている産業分野である。

【シェアリングエコノミー促進室の設立とその取り組み】


シェアリングエコノミーの健全な発展に向け、民間団体等による自主的なルー
ル整備をはじめとした必要な措置の検討を資するため、2016 年 7 月より、内
閣官房 IT 戦略室長（政府 CIO）下に、シェアリングエコノミー検討会議を開
催し、同年 11 月シェアリングエコノミー推進プログラム（中間報告）を公表
した。



シェアリングエコノミー推進プログラムでは、シェアリングエコノミーのモデ
ルガイドラインを策定、グレーゾーンの解消に向けた取り組み、シェアリング
シティ構想の推進などを実施している。



こうした一連の流れを受け、今後の推進体制を整備することを目的に、2017
年 1 月に内閣官房 IT 総合戦略室にシェアリングエコノミー促進室（政府相談
窓口）を設置した。



シェアリングエコノミー促進室では、シェアサービスを提供する事業者や自治
体、弁護士等の専門家、関係省庁などとの調整、照会などを実施している（図
表 3.12 参照）。設置以降、累計で 230 件の相談を受けた（2018 年 5 月現在）。



自治体からの問い合わせでは、シェア事業者とのつなぎの相談やセミナーや勉
強会の実施に関する問い合わせが多い（自治体によって相談のレベル感は異な
る）。



事業者が現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、安心して事業活動
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を行い得るよう、具体的な事業計画に則して、規制に適用な有無を確認できる
制度を用意している（グレーゾーンの解消に向けた取り組み）。


地域における社会問題解決や経済活性化のためにシェアリングエコノミーを
活用した取り組み事例を取りまとめたベストプラクティス集（シェア・ニッポ
ン 100～未来へつなぐ地域の活力～）を作成、公表している。



事例集の内容を広く発信するとともに、シェアリングエコノミー伝道師の派遣
活動を通じて地方にも展開している。



地方においてシェアリングエコノミーの導入を推進するため、シェアリングエ
コノミーの活用をわかりやすく説明する人材として、シェアリングエコノミー
伝道師の任命を行っている。
図表 3.12

シェアリングエコノミー促進室の取り組み概要

資料：シェアリングエコノミー促進室提供資料

【シェアリングエコノミーの特色】


シェアリングエコノミーは「①破壊的なイノベーション」と「②温もりのある
イノベーション」の 2 つのタイプに分類されると考えている。国や行政が地域
の社会的な課題を解決するためにシェアリングエコノミーの活用を検討する
場合、後者の「②温もりのあるイノベーション」に重きを置いている。



「①破壊的なイノベーション」とは、スペースシェアやライドシェアなど、新
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たな需要を掘り起こし、市場に劇的な変化をもたらす分野をさしている。一方、
「②温もりのあるイノベーション」は地域の共助の精神などを育て、地域コミ
ュニティの再生や地域独自の課題の解決を目的としたイノベーションである。


元来シェアリングエコノミーでは、サービスの提供者や利用者の人数が多けれ
ば多いほど、信頼性や多様性という観点から、サービスの質を向上し、持続可
能な収益モデルとなる特性がある。

【今後の取り組み】


安全・安心の確保（シェアリングエコノミー・モデルガイドラインの改定）、
事例の創出（先行事例の全国への波及、シェアリングエコノミー推進による新
たな社会像）、機運醸成（積極的な情報発信やイベントの実施）の 3 つの事項
について、関係省庁や事業者との調整・検討を進めていく。
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b. 一般社団法人シェアリングエコノミー協会
一般社団法人
ヒアリング先

事務局長

シェアリングエコノミー協会
佐別当

隆志 氏

（内閣官房シェアリングエコノミー伝道師）
【シェアリングエコノミー協会の設立経緯】


シェアリングエコノミー協会は 2016 年 1 月、約 30 の業界団体が加盟した状態
でスタートした。現在は 270 社程度が加盟（2019 年 2 月現在）しており、毎
月 10 社程度の新規加入者があり、順調に規模を拡大している。



設立当初は、違法民泊や白タク営業などが脚光を浴び、シェアリングエコノミ
ーは印象の悪い業界であった。当時から、クラウドファンディングやクラウド
ソーシング、業法に抵触しないスペースシェア（駐車場など）、託児のシェア
サービスなど、国産の社会的価値のあるサービスは存在していたので、業界の
中で一致団結して、認知度の向上や社会的価値のある事業の普及に注力してい
くことを目的として設立した。



佐別当氏が所属している株式会社ガイアックスでは、Web マガジン（share
share share）の立ち上げや企業のミートアップ、イベントの開催などを通じ
てシェアリングエコノミーの PR 活動を行ってきた。国内でのシェアリングエ
コノミーの普及を促進していく上で、業界団体（客観的な立ち位置）を立ち上
げて、産業として育成していかないかという声掛けがあったことが、設立の足
掛かりとなった。

【シェアリングエコノミー協会の取り組み】


シェアリングエコノミーの協会の取り組みは以下の 4 つである。


シェアリングエコノミーの普及活動（既存事業者、及びユーザーへの普及
活動、メディア広報、勉強会・セミナー等のイベントの開催、認証マーク・
モデルガイドラインによる安全・安心対策）



会員企業同士のマッチング・提携、勉強会の開催（CtoC 会員、BtoC 準会
員、賛助会員）



会員向けサービスの提案と開発（協会団体保険、シェアリングエコノミー
に特化した保険の提案）



シェアリングシティと題した自治体でのシェアサービスの活用、まちづくりに
シェアサービスを活用するという取り組みにも注力している。この活動は世界
的に行われている。自治体にシェア事業者を紹介したり、課題に則したシェア
サービスの提案、意見交換、アドバイスなど一貫した支援を行っている。



自治体から相談に来る場合もあるが、シェアリングエコノミー協会から自治体
に提案にうかがうケースもある（例 渋谷区との連携協定
取り組み）。
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東京 2020 に向けた



現状のシェアリングエコノミー市場は、先発の外資系企業に有利な状況である
ため、しっかりと国内企業の支援をしないと業界が育たないという危機感を持
っている。シェアサービスは個人同士がつながるサービスが中心なので、ホス
トを開拓するには国内での営業活動やマーケティングも重要になるため、外資
系企業に強みがある訳ではない。日本のシェア事業者が育つ機会を失わないよ
うに、包括的な取り組みを展開している。

【自治体がシェアリングエコノミーを導入するメリット】


人口減少時代である現在において、公助から共助へのパラダイムシフトを行う
ことがシェアリングシティの目指す姿である。



ボランティアではなく、IT を駆使したビジネス的な要素を念頭にコストを下
げつつ、収益を上げるモデルで、かつ地域にとって社会的な役割を担える継続
性のある共助の仕組みの構築が可能である。



地域内の課題に対して地域の人が有償で解決できる仕組みや地域の人が稼ぎ
手となり、都心や海外から仕事を持ってくる仕組みの構築にもシェアリングエ
コノミーの活用が向いている。

【小規模の自治体におけるシェアリングエコノミーの可能性】


昨今、公共交通機関の継続が厳しい地域が増えているが、オンデマンドバスに
年間数千万円をかけて、数十人しか運んでいないという形ではなく、ライドシ
ェア（コストシェア型）の導入により、自治体が一定程度支援するモデルのあ
り方が取り組みやすい事例だと考える。



町全体の価値をあげることができれば、民泊やインバウンドでの集客を増やす
ことは可能である。今後地方で求められることは、地域の観光戦略と一緒にシ
ェアサービスをどのように活用するのかを「セット」で考えることである。民
泊だけ考えても、その地に足を運ぶ動機がなければ、集客にはつながらない。



まだ、具体的な取り組みはではないが、東北の復興エリアなど、シェアリング
エコノミーの普及が進んでいる地域では、圏域をまたぐ広域的なシェアサービ
スの展開（プラットフォームの拡大）などを検討しているところもある。



自治体によるシェアサービスの導入により行政コストが下がることに期待が
持てる。シェアサービス導入の際の業者のコストを負担することも大切だが、
それ以上に、提供されるサービスを地域の方々に知ってもらうことに注力する
ことが重要である。



自治体が中心となって行われるライドシェアの取り組みでは、高齢者がサービ
スの対象となるので、周知や利用の障壁を取り除くことが求められる。その際、
IT を利用できない人には、行政職員が電話窓口で対応したりする努力はかか
せない。利用者の拡大は事業者だけでは、難しい部分があるので、行政と事業
者が連携しながら行うべきである。
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地域の企業が都市部にあるプラットフォームを活用する事例がみられはじめ
た。建築関係の企業が、古民家を改修し、ゲストハウスとして運営しつつ、
Airbnb などのサービスを活用して海外旅行客に滞在させて、地元でつながり
のある木工職人による体験コンテンツを合わせて事業展開をしている（南砺市
の Bed and Craft）。地域内の個々の成功体験を共有しつつ、選択肢の多様化
にも注力している。

【先進的な自治体がシェアリングエコノミーに取り組めた理由】


自治体が関係している事例に関しては、中央省庁の若手出向者が、地方こそシ
ェアリングエコノミーが活用できるチャンスがあるという強い認識を持って
いるということが大きい。



役所の中に元民間企業に勤めていた人材の存在、役所と仕事をするカウンター
パートになる NPO・観光協会、DMO などの存在が地域にいることが大きな要因
となっている。

【シェアリングエコノミー普及（認知度向上）の工夫】


シェアリングエコノミー推進パートナーである賛助会員の中には、全国展開を
している企業がある。そうした企業の支店がある地域をターゲットに、賛助会
員の支援を得ながら地域でのシェアリングエコノミーの普及を行っている。



地域に定着役となる団体・組織があるところを優先的にサポートする形をとっ
ている。事例にある佐賀県多久市では、価値創造プラットフォームという NPO、
島原市では観光 DMO がシェアリングエコノミーの定着役となっている。地域で
継続的に取り組む組織があるところに関しては、協会のカウンターパートとし
て継続的な普及支援・事業の提案などを行っている。



関東圏では、企業向けの普及活動が中心だが、地方では自治体からの問い合わ
せが多いので、自治体職員向けのイベントを開催している。職員の方々の理解
が促されなければ、地域への普及が望めないためである。

【シェアリングエコノミー業界と既存業界との連携について】


シェアリングエコノミーは地域にも普及しつつあるが、既存業界との軋轢など
があり、地域での積極的な展開を敬遠している自治体もある。



こうした状況を踏まえて、シェアリングエコノミー業界からの働きかけによ
り、既存業界との関係を良好にする取り組みも近年始まった。例えば、地元の
旅館に民泊のカギの受け渡しを依頼したり、掃除の依頼や旅館での食事の提供
などを通じて、地域全体でそれぞれの業界の良さを役割分担しているケースも
ある。また、ライドシェアのウーバーは地域のタクシー業界に配車システムを
提供することで、インバウンドの対策に役立ててもらっている事例もある。



以上のような取り組みの進展により、シェアリングエコノミーの理解も進みつ
つある。
181

【プラットフォーム事業者の展開について】


シェア事業者は、人口の多い都市部（首都圏、関西等）から事業を展開する傾
向がある。インバウンドで展開している観光系の事業者の場合は、空港のある
地域や観光ニーズの高いエリアを中心に展開するなど、戦略的にマーケティン
グを行っている。



プラットフォームの提供に関しては、ビジネスの展開によって性質が異なる。
サービスの対象が全国や世界の場合は、一極集中した方がよく、大きなプラッ
トフォームに参画する方が効率的である。一方で、モノの貸し借りやスキルシ
ェアのように、地域内だけで完結するサービス（地域限定のシェアサービス）
の場合、地域でプラットフォームを管理できる環境が望ましいケースもある
（一般的に、このようなサービスはスケールの拡大が難しく、収益性が低い）。

【今後の取り組み】


これまでの国の経済成長は、公的機関や民間企業が支えてきたが、これからの
社会課題が増加する時代には個人の活躍が不可欠であると考える。また、それ
を促進するのがシェアリングエコノミーだと考えている。個人が中心となった
社会の枠組みに対する法整備がこれから進んでいくことが予想されるが、より
働きやすい社会に向けて、その環境づくりを支援していきたい。
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３.３.

シェア事業者（プラットフォーマー）へのヒアリング

３.３.１.

ヒアリング調査の目的

展開しているシェアサービスの概要と特徴、事業の普及、拡大のための取り組
み、事業を展開する中での課題や問題点、都市部と地域での事業展開の違い、自
治体との連携等をうかがい、中国地域でシェアリングエコノミーを普及促進する
ための参考とする。
３.３.２.

地域別

訪問先

日程

2018 年 10 月～11 月に、以下の日程でシェア事業者（プラットフォーマー）を
訪問した。訪問先については、既に地域において自治体や地元企業との連携を実
践している、民間のシェア事業者を対象とした。
株式会社 Huber.は、国際交流したい日本人とガイドされたい訪日外国人のマッ
チングサービス「TOMODACHI GUIDE」を展開している。また、自治体や観光業者向
けのコンサルティング事業も行っている。大分県別府市では、大分県、別府市、
立命館アジア太平洋大学と連携し、訪日外国人観光客の満足度向上に寄与してい
る。
株式会社エニタイムズは、スキルのシェアを中心としたもので、従来あった地
域の互助会のような仕組みを、現代版としてアプリケーションを使って構築した
いという想いから作られたサービスである。以前は同一世帯の家族や地域の人が
助け合っていたものが、昨今のつながりの希薄化、単身世帯の増加などで気軽に
依頼できる環境が少なくなった。エニタイムズのサービスは、オンラインで個人
と個人とがつながることで、共助ができる環境を再構築（提供）するものである。
図表 3.13
所在地

シェア事業者（プラットフォーマー）訪問先一覧
訪問先

日時

神奈川県鎌倉市

株式会社 Huber.

2018 年 10 月 24 日 13：30～

東京都港区

株式会社エニタイムズ

2018 年 10 月 24 日 17：00～
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３.３.３.

シェア事業者による地域課題の解決

a. 事例①

株式会社 Huber.

ヒアリング先

株式会社 Huber.
マネージャー


深田 篤 氏

Huber.は訪日外国人観光客と国際交流をしたい日本人を繋
げるガイドマッチングサービス「TOMODACHI GUIDE」を展開
している。



訪日外国人観光客は、言葉の壁、情報の不足、旅行ニーズ
への対応不足（画一的な体験）などが原因で、日本の魅力
にたどり着けてい ない のが現状である。TOMODACHI GUIDE
は、こうした課題を解決する手段として期待される。



TOMODACHI GUIDE は従来型のガイドとは異なり、地域に特
化したユニークな体験を地元の人から提供するコンテンツ
が中心である。



事前にガイドと観光客がオンライン上でコミュニケーショ
ンをとることができ、利用者のニーズに柔軟に対応するこ
とができる。



また、ペアガイド制を採用しており、2 人でサービスを提
供するため、互いに協力しながら安心して業務を遂行する
ことができる。

事業内容

図表 3.14

既存ガイドと TOMODACHI GUIDE の比較

従来型のガイド

TOMODACHI GUIDE

地域の観光地や歴史を知って

地元の人による地元ならでは

いる

の体験

英語はネイティブレベル

英語は日常会話～ネイティブ
まで

画一的な体験が中心

ユニークなローカル体験

選択肢が選びづらく、多様性

事前のオンラインコミュニケ

がく少ない

ーションにより、柔軟性抜群

資料：株式会社 Huber.提供



TOMODACHI GUIDE の特徴は、「旅前」、「旅中」、「旅後」のす
べてのタイミングで訪日外国人観光客の旅行をサポートす
る点である。
「旅前」では、オンラインでの旅程の事前相談
ができ、
「旅中」では、ガイドと観光客が合流し、ローカル
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な体験が提供される。そして、
「旅後」も交流は続き、観光
客の母国で逆ガイドしてもらうケースもある。


TOMODACHI GUIDE を利用する訪日外国人観光客が増加すれ
ば、地元の人との交流や、ユニークな体験からの高い満足
で滞在時間が増加し、宿泊や食事などの機会も増加するた
め、消費の拡大にもつながる。



Huber.が Web サイト上で提供する「たび診断」は特許を取
得しており、訪日回数や人数、予算、その他定性的な情報
をヒアリングし、潜在的なニーズを把握するとともに、ニ
ーズに即した地元ならではのユニークな体験を提案するこ
とが可能になる。
図表 3.15

TOMODACHI GUIDE のビジネスモデル
TOMODACHI GUIDE

国際交流したい
日本人

ガイドされたい
訪日外国人
サービス提供

サービス提供

マッチング
手数料
ガイド報酬

料金支払い
ガイドからシステム手数料
訪日外国人旅行客からサービス手数料を取得

資料：株式会社 Huber.提供



Huber.は、TOMODACHI GUIDE 以外にも、自治体や地域 DMO
を対象とした訪日外国人観光客向けの包括的なコンサルテ
ィング業務も展開している。



大分県別府市の取り組みでは、別府市と連携し、ガイドマ
ッチを行い、別府市に訪れる訪日外国人観光客の満足度の
向上に貢献している。この取り組みが評価され、Huber.は

地域における
事業展開

地域未来牽引企業にも選定されている。


Huber.が収集しているたび診断等のデータを活用した、訪
日外国人観光へ魅力を伝え地域に誘致するための PR コン
サルティング事業も手がけている。業務の一環として、ホ
ームページや PR 動画の作成などメディアに特化した事業
も展開している。



Huber.は新型の観光案内所「WANDER COMPASS」も渋谷・京
都で運営している。通常の案内所の業務に加え、訪日外国
人観光客向けのガイド業務を付加し、カウンターの外に出
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て一緒に旅をすることで、地域の魅力をより深く伝え、そ
の地域への再来訪を進める取り組みである。


Huber.が自治体との連携をする上で期待することは 2 点あ
る。1 つ目は、自治体が主体的に集客の施策を講じること
である。明確なターゲットに対して、的確な集客施策を行
うことで、その地域への興味や関心が深まる。また、Huber.
のサービスを利用することで、滞在時間や消費の拡大、満
足度の高い旅行につながる。集客施策については、自治体
が Huber.と連携しながら実施しているケースもある。

自治体への期待



2 つ目は、地域住民と訪日外国人客の接点となる観光案内
所などの場所・コミュニティ作りである。観光案内所をハ
ブとして地域住民をガイドへ育成する。地域のガイドと訪
日外国人が旅行中にとるコミュニケーションの中で得られ
る定性的な情報は極めて重要である。そうした定性情報を
分析することで、訪日外国人観光客の真のニーズがみえる。
そうした情報を吸い上げる人材と体制の構築が必要であ
る。
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b. 事例②

株式会社エニタイムズ

ヒアリング先

株式会社エニタイムズ
代表取締役社長


Founder, CEO

角田 千佳 氏

エニタイムズのサービスはスキルのシェアを中心としたも
ので、従来あった地域の互助会のような仕組みを、現代版
としてアプリケーションを使って構築したいという想いか
ら作られたサービスである。



以前は同一世帯の家族や地域の人が助け合っていたもの
が、昨今のつながりの希薄化、単身世帯の増加などで気軽
に依頼できる環境が少なくなった。エニタイムズのサービ
スは、オンラインで個人と個人とがつながることで、共助
ができる環境を再構築（提供）するものである。



取り扱うサービスは、家事や家具の組み立て、ペットの世
話など日常の困りごとなどが中心である。



サービスの流れは 2 パターンある。1 つ目は、サービス提
供者（サポーター）が提供できる内容を明記した「チケッ
ト」を発行（サイト上への登録）し、利用希望者とマッチ
ングするものである。2 つ目は依頼者が依頼内容を明記し
た「リクエストチケット」を発行（登録する）し、サービ

事業内容

ス提供者を募るパターンである。
図表 3.16

エニタイムズのサービス概要

資料：株式会社エニタイムズ提供
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エニタイムズは、安心安全の仕組みづくりにも力をいれて
いる。取り組み内容は事務局の設置、本人確認、評価制度
の 3 点である。



事務局では、個人間のやり取り（メッセージ交換等）がみ
られるようになっており、利用規約違反の防止やトラブル
が発生前に阻止できるような体制を構築している。



本人確認に関しては、本人確認書類が任意となっている。
承認されたユーザーはプロフィール上に表示される。



評価制度は、サービスの提供後に行われる相互評価（レビ
ュー）がユーザーのプロフィール上で公開されることで、
サービスの水準を担保できるというものである。



これらの 3 点を強化することで、利用者・提供者が安心し
てプラットフォームを利用することにつながる。



地方のニーズは都市部のものとは異なるため、エニタイム
ズが提供するプラットフォームについても、地域の趣向に
あったものにカスタマイズできるようにしている。利用
者・提供者を地域内のみで検索したり、提供サービスのカ
テゴリを検索したりすることも可能である。



高齢者の多い地域では、表現方法やデザインなどをカスタ
マイズしたオリジナルの OEM を提供することで、利用され
やすいアプリケーションに仕立てることも可能である。

地域における



地域にシェアサービスに特化した相談所を設置して、スタ
ッフを駐在させることも検討している。駐在スタッフには、

事業展開

自治体の職員や民間事業者（第三者）の方を想定している。
今後、高齢者のサービス利用の増加が見込まれることから、
スマホなどの利用からサービスの利用方法などを、直接教
える人材が必要になることが考えられる。このような、サ
ービス利用のハードルを下げる仕組みも考えていかなけれ
ばならない。


オンライン上だけでなく、直接顔を合わせられる場所があ
ることが、高齢者にとっては極めて重要であり、安心感に
もつながる。



自治体は地域のことを一番熟知している存在であるので、
地域でシェアサービスを展開する際に、連携しながら事業

自治体への期待

を実施できれば良いと思っている。


エニタイムズのサービスは、ファミリーサポートセンター
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事業やシルバー人材制度との相性が良く、サービスを補
完・代替している事例もある。双方がメリットを享受する
なかで、プロモーションやマーケティングまでの一貫した
展開を自治体と一緒にできれば良いと考えている。
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３.４.

他地域事例調査から得られた知見

３.４.１.

シェアリングエコノミー事業の有用性と課題

本章では、シェアサービスの導入により、地域の活性化や様々な地域課題の解
決に取り組んでいる先進的な自治体、わが国のシェアリングエコノミーを先導し
ている内閣官房シェアリングエコノミー促進室と一般社団法人シェアリングエコ
ノミー協会、IT の技術を巧みに活用し、地域課題にビジネスの可能性を見出して、
事業展開しているシェア事業者の 3 方面へのヒアリングを実施した。
本節では、その要点整理として、ヒアリング調査から得られた知見を基に、自
治体のシェアサービス導入の有用性とシェアリングエコノミー事業の課題につい
て考察する。
a. シェアリングエコノミー事業の有用性
シェアサービス導入による有用性は、
「既存の地域資源の有効活用」、
「低廉なイ
ニシャルコストと運営コスト」、
「サービス利用者および提供者の満足度向上」、
「関
係人口の拡大と地域コミュニティの再構築」の 4 点に整理される。
（a）既存の地域資源の有効活用
シェアプラットフォームの活用により、既存の地域資源の活性化と資源価値の向
上に期待がもてる

シェアサービスは、地域にある既存の資源を有効に活用できることがポイント
としてあげられる。地域の観光スポット、自治体や民間事業者が保有・管理する
施設、地域住民が保有するスキルなど、これらはすべて既存の地域資源といえる。
他地域視察では、雇用創出、観光振興、家事や子育てのシェアなど、様々なシ
ェアサービスの事例をみてきたが、どの地域も既存の地域資源の有効活用を中心
とした事業展開であった。
例えば、佐賀県の多久市や基山町で展開される雇用創出分野のクラウドソーシ
ング事業では、地域住民を対象としたスキル研修で育成した「地域の人材（人的
資源）」を活用している。また、長崎県島原市のシェアサービスを活用した観光振
興では、地域の観光施設、食、文化など（「地域の観光・文化資源」）と、それを
「ガイドできる人材（人的資源）」を活用した事業を展開している。
観光分野のシェア事業者の Huber.は、従来型の画一的なガイドツアーから、地
元住民目線の地域資源を最大限に活かしたユニークなツアーへのシフトを可能に
するシェアプラットフォームを提供している。また、困りごとを地域内で解決で
きるシェアプラットフォームを提供しているエニタイムズも同様に、地域住民が
抱えている困りごとを、地域住民が請け負い、解決することで地域内の資源を有
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効に活用している。
このようにシェアプラットフォームを活用することで、既存の地域資源は域内
外（国内外）の不特定多数の人々や組織の目に触れることとなる。その結果、様々
なニーズ（需要）とシーズ（供給）が噛み合う経済活動に発展する。このように
シェアサービスは地域の資源価値を高めるツールとして期待される。
（b）低廉なイニシャルコストと運営コスト
既存のシェアプラットフォームの活用により、イニシャルコストの抑制、オペレ
ーションの IT 化による人件費等のコスト削減が可能となる

本章では、多種多様なシェアサービスを活用し、既存の行政サービスの補完お
よび代替している事例を紹介してきた。家事や子育てのシェア、遊休資産の活用
などがそれにあたるが、このような行政サービスの補完や代替としてシェアサー
ビスを利用するメリットの一つとして、コスト削減がある。自治体として新たな
事業をはじめる際の懸念事項は複数あるが、ここではコスト面（イニシャルコス
トと運営コスト）について論述する。
事例研究で取り上げたシェアサービスを導入している自治体では、既存のシェ
アプラットフォームを利用しているため、シェアサービスの導入に関するイニシ
ャルコスト（システム面）は、ほとんどかからなかったという話がきかれた。既
存のシェアプラットフォームは首都圏を中心にサービス利用者・提供者が多く、
シェアサービスの利用者からのフィードバックを中心に、シェア事業者がシステ
ムの改善や新サービスの開発などを行っている。このようにシェアプラットフォ
ームの利便性やサービスの質は日々高まっている。従って、地域で新たにシステ
ムを構築するのではなく、こうした汎用性や利便性の高い既存のプラットフォー
ムを利用することで、行政の初期投資を大幅に抑えた行政サービスの展開が可能
となる。また、既に他地域での利用実績があるため、利活用のイメージも湧きや
すく、導入する際のインセンティブとなる。
イニシャルコストは抑えることができる反面、運営コストについての経費は確
保する必要がある。具体的には、地域でシェアサービスを普及させるための活動
費用（住民向け、事業者向け、庁内向けの研修等）、地域でシェアサービスを運用
するために必要な中間支援組織（支援人材）の活動経費等が考えられる。しかし
ながら、こうした運営コストは、行政が実施している既存事業の運営費よりも安
価な場合も十分に考えられる。シェアプラットフォームを利用することで、これ
まで労力をかけてきたオペレーション業務の人件費を削減することも可能である。
この経費分だけでも大幅なコストカットが期待できる。
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（c）サービス利用者および提供者の満足度向上
既存の画一的なサービスと比べ、シェアサービスは多種多様かつ柔軟であるため、
シェアサービス導入による利用者・提供者の双方の満足度向上に期待がもてる

多種多様なシェアサービスは、利用者および提供者の幅広いニーズに応えるこ
とができる。サービス利用者は、必要なサービスを自らが必要なタイミングで、
安価に利用できることなど、確かな効用を感じることができる。また、サービス
の提供者についても、自らがもつスキルや遊休資産を有効活用することで、収入
を得ることができるため、満足感を得ることができる。
Huber.のガイドマッチングは、国際交流したい日本人（提供者）とユニークな
ローカル体験がしたい訪日外国人観光客（利用者）を結びつけるサービスである。
サービス利用者は旅行前から、ガイドと直接コミュニケーションをとることで、
細かな旅程の調整ができ、利用者志向のコンテンツカスタマイズが可能である。
これにより、サービス利用者の満足度が向上する。また、サービス提供者側も国
際交流が行えると同時に、収入も得られるため、満足度の向上につながる。
先進地視察では、佐賀県で取り組まれているシェアサービスを活用した子育て
支援が具体例としてあげられる。行政の子育て支援サービスにシェアサービスを
導入する場合、従来型の画一的な子育てサービスとは異なり、サービスに選択肢
が生まれることが満足度向上のポイントとなる。例えば、同じ一時預かりサービ
スであっても、シェアサービスを導入する場合では、一時預かり時にピアノや英
会話レッスンを受けられるなど、複数の提供者からサービスを選ぶことができる。
サービス提供者の情報はサイト上のプロフィールに公開されており、利用者は自
らのニーズにあった人を選択することができる。こうした「選択」が、サービス
の満足度に直結する。また、副次的な要素として、サービスの提供を通じて社会
の一員としての存在意義（生きがい）を感じることができるということも、満足
度の向上につながる。
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（d）関係人口の拡大と地域コミュニティの再構築
オンライン上で構築されるネットワークは、サービスを授受することでオフライ
ン（face to face）のつながりになる。シェアプラットフォームを活用すること
は、地域内外の人をつなぐ新たなコミュニティの形になり得る

シェアリングエコノミーは、オンラインだけでなく、必ずオフラインでのつな
がりに発展することが重要なポイントとしてあげられる。そのつながりは、関係
人口（域外とのつながり）と地域コミュニティ（域内のつながり）の 2 つのパタ
ーンに分類できる。
雇用創出（クラウドソーシング）や観光振興などの、域外のサービス利用者・
提供者と接点を持つシェアサービスでは、関係人口の拡大に大きな期待がもてる。
クラウドソーシングの場合は、域外の企業と地域のワーカーがマッチングするこ
とで、接点を持つことができる。反対に、地元企業が域外の人材向けに業務を発
注することで、首都圏をはじめとした都市部の優秀な人材との接点が増え、地元
への来訪機会なども増加し、継続的なつながりにも期待が持てる。観光分野では、
地元の案内役（ホスト）と観光客（ゲスト）とが交流することで、関係人口の拡
大につながる。
エニタイムズが提供する困りごとを地域住民間で解決するためのシェアプラッ
トフォームは、主として地域内でサービスの授受が完結する。このようなシェア
サービスでは、地域内での個人間のつながり（コミュニティ）の醸成に期待が持
てる。一般的に、子育てや困りごとの解決などは、顔見知りや同じ地域内に住む
人へ依頼することが中心であるが、仮に近所付き合いが希薄な場合、依頼するこ
と自体が難しくなる。そこに、シェアサービスのプラットフォームを活用するこ
とで、直接依頼しづらい事案においても、業務依頼として割り切ったお願いが可
能となる。
そして、地域におけるシェアサービスの授受は、利用者と提供者が直接顔を合
わせる局面が必ず発生するため、希薄化が進む地域コミュニティの再構築にも一
役買うものといえる。こうしたつながりは、従来型の血縁や地縁のような地域の
「強いつながり」ではなく、シェアプラットフォームを起点として、地域内での
助け合いなどから生まれる「ゆるいつながり」である。インターネット等を介し
たこうしたつながりは、若者世代にも受け入れられやすく、地域コミュニティの
新しい形となり得る。
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図表 3.17

シェアサービス導入のインセンティブと有用性
＜導入のインセンティブ＞


地域資源の有効活用



低廉な初期投資



既存の行政事業の補完、代替機能

分野

個別に期待される有用性


仕事をしたくても環境上できない方の就労（再雇用
の「入り口」機能）

スキルのシェア①


お小遣い稼ぎ、副業としてのキャリア形成



域外の優良企業や優秀な人材とのつながりの造成



地域資源の再発掘

スキルのシェア②



地域資源の開発

（観光分野）



域外との関係人口の拡大



有スキル人材の生きがい醸成



地域内におけるニーズとシーズのマッチング



安価で優良なサービスの享受



サービス提供による報酬の獲得



子育て世代の満足度向上



有スキル人材の生きがい醸成

場所のシェア



遊休資産価値の最大化

（遊休資産の活用）



資産活用による波及効果（イベント企画等）

（雇用分野）

スキルのシェア③
（子育て、家事代行）

＜全体としての有用性＞


現在実施している行政サービスに係る財政負担の軽減



多種多様なサービスによる利用者の満足度向上（利用側）



サービス提供による報酬の獲得と「生きがい」醸成（提供側）



プラットフォーム利用による域内外のコミュニティの再構築（ゆるいつなが
り）
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b. シェアリングエコノミー事業における課題
シェアリングエコノミー事業における課題は、
「地域課題の把握と対応するシェ
アサービスの理解」、「行政による支援領域・支援方法と支援期間」、「サービス利
用者と提供者の確保」の 3 点に整理される。
（a）地域課題の把握と対応するシェアサービスの理解
シェアサービスの導入により期待される効果等を関係者間で十分に共有すること
が重要である。利用者や提供者、地元の企業だけではなく、自治体職員への働き
かけも重要なポイントとなる

地域課題の解決に資する取り組みとして、シェアサービスの導入を検討する際、
その前段として地域のニーズを十分に把握する必要がある。そして、どの地域課
題が、どのシェアサービスによって解決可能であるか（課題解決の手段としての
認識）を、関係者一人ひとりが十分に理解しておく必要がある。
シェアリングエコノミーは歴史が浅く、とりわけ地域課題の解決にシェアサー
ビスが応用されている取り組みについては、地域における成功事例の確立、導入
効果の検証が不十分であることが否めない。従って、シェアサービスについての
十分な理解が進まないうちに事業を推し進めると、頓挫する可能性が極めて高い。
そこで、シェアサービスの普及活動を行う際は、利用者や提供者、地元の企業だ
けではなく、自治体職員への働きかけも重要なポイントとなる。
（b）行政による支援領域・支援方法と支援期間
自治体が、どのような形（経済的負担、人的負担等）で、いつまで支援するの
かは、事前に中間支援を担う組織等との十分な議論が必要となる。自治体の事業
の一環としてシェアサービスを活用する場合は、自走を目指すのではなく、行政
サービスコストの削減、多様なニーズに応えられる行政サービスの提供という視
点であることが望ましい

先述の事例からもわかるように、地域でシェアサービスを導入している事例は
あるが、現時点（2018 年 10 月現在）、どの事例も自治体からの補助金を原資に事
業を展開しており、自走しているビジネスモデルはない。事業導入時のイニシャ
ルコストは少ないが、人材育成のための研修や勉強会、サービス利用者・提供者
を増やすための施策など、普及促進にかかる経費は必要となる。
また、シェアサービスが地域に定着するには、相応の期間が必要となるため、
自治体の関わり方も事業継続の争点となる。先進事例では、少なくとも 3 年間は
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官民連携で事業を行う必要があるといった意見もきかれた。このように自治体が、
どのような形（経済的負担、人的負担等）で、いつまで支援するのかは、関係者
間で事前に十分な議論が必要となる。
先進事例の中には、自治体による実質的な支援が 1 年間のみで、2 年目以降はシ
ェアサービスのディレクターの手出しで事業を行っていたところがあった。同地
域では、事業の継続が難しく、道半ばでシェア事業から身を引かざるを得なかっ
たという。
このように、自治体の事業の一環としてシェアサービスを活用する際、事業が
収益を出し、経済的に自走するというところを目指すのではなく、既存の行政事
業の補完性や代替性に期待し、現在の行政サービスコストの削減、多様なニーズ
に応えられる行政サービスの提供という視点であることが望ましい。
例えば、子育てシェアや家事代行のシェアサービスは、既存のファミリーサポ
ートセンター事業の補完機能、代替機能の両方の側面を持ち合わせていることか
ら、シェアサービスの導入によりファミリーサポートセンター事業にかかる人件
費を大幅に削減できたり（プラットフォームでマッチングが行われるため）、単一
的なサービス内容にサービスの幅を持たせたり（子育て時に、ピアノや英会話な
どの付加的なサービスを受けることも可能になる）することが可能となる。
（c）サービス利用者と提供者の確保
シェアサービスを地域に定着させるには、若者世代だけでなく、シニア世代へ
の啓発活動も重要なポイントとなる

シェアサービスはインターネット上のプラットフォームを利用するため、デジ
タルネイティブと呼ばれる 20 代、30 代の世代との親和性が極めて高い。その一方、
60 代以上のシニア世代は、インターネットの利用率やスマートフォン保有率が少
ないため、シェアサービス利用のハードルは高いといえる。
シェアサービスはその性質上、サービスの利用者（需要）と提供者（供給）の
双方において一定の規模が必要となる。高齢化が進んでいる島嶼部や中山間地域
では、買い物代行や困りごとの解決などは喫緊の課題である。また、遊休資産（空
き家やスペース）などを保有しているのも経済的にゆとりのあるシニア世代であ
る。このことから、地域の多くのニーズを満たし、未利用資産を有効に活用する
ためには、シニア世代のシェアプラットフォームへの参加は不可欠である。
地域の課題解決のツールとしてシェアサービスを定着させるには、若者世代だ
けでなく、シニア世代への啓発活動も重要なポイントとなる。
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図表 3.18 シェアサービス導入の課題
地域課題の把握と対応するシェアサービスの理解

自治体職員向けのシェアリングエコノミー研修の実施

支援領域・支援方法と支援期間

関係者間での事前協議と効果検証

サービス利用者と提供者の確保

若者への発信とシニア世代への啓発活動
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３.４.２.

シェアリングエコノミーの推進ポイント

先進自治体、政府、シェアリングエコノミー協会およびシェア事業者へのヒア
リングより、今後中国地域でシェアリングエコノミーを推進する上で参考とすべ
き知見を以下の 5 点に集約した。
《他地域事例から得られた知見》
① 事業の旗振り役（キーマン）の存在
② シェア事業者、地域（住民や事業者）、行政をつなぐ中間支援組織の存在
③ 課題の掘り起こしや最適なシェアサービス選択のための事前ニーズ調査の実
施
④ 事業に対する行政の関わりの明確化（どの程度支援すべきか）
⑤ シェアリングエコノミーの地域への定着は、サービスの選択と集中が有効
① 事業の旗振り役（キーマン）の存在
シェアサービスは歴史が浅く、サービスの利用者や提供者の数は依然として少
ない。こうした事業を地域課題の解決策として展開することへの自治体や地域住
民の理解を深めていくことは簡単なことではない。場合によっては、事業半ばで
頓挫する可能性もある。
そうした状況に陥らないために、シェアサービスを正しく理解しており、強い
発信力とリーダーシップを持つ人材が必要となる。
 佐賀県の事例では、首長と行政職員、中間支援組織である NPO 法人価値創造プ
ラットフォームがシェアリングエコノミー事業を牽引している。多久市の職員
である石上氏と価値創造プラットフォームの石崎氏は、のちに内閣官房シェア
リングエコノミー伝道師に任命されている。
 長崎県島原市の事例では、国土交通省から派遣された職員が主体的に市に働き
かけ、シェアリングエコノミー事業の展開につながった。
 福井県鯖江市では、「めがねのまち」としての行政のブランディングや JK 課の
設置など、市長をはじめ、新しいものを積極的に取り入れる行政風土が確立さ
れている。
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② シェア事業者、地域（住民や事業者）、行政をつなぐ中間支援組織の存在
シェアサービスを熟知している中間支援組織は、地域（住民や事業者）、シェア
事業者、行政の 3 つのプレーヤーに対する通訳者としての機能を発揮する。それ
ぞれのニーズを把握し、調整することで、円滑な事業展開ができる。
また、中間支援組織の別の役割としては、事業が持続するための中長期的なビ
ジネスモデルの構築である。地域で持続的な事業展開をするため、考えられるリ
スクの分析、事業導入により期待される効果、事業の検証と改善が求められる。
 佐賀県においては、価値創造プラットフォームがビジネスモデルの提案、各方
面への調整機能を担っている。
 長崎県島原市では、株式会社島原観光ビューローが観光分野に限定して、イベ
ントコンテンツの造成や調整などを行っている。
 富山県南砺市では、NAO コーポレーションが市の移住定住事業の中核的な立ち
位置で事業を展開しており、各種シェアサービス活用のディレクションを担っ
ている。
 福井県鯖江市では、慶應義塾大学大学院のメディアデザイン研究科附属メディ
アデザイン研究所がシェアサービスを利用した地域資源の活用を実践している。
 シェア事業者のヒアリングでは、地域で事業を展開する上で、活動拠点が必要
であるということがきかれた。地域でのサービス普及のために、シェア事業者
のスタッフが中間支援の立場になることも考えられる。
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③ 課題の掘り起こしや最適なシェアサービス選択のための事前ニーズ調査の実
施
シェアサービスは地域課題を解決する手段となり得るが、万能なツールではな
い。地域に実情に合わせることなく、他地域が実施しているサービスをパッケー
ジで導入してしまうと、適切に機能しないまま事業を運営することとなる。
そこで、導入前に地域課題の具体化を図り、細分化された課題に対する最適な
シェアサービスを選定することが重要である。また、事業の開始にあたってニー
ズ調査を行うことで、サービスユーザーのターゲティングや効果の仮説などを立
て、事業を展開することが重要である。
 佐賀県では、行政職員自らが地域に入り、部局横断で課題の抽出を行っている。
そして、優先度の高い地域課題に対応するシェアサービスを選定し、事前のニ
ーズ調査、分析を行った上で、事業を展開している。
 福井県鯖江市は、前回イベント時のフィードバックを的確に分析することで、
体験コンテンツの事前予約にニーズを見出した。そして、ニーズに対応する取
り組みとしてシェアサービスの利用に至っている。
 訪日外国人観光客向けの観光ガイドマッチングのシェアプラットフォームを提
供している Huber.は、サービスの利用者から得られる定量的なデータやガイド
（提供者）から得られる定性的な情報などを分析することで、効率的かつ有効
な訪日外国人観光客の集客戦略を自治体と連携しながら行っている。
④ 事業に対する行政の関わりの明確化（どのような支援をいつまで行うか）
シェアサービスを行政の一事業として展開する上で、行政としてどのような支
援をいつまで行うのかを事前に検討しておく必要がある。行政の事業として行う
以上は、事業の継続性は必ず争点となる。先述の通り、シェアサービスの認知度
は依然として低く、地域でのサービス定着は一朝一夕に実現できるものではない。
そのため、行政としては中長期的な視点で事業に関わる必要がある。
 佐賀県多久市では、ローカルシェアリングセンターのディレクター、在宅ワー
カーの募集や育成を、年度を跨いで行っている。また、基山町においてもワー
カーを絶えず育成し、絶えず見送るサイクルの構築の重要性について述べてい
る。
 佐賀県が実施している地域 de 子育てシェアエコ実証事業でも、サービスの利用
者やサポーター向けのセミナーを定期的に開催している。また、シェアサービ
スの問い合わせ窓口も設け、事業運営の円滑化に努めている。
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⑤ シェアリングエコノミーの地域への定着は、サービスの選択と集中が有効
課題解決の手段として地域でシェアサービスを定着させるためには、明確かつ
優先順位の高い地域課題に対して、最適なシェアサービスを選択し、成功分野を
確立することが重要である。地域の住民に対して、事業の成果や効果を具体的に
示すことが、地域の理解につながり、他地域などでの横展開や、別の分野でのシ
ェアサービスの導入の可能性が生まれる。
 佐賀県多久市、基山町で実施しているクラウドソーシング事業は、ローカルシ
ェアリングセンターから絶えず業務の案内があり、空き時間や自らのスキルに
応じて受託する仕組みとなっていることから、事業の稼働率は極めて高いとい
える。稼働率の高いサービスは、地域住民の目に留まりやすいとうメリットが
ある。
 佐賀県や島原市で取り組んでいる子育てシェアの分野も同様で、子育ての困り
ごとに対する需要は日常的にある分野であるため、稼働率が高くなることが予
想される。
 富山県南砺市では、移住定住施策に重点を置き、域外の人々との接点を増加さ
せる仕掛けにシェアサービスを利用している。市内で不足している労働者の補
填や市内の観光資源の魅力発信により、域外との関係人口を増加させることで、
移住・定住の促進に注力している。
 福井県鯖江市では、地域の工芸品を核とした体験型観光コンテンツの発信に注
力している。域外からの観光客の利便性を高める取り組み（工房の事前予約や
遊休施設の共有）にシェアサービスを活用している。
 Huber.が地域で事業を展開する際に重視していることは、中心的な観光エリア
から集中的にサービスを普及させることである。サービスの提供者の育成、コ
ンテンツの造成、サービス利用者数などを指標とし、ある程度の基盤ができた
後に、広域的に事業を展開していくようにしている。
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３.５.

小括

本章のまとめとして、先進的な事業に取り組む自治体視察とシェア事業者から
のヒアリングで得られた知見を基に、自治体におけるシェアサービス導入に対す
るポイントについてそれぞれ整理する。
３.５.１.

他地域（自治体）事例視察から得られた知見

他地域（自治体）事例調査から得られた知見を整理すると、地域でシェアサー
ビスを導入する際には、自治体の関与が必要となり、導入する際にいくつかポイ
ントがあることがわかる（第 3 章 150、160 頁参照）。
シェアサービスを導入している自治体では、庁内にいるシェアサービスに精通
している人が中心となり事業を遂行していることがわかった（第 3 章 143、158、
161、164、171 頁参照）。
また、どの事例も既存の民間シェアプラットフォームを活用することで、シス
テム開発などの初期投資を抑えて事業を展開している。そして、地域でのシェア
サービスの普及促進を円滑に行うために、中間支援組織の存在も重要であること
がわかった（第 3 章 145、160、168 頁参照）。
自治体の関与（支援）の度合いに関しては、シェアサービスのタイプによって
異なるが、関与する上で最も重要なことは、具体的な支援の内容や支援の期間な
どを、事前に中間支援組織やシェア事業者等との間で取り決めを行うことである。
支援内容については、主としてシェアサービスの普及促進に係る施策、関係者間
の調整、サービスの安全性、信頼の担保、効果の検証などがある（第 3 章 150、155
頁参照）。
普及促進のポイントとしては、デジタルコンテンツに強い若者だけでなく、高
齢者への啓発も同時に行うことである。遊休資産の多くは、高齢者が保有してい
ることが多く、高齢者への普及が進まない限り、活発な資源活用につながらない。
また、日常生活の困りごとに関しても、若者よりも高齢者の方が、よりニーズが
ある。こうした観点から、高齢者への対応は極めて重要であるといえる。対応策
としては、インターネットやスマートフォン・タブレットの利用促進講座（勉強
会）などの実施等があげられる（第 3 章 146、173 頁参照）。
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図表 3.19

他地域（自治体）事例調査から得られた知見

＜導入のポイント＞


導入には、行政の関与（支援）が必要である



地域へシェアサービスを普及させるためには、住民だけでなく、自治体職員や
既存の民間事業者への理解促進が重要である



庁内にシェアサービスの推進役が必要である



既存の民間シェアプラットフォームの活用が重要である



事前のニーズ調査による課題の抽出やシェアサービスの選定が重要である



取り組みやすい分野から導入すべきである



スムーズな事業展開には、中間支援組織の存在が不可欠である



自治体が支援する内容や期間については、中間支援組織やシェア事業者との事
前協議が必要である



シェアサービス導入による効果の検証が必要である



自治体の主たる役割は、普及支援とサービスの安全性、信頼の担保である



シェアサービスは、若者だけでなく、高齢者への普及啓発活動も重要である



「市民と市民をつなげていく」行政の仕事と「シェアリングエコノミー」には
親和性があり、新たな共助の仕組みと ICT 技術の活用による付加価値の提供は
これからの「まちづくり」につながる



地域でシェアリングエコノミーに対するイメージが明確になれば、他のシェア
サービスの導入の可能性も高まる（サービス展開の多角化）



利用者のニーズに合った多様なシェアサービスの活用が重要である



実証事業でモデル地域を選定し、各地域で集中的に普及促進を図ることで、事
業の効果を検証しながら効率的な広域化が可能となる
（他地域自治体事例調査より）
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３.５.２. 政府とシェアリングエコノミー協会へのヒアリングから得られた知見
政府（シェアリングエコノミー促進室）とシェアリングエコノミー協会へのヒアリン
グから得られた知見を整理すると、シェアサービス導入によるメリット、導入時のポイ
ント、普及支援の 3 つに分かれる。
《導入によるメリット》
自治体がシェアサービスを活用することにより、様々な社会課題や地域課題を解決す
ることができる。シェアサービスを導入することで、公的機関によりサービスが提供さ
れる「公助」から、住民同士の助け合いによる「共助」へのパラダイムシフトが可能と
なり、行政コストの削減につながる（第 3 章 176～178、180 頁参照）
。
《導入時のポイント》
地域においてシェアサービス導入を検討する際、特に小規模の自治体においては、行
政がシェアサービス導入時に一定程度の支援をすることが求められる。それは、サービ
スの導入コストの支援ではなく、主に提供されるシェアサービスを地域の人々に知って
もらうための普及促進の支援である（第 3 章 180 頁参照）
。
地域課題の解決へシェアサービスを導入する場合、高齢者がサービスの対象となるこ
とが多いため、高齢者向けの周知施策やサービス利用の障壁を取り除くための施策が重
要となる。こうした取り組みを、自治体とシェア事業者とが連携して行うことができれ
ば、地域へのシェアサービスの普及が促進しやすい（第 3 章 180 頁参照）
。
また、シェアサービスを地域に普及させるためには、自治体職員のシェアリングエコ
ノミーの理解が重要となる。シェアサービスの導入の主体である自治体の職員の理解が
促進されなければ、地域への普及が望めないということがヒアリングからきかれた（第
3 章 176、177、181 頁参照）。
《普及支援》
地域でシェアリングエコノミーの普及を検討する際、シェアリングエコノミー促進室
とシェアリングエコノミー協会による様々な支援が受けられる。
シェアリングエコノミー促進室には、自治体等が利用できる問い合わせ窓口があり、
事業導入の相談、現行法令に関する相談、シェアリングエコノミー支援制度の照会、シ
ェアリングエコノミー伝道師の派遣依頼などが行える。また、同室では、シェアリング
エコノミー活用事例集も作成しており、事例の紹介を通じた地域への普及促進（横展開）
にも注力している（第 3 章 176～178 頁参照）
。
シェアリングエコノミー協会は、自治体にシェアサービス事業者を紹介したり、課題
に則したシェアサービスの提案、意見交換、アドバイスなど一貫した支援を行っている。
また、まちづくりにシェアサービスを活用している自治体に対してシェアリングシティ
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の認証も行っている（第 3 章 179、180 頁参照）
。
図表 3.20 政府とシェアリングエコノミー協会へのヒアリングから得られた知見
＜導入によるメリット＞


シェアサービスを活用することで、公的機関によりサービスが提供される「公助」
から、住民同士の助け合いである「共助」へのパラダイムシフトが可能になる



地域内の課題に対して、地域の人が有償で解決できる仕組みや、地域の人が稼ぎ手
となり、都心や海外からの仕事を請ける仕組みの構築にもシェアサービスの活用が
可能である



自治体によるシェアサービスの導入により、行政コストが下がることに期待が持て
る

＜導入時のポイント＞


小規模の自治体では、シェアサービス導入時に一定程度の支援をすることが求めら
れる。人口が少ない地域では、シェア事業者だけで利用者や提供者を確保すること
が難しいため、自治体と連携した事業展開が望ましい



自治体は、提供されるシェアサービスを地域の人々に知ってもらうことに注力する
ことが重要である



自治体が中心となって行われるシェアサービスの取り組みでは、高齢者がサービス
対象となることが多く、周知や利用の障壁を取り除くことが重要である



自治体職員の理解が進まなければ、地域への普及が望めない

＜普及支援について＞


シェアリングエコノミー促進室には、自治体が利用できる問い合わせ窓口を設置し
ている



促進室では、他地域でのシェアリングエコノミー事業の参考にしてもらうためにシ
ェアリングエコノミーの事例集を作成しており、自治体への普及促進に努めている



自治体の円滑なシェアリングエコノミー事業の展開のために、シェアリングエコノ
ミー伝道師の派遣活動を行っている



シェアリングエコノミー協会では、自治体とシェア事業者とのマッチングを行って
いる



シェアリングエコノミー協会では、まちづくりにシェアサービスを活用している自
治体に対してシェアリングシティ認証を行っている



また、自治体にシェアサービス事業者を紹介したり、課題に即したシェアサービス
の提案、意見交換、アドバイスなども実施している
（政府・シェアリングエコノミー協会へのヒアリングより）
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３.５.３.

シェア事業者へのヒアリングから得られた知見

シェア事業者のヒアリングから得られた知見を整理すると、シェアサービスを
地域に普及する際の重要なポイントとして、地域内の拠点形成が重要であるとい
うことがわかった。この拠点とは、他地域事例できかれた中間支援組織の存在や
シェア事業者自らが地域にスタッフを派遣することで地域に密着した事業展開を
するためのものである（第 3 章 185、186、188 頁参照）。
こうした拠点を中心に、地域でシェアサービスを円滑に普及させるためには、
地域の実情を最も把握している自治体に、地元の関係者（関係団体、民間事業者、
住民等）との関係構築を支援してもらうことが重要である（第 3 章 186、188 頁参
照）。
図表 3.21


シェア事業者へのヒアリングから得られた知見

シェアサービスは行政サービスの代替、補完的な機能として活用することがで
きる



シェアサービスを地域で普及させるための拠点が必要となる
（例えば、Huber.の場合は、観光の核となる場所にスタッフを派遣、駐在させ、自治
体や地域住民と連携を図りながら観光振興を行っている。また、エニタイムズの場合
は、自治体や地元企業にサービスの窓口機能を担ってもらうといった連携のあり方を
想定している。）



自治体に期待することは、地域への普及、地元関係者（関係団体、既存事業者、
住民等）との関係構築の支援である
（シェア事業者ヒアリングより）
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４.

中国地域におけるシェアリングエコノミー振興のための方策検討

《処方箋としてのシェアサービス》
シェアサービスは多様である。モノの貸し借り（売買）のような個々の資産の
共有、自らが持つスキルの共有、移動手段の共有など、個々人の需要を満たすも
の、地域の活性化に資するもの、そして、地域が抱えている特有の課題に対する
ものと、シェアサービスがそれぞれの処方箋として機能し、昨今では多種多様な
ニーズに応えられるような経済活動に伸展している。
中国地域の自治体が抱える地域課題（図表 4.1 参照 再掲）をみると、「雇用創
出」、「社会福祉」、「災害対策」、「公共交通」、「公的不動産の活用」、「観光振興」
などの分野において重要度が高いという結果が得られた。他地域では、こうした
地域課題の解決策としてシェアサービスを活用している事例が、数多く存在して
いる。
図表 4.1

地域が抱える課題の重要度について（再掲）

非常に重要
重要でない

重要
全く重要でない
20%

0%

10.5
7.9

47.4
42.1

26.3

5.3
23.7

36.8
26.3

44.7

36.8

2.6
2.6

10.5
2.6
5.3
2.6

36.8

42.1

34.2

2.6
2.6

15.8 2.6
2.6

18.4

18.4
15.8

13.2
2.6

23.7

47.4

21.1

観光振興

100%

13.2 2.6
2.6

36.8

23.7

公的不動産の活用

80%

31.6

31.6

公共交通

農林水産

60%

28.9

34.2

災害対策

教育

40%

50.0

社会福祉

民間遊休資産の活用

それほど重要でない

55.3

雇用創出

男女共同参画

やや重要
無回答

5.3

2.6
5.3

15.8

2.6
2.6

15.8

2.6
2.6
N=38

注）図表の左軸は、「非常に重要」の回答率の高さを基準に作成している。
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本調査の他地域事例視察においても、
「雇用創出」、
「観光振興」、
「公的・民間施
設の活用」、
「社会福祉（子育て）」など、様々な分野にシェアサービスを活用して
いる事例がみられる（図表 4.2 参照）。こうした多様なシェアサービスを、地域の
活性化や地域課題の解決のためのツールとして、全国の様々な地域でその効力を
発揮していると言える。
図表 4.2

自治体の課題と対応するシェアサービスの導入事例

分野

解決したい課題

雇用創出

若者、女性に向けた
地域での新しい仕事
づくり

社会福祉

子育てしやすい環境
づくり

シェアサービス導入例
 スキルや人材のシェアによる、地域人材の育成と
雇用創出
[参考事例]
多久市（第 3 章 141 頁）、基山町（第 3 章 152 頁）

 子育てや家事のシェアによる子育て世代ニーズ
に対応した行政サービスの提供
[参考事例]
佐賀県（第 3 章 147 頁）、エニタイムズ（第 3 章 187 頁）

未利用・
未活用施
設の活用

自治体が保有する
低・未利用地の利活
用による稼ぐ公共施
設への転換
空きスペースの利活
用による民間不動産
の活性化
過疎地域での代替公
共交通手段の創出

公共交通

 公的施設（指定管理施設）の時間外・目的外利用
（貸し出し）による新たな需要喚起
[参考事例]
島原市（第 3 章 156 頁）、南砺市（第 3 章 162 頁）

 民間施設や個人所有地等の場所のシェアによる
イベント開催時の駐車場の確保
[参考事例]
島原市（第 3 章 156 頁）、鯖江市（第 3 章 170 頁）

 公共交通空白地における、配車システムを活用し
た地域住民による移動手段の確保
[参考事例]
三次市（第 2 章 111 頁）

観光客向けの新たな
移動手段の創出
宿泊施設需要の取り
込みによる観光業の
活性化

 サイクルシェアを通じた観光地間移動の利便性向上
[参考事例]
千葉市（第 3 章 134 頁）

 民泊と観光施設・サービスのマッチングによる消
費喚起（滞在時間の向上、消費額の向上）
[参考事例]

千葉市（第 3 章 134 頁）、南砺市（第 3 章 162 頁）

 訪日外国人観光客向けのガイドマッチングサー
ビスによる訪問地における旅の満足度向上
観光振興

[参考事例]

観光ガイド、観光体
験プログラムによる
観光業の活性化

Huber.（第 3 章 184 頁）

 地元住民による地域資源を活用したユニークな
体験プログラムの造成とサービスマッチングに
よる観光地の活性化
[参考事例]
多久市（第 3 章 141 頁）、島原市（第 3 章 156 頁）
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《中国地域とシェアの親和性》
シェア（共有）という概念は、地域住民が互いに助け合いながら生活するなか
で培ってきた知恵だといえる。そうした知恵は、今も至るところで実践されてい
る。図表 4.2 では、全国のシェア（共有）の事例を示したが、当地中国地域の自
治体においても、例外ではない。
地区での農機具・機械の貸し借り、地域住民自らが運営することで確保されて
いる移動手段、人口減少や人口流出により増加した空き家の有効活用、子育て世
代の困りごとの解消など、本調査で実施した中国地域の自治体・住民向けアンケ
ートやヒアリングから得られた事例の多くには、シェアの概念が根底にあった。
全国の先進的な事例と中国地域の事例を比較した際の一番の違いは、IT 化の進
展度合いである。シェアプラットフォーム導入により IT 化を推進し、現行の体制
と併用することで、継続性、利便性、サービスアクセスの向上、利用者・提供者
の門戸拡大等に大きな期待が持てる。現行の体制に、シェアプラットフォームの
活用という「IT のエッセンス」を取り入れることで、より多くの社会課題や地域
課題の解決を実現することが可能となる。
《これまでの調査と本章の方向性》
本調査では、こうしたシェアサービスを中国地域へ普及させることを目的に以
下のような構成で調査を実施した。まず、第 1 章では、文献調査からシェアリン
グエコノミーの定義、普及背景、課題や問題点など、シェアリングエコノミーの
概要について論じた。次に、第 2 章では、中国地域の自治体や中国地域在住者を
対象としたアンケート調査、また、中国地域の自治体へのヒアリング調査を通じ
て、中国地域におけるシェアサービス普及の実態把握を中心に行った。そして、
第 3 章では、先進的な取り組みを実施している自治体、国（内閣官房）とシェア
リングエコノミー協会、シェアプラットフォームを提供している事業者へのヒア
リングを通じて、中国地域にシェアサービスを普及させるための参考となるポイ
ントの整理を行った。
これまでの調査結果を踏まえ、4.1 では文献調査や他地域事例を基に、シェアサ
ービスが地域に及ぼす効用について検討する。そして、地域でシェアサービスの
効用を発揮するための自治体の関与についてまとめる。4.2 では、4.1 で述べた効
用を基にシェアサービスの類型化を図り、それぞれの特徴、シェアサービスの持
続性と効率性、そして自治体による関与について整理する。そして、4.3 では、中
国地域における実態把握調査や他地域事例から得られた情報を整理し、シェアサ
ービスを普及促進させるための 6 つの留意点を抽出する。最後に、4.4 では、それ
ぞれの留意点を踏まえ、中国地域におけるシェアサービスの普及促進政策につい
て検討する（図表 4.3 参照）。
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•
•
•
•

ア ンケート調査
ヒア リング調査

中国地域におけるシェアサービ
ス普及の実態把握

第２章 中国地域の実態把握調査
•

ヒア リング調査

シェアサービスを普及させるための
参考となるポイントの整理

第３章 他地域事例調査

• 留意点を踏まえた中国地域におけるシェアサービスの普及促進政策についての検討

４.４.中国地域におけるシェアサービスの普及促進政策

• 中国地域における実態把握調査や他地域事例から得られた情報を整理し、シェアサービスを普及促進さ
せるための6つの留意点を抽出

４.３.中国地域におけるシェアサービス導入のための留意点の抽出

• シェアサービス類型化の検討
• 類型化したシェアサービスの特徴、持続性、効率性を整理し、自治体の関与について言及

４.２.シェアサービスの類型

• シェアサービスが地域に及ぼす効用についての検討
• 地域でシェアサービスの効用を発揮するための自治体の関与の整理

４.１.シェアサービスが地域に及ぼす効用と自治体関与の必要性

第４章 中国地域におけるシェアリングエコノミー振興のための方策検討

文献調査

シェアリングエコノミーの定義
普及背景
課題や問題点 等

第１章 シェアリングエコノミーの概要

図表4.3 本章の方向性の明示

４.１.

シェアサービスが地域に及ぼす効用と自治体関与の必要性

４.１.１.

シェアサービスが地域に及ぼす効用

《ポイント》
 効用①

シェアサービスの活用による「地域の活性化」

 効用②

シェアサービスの活用による「地域課題の解決」

これまでの検討から得られたニーズや知見を整理すると、シェアサービスが地
域に及ぼす効用は大きく分けて 2 点に集約されると考えられる（図表 4.4 参照）。
1 つ目は、「シェアサービスを活用することで、地域の活性化に期待が持てる」こ
と、2 つ目は、「シェアサービスの活用によって、地域が直面している課題を解決
できる」ことである。
1 つ目のシェアサービス活用による地域活性化は、佐賀県多久市や基山町で実施
しているクラウドソーシングによる雇用創出事業や鯖江市で取り組まれている体
験型コンテンツの提供者と利用者を結ぶ観光振興事業などで実現されている（第 3
章 141、152、170 頁参照）。
これらの取り組みの共通点は、シェアサービスの導入により地域内の人々や地
域外との「交流」が生まれ、サービスの対価が地域に流入していることにある。
地域住民が自らのスキルや地域にある既存の資源をうまく活用し、地域の経済に
刺激を与えていることが事例を通じて見てとれる。
2 つ目のシェアサービス活用による地域課題の解決は、佐賀県や島原市で取り組
まれている子育てシェアや困りごとを地域内で助け合うシェアサービスが代表的
なケースといえる（第 3 章 147、156、187 頁参照）。
地域内で支えあう共助の仕組みにシェアプラットフォームを活用することで、
利便性が高く、様々なサービス提供者を選べるサービスとなり、利用者の満足度
の向上に繋がっている。地域によっては既存の行政サービスの代替・補完的な機
能として活用しているところもある。

211

図表 4.4 自治体におけるシェアサービス導入の効用
文献調査
《特徴》
• 個人間での相互取引（CtoC）であり、
やり取りを行う上で相互の評価が
重要視されること（GtoCを含む）
• インターネット上のシェアプラット
フォームを介していること
• 未利用資産・能力の活用により資
産価値を高めること
• シェアサービスは新たな需要を深耕
する「破壊的なイノベーション」、地
域課題を共助で解決する「温もりの
あるイノベーション」の2つに分類が
可能
《現状と普及背景》
• 認知度、市場規模は急激に拡大
• インターネットやスマートフォンの普
及、ブロックチェーン技術の発展に
よりシェアサービスの利用者、提供
者が増加
《課題と対応》
• シェアサービスに不安を抱いている
ユーザーが一定数存在している
• 既存の法令に抵触している事例が
みられる
• シェアサービスに対する規制は緩和
傾向
• シェアサービス事業者と既存の事業
者との連携が推進

他地域（自治体）
事例調査

シェア事業者
ヒアリング

《特徴・メリット》
• 既存のシェアプラットフォームを活用
することで、行政のコストカット、行政
サービスの向上に期待
• 行政サービスの代替、補完が可能
• 副次的な効果として、地域住民の生
きがいやコミュニティ（ゆるいつなが
り）の造成が可能
• 域外との交流による関係人口の拡大
• サービス利用者、提供者の評価が、
次回以降のサービス授受に活用可
能

《特徴・メリット》
• 民間目線での社会課題解決をビジネ
スに応用
• サービス授受の前、中、後のコミュニ
ケーションにより、多様なサービス
ニーズに対応（画一的サービスから
多様なサービス）
• サービス利用者、提供者の履歴や評
価が残り、サービスの質が向上
• シェアプラットフォームの利用は入り
口（導入）であり、サービス授受の局
面では、必ずFace to Faceの直接的
なコミュンケーションが発生。このつな
がりが重要

《取り組み事例-地域の活性化》
• クラウドソーシングによる雇用創出事
業では、子育て中の女性や時間にゆ
とりのある主婦が、地域の貴重な労
働力として地域経済に寄与（多久市）
• 体験型観光のマッチング事業では、
地域住民の独自の視点による観光
体験の提供により、多様性のある観
光振興が可能（多久市、島原市、鯖
江市）
• 域外の有スキル人材の活用事業で
は、地元企業の業務を域外の優秀な
人材に委託し、実際に地域に来訪し
てもらう仕掛けをつくり、定住や移住
に結びつけた地域活性策を展開（南
砺市）
《取り組み事例-地域の課題解決》
• 子育て、家事代行、困りごとの解決
へシェアサービスを導入した事例で
は、地域内での課題を地域住民で解
決する仕組みを構築（佐賀県、島原
市）

《シェアサービスのポイント》
• シェアリングエコノミーは個々の資産の共有を目的とした活動であると同時に、地域が抱えてい
る特有の課題に対する処方箋ともなり得る。
• シェアサービスを活用することで、利便性が向上し、多種多様なサービスを安価に利用でき、コ
スト削減に期待ができる。
• サービス利用者と提供者がサービスを受ける前からコミュニケーションをとれる仕組み、サービ
ス利用後に相互に評価する仕組みがあるという点は、サービスの質が常に向上し続けるという
観点から大きなメリットといえる。
• シェアサービスは、個人間でのサービスの授受により、地域内での新たなお金の流れを生み、地
域コミュニティの再構築にもつながるなどの副次的な効果もみられる。

集約
シェアサービスが地域に及ぼす効用

シェアサービスの活用による「地域の活性化」
シェアサービスの活用による「地域課題の解決」
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シェアサービスの特徴：サービスの多様性、行政サービスコストの低減、利便性や汎用性の高さ

中国地域の課題に対して、シェアサービスの活用に可能性のある分野もある

シェアサービス利用経験のある地域住民が「あった
らいいな」と感じるシェアサービス
• 駐車場などの場所、空間のシェア
• カーシェア
• 子育て、家事、スキルのシェア
• モノのシェア

中国地域はシェアリングエコノミー空白地帯

自治体の重要課題（上位4つ）
• 雇用創出
• 社会福祉
• 災害対策
• 公共交通

図表4.5 中国地域におけるシェアサービス活用の可能性

４.１.２.

自治体関与の必要性

《ポイント》
 自治体の関与により、シェアサービスの利用時の安心感や信頼感が担保される
 シェアサービスの効用を享受するためには、自治体による一定の支援が必要と
なる

シェアサービスを地域に導入する際、自治体が関与すべきである理由の一つに、
サービス利用時の安心感や信頼感を担保するということがあげられる。シェアサ
ービスを行政サービスの代替や補完するものとして導入している事例をみてきた
が、個人がサービス提供主体となることに対して不安を感じる人は少なからず存
在する。他地域自治体の視察でみたように、そうした状況に自治体が関与するこ
とで、安心感や信頼感を与えることができる（第 3 章 150 頁参照）。
また、シェアサービスは、人口規模が大きく、人口密度の高い都市部において、
民間のビジネスとして成立しやすい。一方で、人口が少ない地域では、採算ベー
スで成立しにくいため、シェアサービスの普及が遅れているという現状にある。
アンケート調査からもわかる通り、中国地域においても例外ではない。このため
地方では、今後もこうした利便性の高いシェアサービスが自然と参入してくる可
能性は低く、普及が進まないことが予想される。地域の住民が、先で述べたシェ
アサービスの効用を享受するためには、他地域事例でみた補助金や業務委託など
の自治体による一定の関与が必要となる（第 3 章 177、178、180 頁参照）。
図表 4.6

自治体関与の必要性

《地域でのシェアサービスの普及状況》
• 中国地域の住民アンケート結果では、シェアサービスの安全性、トラブルへの不安が大きい
• 人口規模が大きく、人口密度の高い都市部では、シェアサービスが民間事業として成立するケースが多い
• 一方で、人口が少ない地域では、採算ベースで成立しにくいため、普及が進まず、シェアサービスの恩恵を直に受けられていない状況に
ある
• 地域にシェアリングエコノミーが普及し、住民がその恩恵を享受するためには、行政の一定の関与が必要である。一定の関与をしてでも、
シェアサービスを導入するメリットはある

• 安全性や信頼性への不安が大きい
• マーケットの小さい中国地域では、事業の採算
が合わず、新規の参入が難しい

シェアサービスの普及には、行政の一定の関与が必要
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４.２.

シェアサービスの類型化

《ポイント》
シェアサービス導入の 2 つの効用から、シェアサービスを「地域活性型シェア
サービス」と「地域課題解決型シェアサービス」の 2 つに類型化が可能

《シェアサービスの類型》
前節で確認した通り、シェアサービスが地域に及ぼす効用は、
「地域の活性化に
期待が持てる」点と「地域が直面している課題を解決できる」点の 2 つに集約さ
れる。こうした視点から、地域にシェアサービスを導入する際のシェアサービス
を「地域活性型シェアサービス」と「地域課題解決型シェアサービス」の 2 つに
類型化し、それぞれのシェアサービスの特徴をおさえた上で、
「持続性」、
「効率性」、
「自治体の関与」の 3 点について整理する。
図表 4.7

シェアサービスの類型化

《シェアサービスの類型化》
自治体の関与を念頭にシェアサービスを導入する際、導入によって得られる効用は、
「地域の活性化に期待が持てる」点と「地域が直面している課題を解決できる」点の2つ
に集約される。
本調査では、上記の視点からシェアサービスを「地域活性型シェアサービス」と「地域
課題解決型シェアサービス」の2つに類型化する。
効用① 地域の活性化に期待が持てる

効用② 地域が直面している課題を解決できる

地域活性型
シェアサービス

地域課題解決型
シェアサービス
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４.２.１.

地域活性型シェアサービス

a. 地域活性型シェアサービスの概要
地域活性型シェアサービスは、地域内外にいるサービス利用者・提供者のサー
ビスのやり取りにより地域の活性化を図るという特徴を有している。このタイプ
のシェアサービスは、サービスの利用者・提供者の位置関係により、さらに 2 つ
のサービス体系に分かれる。
1 つ目は、サービスの利用者が地域の外に、サービスの提供者が地域内にいる場
合のシェアサービスである。他地域の事例では、雇用創出分野のシェアサービス
（クラウドワークス）、観光分野のシェアサービス（TABICA や Huber.の TOMODACHI
GUIDE）などがこれにあたる（第 3 章 141、152、184 頁参照）。
観光分野のシェアサービスは、当地を訪問予定の観光客が「サービスの利用者」
であり、地域の資源を活用したユニークな観光コンテンツを提供する地域住民が
「サービス提供者」という構図でサービスのやり取りが行われている。
雇用創出分野のシェアサービスは、都市部の企業（サービス利用者）が必要と
している労働力を、人材マッチングのシェアプラットフォームを介して、地域の
住民（サービス提供者）が担うという構図となっている。
これらのシェアサービスにより、地域の外から内にお金が流れることで、サー
ビス提供者の所得の向上につながる。また、サービスの利用者が実際に当地を訪
問することで、地域での交流が盛んに行われるなど、地域の活性化につながる。
図表 4.8

地域活性型シェアサービス

イメージ①

域外の利用者に対して域内または域外
でサービスの授受が起こる

提供者
（地域住民）
サービスの対価（報酬）
シェアリングエコノミー

域内でのサービスのやりとり

利用者
域外向けのサービスのやりとり
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2 つ目は、サービスの利用者が地域の内に、サービスの提供者が地域外にいる場
合のシェアサービスである。他地域の事例では、域外の有スキル人材を活用する
シェアサービス（ランサーズや grooves の Skill Shift）などがこれにあたる（第
3 章 162 頁参照）。
外部人材活用による地域活性型シェアサービスは、地域内の事業者や団体がサ
ービスの利用者として、外注したい業務をシェアプラットフォームに登録する。
そして、地域外にいる有スキル人材がサービスの提供者として業務を受注すると
いう構図となっている。
このシェアサービスにより、地元企業の業務や新規事業の企画立案などを外部
の優秀な有スキル人材へ委託することで、企業活動の効率的かつ効果的な事業展
開に期待が持てる。また、外部人材の当地への訪問により、地域の魅力を感じて
もらうことで、UIJ ターンにつながる可能性もあり、地域の活性化に寄与する。
図表 4.9

地域活性型シェアサービス

イメージ②

域内でサービスが発生し、域外で消費される

利用者
サービスの対価（報酬）
シェアリングエコノミー

域内でのサービスのやりとり

提供者
（域外）
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b. 地域活性型シェアサービスの特徴
地域活性型シェアサービスの特徴について、① 持続性、② 効率性の 2 つの観
点から整理し、③ 自治体の関与について検討する。
① 持続性：支援なしでの持続の可能性あり
サービスの提供者や利用者が地域内に限定されないことから、展開次第では、
市場の規模をある程度確保することが可能である。観光分野や雇用創出、人材の
マッチングなどは、本来的に自治体が継続的に支援し続けることが難しいと思わ
れるが、こうした分野にシェアプラットフォームを活用することで、シェアサー
ビスの普及が進めば、自治体主導の事業から C to C 中心の事業展開に期待が持て
る。利用者や提供者の確保が順調に進み、広域での展開となれば、プラットフォ
ーム事業がビジネスとして成立するケースも十分に考えられる。
② 効率性：費用対効果の向上に期待
地域活性型シェアサービスでは、個々が持つ高いスキルを活用したり、地域内
の様々な資源を発掘・活用したりすることで、従来の画一的なサービスから、多
様性のあるサービスの提供が可能となる。
継続的な支出の低減、サービス利用者や提供者の満足度の向上、地域経済の活
性化などのプラス要因を加味すれば、シェアサービス導入の費用対効果は高いと
判断できる。
③ 自治体の関与：主に、導入支援
上述の通り、地域活性型シェアサービスは、地域においても利用普及が進めば、
民間による継続的な事業として成立する可能性はある。しかし、市場規模の小さ
い中国地域においては、こうしたシェアサービスが自然と普及することは難しい
ため、シェアサービスを導入するためには自治体による一定の関与が必要とされ
る。
地域活性型シェアサービスにおける自治体の関与は、主として導入時の支援で
ある。シェアサービスを地域に根付かせ、持続的な運営を行うための基盤の構築
が必要となるため、関係団体とのビジョンの共有、シェア事業者との調整、サー
ビスの普及活動や利用促進などの施策を行う必要がある。
図表 4.10

地域活性型シェアサービスの特徴

 持続性：支援なしでの持続の可能性あり
 効率性：費用対効果の向上に期待
 自治体の関与：主に、導入支援
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事例 1

観光地の活性化（地域活性型シェアサービス）

図表 4.11 は、インバウンド観光による観光地の活性化を Huber.の TOMODACHI
GUIDE を利用して行う事業展開のイメージである。このシェアサービスは、サービ
スの利用者が海外（地域外）、サービスの提供者が地域にいるという想定であり、
シェアプラットフォームを活用することで、国際交流をしたい日本人と、日本で
ユニークな体験がしたい外国人観光客をマッチングすることが可能となる。
従来型の画一的な観光コンテンツではなく、多種多様で観光客のニーズに合わ
せてカスタマイズできるローカル色の強い観光コンテンツを提供できる点が、本
サービスの強みであり、地元観光地の訪問満足度を向上させる仕組みとなってい
る。
事業の導入ポイントは、シェアサービス導入時点では、一部の地域において、
サービスの提供者を集中的に育成し、実績を蓄積し、リピーターや口コミが増加
した段階で広域に展開することである。
図表 4.11

シェアサービス導入による観光地の活性化

連携体制
対象国

自治体と中間支援組織

株式会社Huber

普及促進・啓発活動 他

拠点でのサービス提供者
の育成、指導
• サービス提供希望
• ユニークでローカルなコ
ンテンツの造成

通訳とガイド

• 通訳案内士、ボランティ
アガイドの活用
• 活動による収入アップ
• ローカル資源を活用した
ユニークな旅の提案

相互評価によるサービス
の質の維持、向上

シェアプラットフォーム
TOMODACHI GUIDE
株式会社Huber.
利用データの蓄積と分析によ り、個々の
趣向にあったツアーを提案

サービス利用希望

• 旅前、旅中、旅後の
コミュニケーション
• 契約から支払いまで
の一貫したやりとりが
可能
• 自らのニーズに合っ
た地域のユニークな
体験が可能

TOMODACHI GUIDEに期待できる効果
• 地域資源の発掘
• 滞在時間、消費の増加
• 訪日外国人の真のニーズ把握
• リピーターの確保（評価や口コミ）
• 観光分野のコミュニティ造成 等

ローカルガイドが知る地域資源の活用
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事例 2

外部の有スキル人材活用よる地域活性化（地域活性型シェアサービス）

図表 4.12 は、外部の有スキル人材活用による地域活性化を、人材マッチングの
シェアプラットフォームを活用して行う事業展開のイメージである。このシェア
サービスは、サービスの利用者が地域内、サービスの提供者が地域外にいるケー
スを想定しており、シェアプラットフォームを活用することで、新規事業を起こ
したい地元企業と専門的なスキルを活用して外部でのキャリア形成を望む人材を
マッチングすることが可能となる。
事業の導入ポイントは、自治体や中間支援組織等が地元企業へ積極的に働きか
け、業務の掘り起こしや具体化をすることである。一度利用し、サービスの効用
を感じることができれば、繰り返しの利用につながる。
また、地元企業が外部の優秀な人材と密にコミュニケーションをとり、地元を
訪れる機会を設けることで、関係人口が拡大し、UIJ ターンへつながる可能性も生
まれる。
図表 4.12
Crowd
Works

外部の有スキル人材活用による地域活性化

Lancers

Skill Shift
grooves
サービス提供者＝域外の有スキル人材
連携体制

•
•

シェアプラットフォーム
（人材マッチング）

中間支援
• 中間支援組織・人材による
仕事の掘り起し、具体化
• 外部人材活用セミナーの開
催、利用啓発活動 等

営業強化やマーケティング手法、LT活用、海外進出など、都市
部企業の正社員がもつ業務スキルやノウハウを「副業」で取り
込み、事業強化につなげる。

•
•

•
•
•

サービス利用者＝地元企業

※

•

副業による収入アップ（働き方
改革）
専門的な業務によるキャリア
形成（働き方改革）
現地の経営者とコミュニケー
ションをとりながら、静かな環
境でクリエイティブな仕事が可
能 等

仕事情報の掲載
都市部の優秀な人材の活
用により新たな事業展開
の模索が可能
都市部の人材や企業との
コネクションづくり
費用対効果の高い業務委
託が可能
軽度な作業から、企画提
案などの難易度の高い業
務の依頼が可能 等

外部人材とのマッチングシェアサービスに
期待できる効果
• 地元企業の事業拡大
• 外部人材による地域への訪問（関係人
口の拡大、コミュニティの拡大）
• 関係人口の拡大によるＵＩＪターンの機
会の拡大

本事例の参考となった南砺市では、ランサーズとスキルシフトを利用していたが、多久市や基
山町で利用されているクラウドワークスでも同様の仕掛け構築が可能である。
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４.２.２.

地域課題解決型シェアサービス

a. 地域課題解決型シェアサービスの概要
地域課題解決型シェアサービスは、サービスの利用者、提供者ともに地域住民
であり、サービスの授受が地域内で完結するケースを想定している。このシェア
サービスの特徴は、地域内の困りごとなどを、地域の人々の手で解決するという
点にある。こうした観点から、地域活性型シェアサービスと比べ、「共助」を重視
したシェアサービスであるといえる。
具体的なサービスとしては、過疎地や交通空白地域におけるライドシェア、子
育てのシェアサービスやご近所同士での困りごと解決のシェアサービスなどがあ
げられる（第 2 章 111、第 3 章 147、156 頁参照）。
図表 4.13

地域課題解決型シェアサービス

イメージ

地域内でサービスの授受が完結する

利用者
（地域住民）

サービスの対価（報酬）
シェアリングエコノミー

域内でのサービスのやりとり
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提供者
（地域住民）

b. 地域課題解決型シェアサービスの特徴
地域課題解決型シェアサービスの特徴について、① 持続性、② 効率性の 2 つ
の観点から整理し、③ 自治体の関与について検討する。
① 持続性：支援なしでの継続は難しい
地域課題解決型シェアサービスは、行政サービスの代替や補完的な機能として
のサービス導入が想定される。基本的に地域住民間でのサービス授受を想定して
いるため、マーケット規模が限定的となり、採算ベースでの事業展開が難しい。
従って、自治体による支援なしに事業を持続することは難しい。
実際に子育てのシェアサービスを導入している自治体では、厚生労働省が実施
しているファミリーサポートセンター事業の代替や補完をするものとして位置づ
けており、自治体が一定の関与をしている。
② 効率性：大幅なコスト削減に期待
地域課題解決型シェアサービスの導入による一番のメリットは、既存の類似事
業と比べて人件費などの大幅なコストカットに期待ができる点である。
ファミリーサポートセンター事業は、多くの自治体で導入されているが、サー
ビスを利用するには、電話による前日までの予約が必要であるなど、大半の部分
をアナログで運営している。電話によるマッチングは多額の人件費を要する。そ
こにシェアプラットフォームを導入することで、オペレーターが不要になり、オ
ンライン上でマッチングや支払いが可能となるなど、効率性や利便性の向上に期
待が持てる。
公共交通空白地域におけるライドシェアについても配車システムを活用するこ
とで、タイムリーにドライバーの状況を把握でき、配車から支払いまでを一貫し
てできる可能性がある（ただし、実施には既存の法令との照合が必要である）。
サービスの利用後には、サービスの利用者と提供者の間で、相互評価が行われ
る。こうした評価制度はサービスの質の維持や向上につながり、質の良いサービ
スを利用できるようになる。
③ 自治体の関与：継続的な支援
地域課題解決型シェアサービスは、行政サービスの代替や補完機能を担うとい
う特徴があることから、自治体はサービスの安全性や信頼を担保する必要がある。
従って、サービス利用者や提供者の確保などの導入時の支援だけでなく、一貫し
た支援が必要となる。
他地域事例では、サービスの問い合わせ窓口を一定期間常設するなどの対策を
講じて、サービスの安全と安心を担保している。
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図表 4.14

地域課題解決型シェアサービスの特徴

 持続性：支援なしでの持続は難しい
 効率性：大幅なコスト削減に期待
 自治体の関与：継続的な支援
事例 3

子育てシェアのイメージ（地域課題解決型シェアサービス）

図表 4.15 は、子育てのシェアプラットフォームを活用して、子育て世代が感じ
る地域の課題を解決する事業のイメージである。このシェアサービスは、サービ
スの利用者・提供者ともに地域内にいることが前提である。子育てシェアの場合、
サービス提供者のプロフィールや提供実績（過去の利用者からの評価を含む）な
どが詳細に掲載されていることから、サービス利用希望者は安心してサービスを
利用することができる。
事業の導入ポイントは、自治体職員を中心にシェアサービスの特徴を十分に理
解した上で、地元住民（サービスユーザー）に普及活動や啓発活動を実施するこ
とである。特に、サービスの信頼性、安全性に関しては、シェア事業者を交えて
徹底した議論を行う必要がある。
図表 4.15 子育てシェアによる地域課題の解決

自治体と中間支援組織

普及促進・啓発活動
サービスの安全性の確保 他

• 拠点でのサービス提供
者の育成、指導
• 問題発生時の対応
• 地域での普及促進活動

ファミリーサポー
トセンター事業
の補完、代替に
なり得る
相互評価によるサービス
の質の維持、向上

サービス利用者
例）共働きで、子どもの
お迎えに間に合わない
• 同じ地域に住む顔見知りに送
迎や一時預かり（託児）の依頼
ができるので安心して利用で
きる
• 必要なときに、スマートフォンを
通じてすぐに利用できる
• これまでの託児サービスよりも
安価に利用できる
• シッターによっては、託児中に
様々なレッスンを受けられる

シェアプラットフォーム
子育てシェア
A-s-Mama Inc

ＡＮＹＴＩＭＥＳ

• 自らのスキルを活用するこ
とで、収入を得られる
• 頼られることに対して、生き
がいを感じる

KIDS
LINE

子育てシェアに期待できる効果
• 行政サービスのコスト削減と効率化
• 利便性向上による行政サービスの満足度向上
• 子育て世代の生活満足度の向上
• 地域コミュニティの強化
• 遊休資産（スキル）の有効活用による、収入確
保と生きがいの醸成
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事例 4

ライドシェアのイメージ（地域課題解決型シェアサービス）

図表 4.16 は、ライドシェアのプラットフォームを活用した、住民共助による地
域の交通問題を解決する事業のイメージである。この事業は、地域の足の確保を
目的としているため、原則、サービスの利用者・提供者ともに地域内にいること
が前提となる。ライドシェアは、全国の多くの過疎地が直面している問題である
公共交通の運営赤字を解決する手段としても期待がもてる。本事業により、赤字
路線に補填している行政の費用を大幅に削減できる可能性がある。
事業の導入ポイントは、他のシェアサービスと同様に、自治体職員を中心にシ
ェアサービスの特徴を十分に理解した上で、地元住民（サービス参加者）に普及
活動や啓発活動を実施することである。
北海道の天塩町や中頓別町では、ドライバーの確保が課題となっているため、
自治体と中間支援組織が率先してサービス参加者を開拓することが事業成功のポ
イントとなる。
高齢者をサービス対象とする場合、サービスへのアクセスは、オンラインのプ
ラットフォームだけでなく、電話によるマッチングや代理予約なども想定する必
要がある。また、事業運営を円滑に行うためには、地域の運輸事業者への周知と
連携の模索についても、積極的に行う必要がある。
図表 4.16

ライドシェアによる地域課題の解決
サービス提供者
ドライバー

• 自らのスキルや空席を提供することで、移
動に掛かる経費をシェアできる
• 頼られることに対して、生きがいを感じる

• システムの提供
• 普及促進・啓発活動

U ber
notteco

シェアプラットフォーム
ライドシェア

Uber

notteco

電話受付配車を可能
とする体制構築
中間支援組織や地元事業者
等による代理予約

自治体と中間支援組織

•
•
•
•
•

普及促進・ 啓発活動（利用者、提供者の確保）
地元運輸業者との連携促進
各種支援制度（ドライバーの講習等）
法令手続等のサポート
サービ スの安心感・信頼感の担保 他

• 時刻表を気にせず、移動ができる
• タクシーよりも安価に利用できる
• 複数の予約チャネルにより、サービスへ
のアクセスが容易

サービス利用者
ライドシェアに期待できる効果
• 公共交通空白地域の移動の足の確保
• 行政サービスのコスト削減と効率化
• 移動による地域内経済活動の活性化
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４.３.

中国地域におけるシェアサービス導入のための留意点の抽出

本節では、第 2 章で取り上げた中国地域における実態把握調査（自治体向けア
ンケート、個人向けアンケート、中国地域の自治体ヒアリング）、および第 3 章で
取り上げた他地域事例視察・シェア事業者ヒアリングから得られた情報を基に、
①シェアサービスの導入に向けた中国地域の問題点、②中国地域におけるニーズ
と期待、③他地域事例から得られた知見を整理し、最後に、シェアサービスを導
入時の留意点を導き出す。
４.３.１.

シェアサービス導入に向けた中国地域の問題点

シェアサービス導入に向けた中国地域の問題点は以下の通りである。
図表 4.17

シェアサービス導入に向けた中国地域の問題点
（第 2 章 127～129 頁参照）

中国地域自治体へのアンケート調査から得られた中国地域の問題点
＜シェアサービスやシェアリングエコノミーの認知・理解に関する点＞
 庁内での理解が十分でない（図表 4.18 参照）
 住民の理解が十分でない（図表 4.18 参照）
 シェアリングエコノミーに対する理解が不足している
＜上記から派生していると考えられる問題点＞
※上記の問題点が解決されれば、以下の問題点も解決される

 シェアサービス導入にあたり、地域資源が不足しているという誤った認識があ
る
 シェアサービス導入のための具体的な政策ビジョンが現時点ではない
 実用へのイメージがわかない
 地域課題とシェアサービスによる解決が結びついていない（図表 4.19 参照）
中国地域在住者向けアンケート調査から得られた中国地域の問題点
＜シェアサービスやシェアリングエコノミーの認知に関する点＞
 シェアリングエコノミーおよびシェアサービスに関する認知度が低い（図表
4.20 参照）
 サービス利用経験者が少ない
 サービス提供意向が低い
＜上記から派生していると考えられる問題点＞
※上記の問題点が解決されれば、以下の問題点も解決される

 シェアサービスについて認知しておらず、利用・提供経験のない人は、シェア
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サービスへの効果や期待が低い
 サービスの安全性、トラブルへの不安が大きい
中国地域自治体ヒアリングから得られた中国地域の問題点
 一部の自治体では、庁内でのシェアリングエコノミーに対する認知、理解が十
分でない
 どのようなシェアサービスがあり、どのような課題を解決できるのかという認
識が不足している
 資源を共有する取り組みはあるが、IT 化が十分でない
図表 4.18

シェアリングエコノミーの取り組みを行っていない理由（再掲）
全体 （33自治体）

（％）

町 （13町）

市 （20市）

90.0

78.6

80.0
70.0

70.6
65.0

60.0

47.1

50.0

50.0

50.0
45.0

40.0

44.1
35.7

30.0

20.0

20.0
10.0

2.9

0.0
-

庁内での理解が
進んでいないため

地域住民の理解が
進んでいないため

地域課題に即した
シェアサービスが
ないため

5.0
-

自治体で実施する
ことで公平性を保つことが
できないため

資料：「中国地域自治体向けアンケート調査（第 2 章 56 頁参照）」
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2.9

7.1

11.8

-

既存業界からの
反対の声が大きいため

その他の理由

N=33

図表 4.19

シェアリングエコノミーによる課題解決の可能性について
可能である

難しい

0%

雇用創出

21.1

7.9

36.8

公共交通

36.8

観光振興

39.5

5.3

7.9
5.3

50.0

0.0

55.3

5.3
5.3

65.8
2.6

47.4

10.5

34.2

7.9

42.1

5.3

42.1

農林水産

60.5
47.4

7.9

21.1

100%

5.3

13.2

39.5

民間遊休資産の活用

80%

60.5

7.9

公的不動産の活用

21.1

無回答

60%

13.2

災害対策

教育

40%

26.3

社会福祉

男女共同参画

どちらともいえない

20%

7.9

63.2
5.3

5.3

55.3

5.3
N=38

資料：「中国地域自治体向けアンケート調査（第 2 章 64 頁参照）」

図表 4.20

Q1 シェアリングエコノミーという言葉の認知度×年代（再掲）

具体的にどのようなものかを知っている
0%

10%

TOTAL（n=5006）

1.8

20代（n=750）

2.7

30代（n=942）

2.2

40代（n=1102）

1.3

50代（n=973）

1.4

60代（n=1239）

1.7

20%

30%

聞いたことがある程度
40%

50%

60%

84.7

13.5

86.3

11.1

89.8

8.0

86.9

11.8

84.3

14.3

78.2

20.1

資料：「中国地域在住者向けアンケート調査（第 2 章 73 頁参照）」
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70%

全く知らない
80%

90%

100%

４.３.２.

中国地域におけるニーズと期待

中国地域におけるニーズと期待は、以下の通りである。
図表 4.21

中国地域におけるニーズと期待（第 2 章 130～132 頁参照）

中国地域自治体へのアンケート調査から得られた中国地域におけるニーズと期待
 中国地域の自治体において、シェア（共有）を軸とした地域課題解決のための
事業が行われている
 一部の自治体では、シェアサービスを地域で普及させるために、内閣官房シェ
アリングエコノミー伝道師の利用意向がある
 中国地域の自治体では、
「民間遊休資産の活用」、
「公的不動産の活用」などの空
間のシェア、「観光振興」分野のスキルのシェア、「公共交通」分野の移動のシ
ェア、
「災害対策」において、シェアサービスによる地域課題の解決が可能であ
るというアンケート結果が得られた（図表 4.22 参照）
中国地域在住者向けアンケート調査から得られた中国地域におけるニーズと期待
 年代、年収、住んでいる地域の人口規模に関係なく、利用ニーズ（意向）があ
る
 サービス利用経験者、提供経験者は、サービスの効用を認識している
 都市規模の大きい地域では、
「民泊」、
「カーシェア」、
「サイクルシェア」のニー
ズが高く、一方で、都市規模の小さい地域では、
「場所のシェア」、
「子育て・家
事のシェア」、「ライドシェア」のニーズが高い（図表 4.23 参照）
 サービスを実際に利用している人は、利用していない人と比べて、地域課題の
解決手段として有効であると感じている割合が高い（図表 4.24 参照）
中国地域自治体ヒアリングから得られた中国地域におけるニーズと期待
 取り組みを検討している自治体、実証事業を行っている自治体もある
 シェアプラットフォームの活用による課題解決に対する期待も一部ある
 一部の自治体では、シェアサービスを活用する意向がある
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図表 4.22

課題の重要度とシェアリングエコノミーによる課題解決の可能性
（再掲）
重要度

重要度・
課題解決の
可能性が高い

1.00

0.86

0.84

0.78

0.80

課題解決の可能性

0.73
0.65
0.57

0.60

0.43

0.42
0.40
0.20

0.26

0.19

0.31

0.42
0.14

0.08

0.41
0.36

0.41
0.31

0.35

0.11

0.00
-0.20

重要度・
課題解決の
可能性が低い

資料：「中国地域自治体向けアンケート調査（第 2 章 66 頁参照）」

図表 4.23

Q10 地域課題の解決に期待がもてるシェアサービス×都市規模（再掲）

（％）
60.0

全体（n=5,006）

政令指定都市（n=1,545）

その他（5万人以上）（n=1,287）

その他（5万人未満）（n=852）

中核市・県庁所在地（n=1,322）

50.0

都市規模の大きい地域に
おけるシェアサービスの
ニーズ

40.0

都市規模の小さい地域に
おけるシェアサービスの
ニーズ

30.0

54.9

20.0

19.8

10.0

14.4
8.3
0.0
-

11.3

7.3

7.6

9.2
3.5

3.2

8.7

3.4

資料：「中国地域在住者向けアンケート調査（第 2 章 104 頁参照）」
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5.8

10.0
4.6

7.6
0.7

図表 4.24
（％）
70.0

Q10 地域課題の解決に期待がもてるシェアサービス
×認知度・利用実績区分（再掲）

n=5,006 全体（n=5,006）

n=643 利用したことがある（n=643）

n=588 利用したことはないが、聞いたことはある（n=588）

n=3,775 利用したことがないし、聞いたこともない（n=3,775）

63.2％

60.0

50.0

35.5％

40.0

29.4％

29.9％

30.0

27.1％
54.9

20.0

21.3％
21.2％
19.8

10.0

14.4
8.3
0.0-

11.3

7.3

7.6

3.5

3.2

3.4

9.2

8.7

資料：「中国地域在住者向けアンケート調査（第 2 章 105 頁参照）」
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5.8

10.0
4.6

7.6

0.7

４.３.３.

他地域事例調査から得られた知見

他地域事例調査から得られた知見は、以下の通りである。
図表 4.25

他地域事例調査から得られた知見（第 2 章 203、205、206 頁参照）

他地域（自治体）事例調査から得られた知見


導入には、行政の関与（支援）が必要である



地域へシェアサービスを普及させるためには、住民だけでなく、自治体職員や
既存の民間事業者への理解促進が重要である



庁内にシェアサービスの推進役が必要である



既存の民間シェアプラットフォームの活用が重要である



事前のニーズ調査による課題の抽出やシェアサービスの選定が重要である



取り組みやすい分野から導入すべきである



スムーズな事業展開には、中間支援組織の存在が不可欠である



自治体が支援する内容や期間については、中間支援組織やシェア事業者との事
前協議が必要である



シェアサービス導入による効果の検証が必要である



自治体の主たる役割は、普及支援とサービスの安全性、信頼の担保である



シェアサービスは、若者だけでなく、高齢者への普及啓発活動も重要である



「市民と市民をつなげていく」行政の仕事と「シェアリングエコノミー」には
親和性があり、新たな共助の仕組みと ICT 技術の活用による付加価値の提供は
これからの「まちづくり」につながる



地域でシェアリングエコノミーに対するイメージが明確になれば、他のシェア
サービスの導入の可能性も高まる（サービス展開の多角化）



利用者のニーズに合った多様なシェアサービスの活用が重要である



実証事業でモデル地域を選定し、各地域で集中的に普及促進を図ることで、事
業の効果を検証しながら効率的な広域化が可能となる

政府とシェアリングエコノミー協会へのヒアリングから得られた知見
＜導入によるメリット＞


シェアサービスを活用することで、公的機関によりサービスが提供される「公
助」から、住民同士の助け合いである「共助」へのパラダイムシフトが可能に
なる



地域内の課題に対して、地域の人が有償で解決できる仕組みや、地域の人が稼
ぎ手となり、都心や海外からの仕事を請ける仕組みの構築にもシェアサービス
の活用が可能である



自治体によるシェアサービスの導入により、行政コストが下がることに期待が
持てる
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＜導入時のポイント＞


小規模の自治体では、シェアサービス導入時に一定程度の支援をすることが求
められる。人口が少ない地域では、シェア事業者だけで利用者や提供者を確保
することが難しいため、自治体と連携した事業展開が望ましい



自治体は、提供されるシェアサービスを地域の人々に知ってもらうことに注力
することが重要である



自治体が中心となって行われるシェアサービスの取り組みでは、高齢者がサー
ビス対象となることが多く、周知や利用の障壁を取り除くことが重要である



自治体職員の理解が進まなければ、地域への普及が望めない

＜普及支援について＞


内閣官房シェアリングエコノミー促進室には、自治体が利用できる問い合わせ
窓口を設置している



促進室では、他地域でのシェアリングエコノミー事業の参考にしてもらうため
にシェアリングエコノミーの事例集を作成しており、自治体への普及促進に努
めている



自治体の円滑なシェアリングエコノミー事業の展開のために、シェアリングエ
コノミー伝道師の派遣活動を行っている



一般社団法人シェアリングエコノミー協会では、自治体とシェア事業者とのマ
ッチングを行っている



同協会では、まちづくりにシェアサービスを活用している自治体に対してシェ
アリングシティ認証を行っている



また、自治体にシェアサービス事業者を紹介したり、課題に即したシェアサー
ビスの提案、意見交換、アドバイスなども実施している

シェア事業者へのヒアリングから得られた知見


シェアサービスは行政サービスの代替、補完的な機能として活用することがで
きる



シェアサービスを地域で普及させるための拠点が必要となる
（例えば、Huber.の場合は、観光の核となる場所にスタッフを派遣、駐在させ、自治
体や地域住民と連携を図りながら観光振興を行っている。また、エニタイムズの場合
は、自治体や地元企業にサービスの窓口機能を担ってもらうといった連携のあり方を
想定している。）



自治体に期待することは、地域への普及、地元関係者（関係団体、既存事業者、
住民等）との関係構築の支援である
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４.３.４.

自治体がシェアサービスを導入する際の留意点

中国地域における問題点、ニーズ・期待、他地域事例から得られた知見より、
自治体がシェアサービスを導入する際の重要なポイント（留意点）を、「a. 認知
度の向上と利用者・提供者の確保の検討」、「b. サービス提供における IT 化の検
討」、
「c. 中間支援組織との協働の検討」、
「d. シェア事業者との連携の模索」、
「e.
シェアサービス導入プロセスの検討」、
「f. 中長期的な視点での持続的な事業運営
の検討」の 6 つの項目に整理した。
図表 4.26

自治体がシェアサービスを導入する際の留意点

a. 認知度の向上と利用者・提供者の確保の検討
b. サービス提供における IT 化の検討
「地域活性型シェアサービ
ス」、
「 地域課題解決型シェア
サービス」に共通する留意点

c. 中間支援組織との協働の検討
d. シェア事業者との連携の模索
e. シェアサービス導入プロセスの検討
f. 中長期的な視点での持続的な事業運営の検討
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a. 認知度の向上と利用者・提供者の確保の検討
（中国地域の問題点）


庁内でのシェアリングエコノミーに対する認知、理解が十分でない



住民の理解が十分でない



シェアリングエコノミーに対する認知度が低い



サービス利用経験が少ない



サービス提供意向が低い

（中国地域のニーズと期待）


年代、年収、住んでいる地域の人口に関係なく、一定の利用ニーズがある



サービス利用者・提供経験者は、サービスの効用を認識している



サービス利用経験者は、未経験者と比べて、シェアサービスが地域課題の解
決手段として有効であると感じている割合が高い

×
（他地域事例調査の知見）


地域へシェアサービスを普及させるためには、住民だけでなく、自治体職員や
既存の民間事業者への理解促進が重要である



自治体は、提供されるシェアサービスを地域の人々に知ってもらうことに注力
することが重要である



自治体が中心となって行われるシェアサービスの取り組みでは、高齢者がサー
ビス対象となることが多く、周知や利用の障壁を取り除くことが重要である



自治体職員の理解促進が進まなければ、地域への普及が望めない



シェアサービスは、若者だけでなく、高齢者への普及啓発活動も重要である



自治体の円滑なシェアリングエコノミー事業の展開のために、シェアリングエ
コノミー伝道師の派遣活動を行っている

↓
【留意点 a】認知度の向上と利用者・提供者の確保の検討

シェアサービスを地域に根付かせるためには、地域（自治体、住民、民間事業
者等）における認知度の向上、およびサービス利用者と提供者の確保が重要な課
題であるといえる。
中国地域では、自治体、住民ともにシェアサービスの認知度が低く、利用経験
者と提供者経験者の数が限られているのが現状である。認知度向上を図るための
施策、利用者・提供者を確保するための施策について自治体、中間支援組織、シ
ェア事業者間で十分に検討する必要がある。
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b. サービス提供における IT 化の検討
（中国地域の問題点）


資源を共有する取り組みはあるが、IT 化が進んでいない

（中国地域のニーズと期待）


シェアプラットフォームの活用による課題解決に対する期待も一部ある



自治体として、シェアサービスを活用する意向がある

×
（他地域事例調査の知見）


既存の民間シェアプラットフォームの活用が重要である



事前のニーズ調査による課題の抽出やシェアサービスの選定が重要である



シェアサービスを活用することで、自治体によるサービス提供である「公助」
から、住民同士の助け合いである「共助」へのパラダイムシフトが可能となる



自治体によるシェアサービス導入により、行政コストが下がることに期待が持
てる



「市民と市民をつなげていく」行政の仕事と「シェアリングエコノミー」には
親和性があり、新たな共助の仕組みと ICT 技術の活用による付加価値の提供は
これからの「まちづくり」につながる

↓
【留意点 b】サービス提供における IT 化の検討

中国地域においても、空き家の活用、民泊、地域住民同士による困りごとの解
決等の様々な分野において、シェア（共有）の概念を柱とした活動が展開されて
いる。しかし、そうした活動の多くは IT 技術を利用していないアナログなものが
中心となっている。
既存の様々な分野にシェアプラットフォーム等の IT を導入することで、こうし
たアナログな活動がデジタル化し、事業の効率化や利便性の向上、サービスユー
ザーの拡大に寄与する。
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c. 中間支援組織との協働の検討
（中国地域の問題点）


どのようなシェアサービスがあり、どのような課題を解決できるのかという
認識が不足している



シェアリングエコノミーおよびシェアサービスに関する認知度が低い



シェアサービス導入のための具体的な政策ビジョンが現時点ではない

×
（他地域事例調査の知見）


庁内にシェアサービスの推進役が必要である



スムーズな事業展開には、中間支援組織の存在が不可欠である



自治体が支援する内容や期間については、中間支援組織やシェア事業者との事
前協議が必要である



事前のニーズ調査による課題の抽出やシェアサービスの選定が重要である



シェアサービス導入による効果の検証が必要である



シェアサービスを地域で展開する際、拠点が必要となる

↓
【留意点 c】中間支援組織との協働の検討

シェアサービスを円滑に導入するために、自治体とシェア事業者（プラットフ
ォーマー）、サービス利用者・提供者の間を取り持つ中間支援組織や中間支援を担
う人材（以下、中間支援組織）の存在が重要となる。本調査で行った他地域事例
視察では、全ての自治体で、この中間支援組織の必要性がきかれた。
中間支援組織の役割は、サービスの仲介・調整とサービス提供者の保護・育成
の二つに大別できる。前者は、関係団体との調整、事前のニーズ調査、シェアサ
ービスの普及促進（認知度向上・利用促進等）、シェアサービス導入による効果測
定等が想定される。後者は、研修を通じて地域の人材を育成し、スキルを高める
ことで所得の向上に期待が持て、その結果、外部への人材流出を防ぐことにもつ
ながる可能性がある。
シェアサービスを導入するにあたり、誰（どのような組織）が中間支援機能を
担うのかは、事前に十分な議論が必要である。
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d. シェア事業者との連携の模索
（中国地域の問題点）


どのようなシェアサービスがあり、どのような課題を解決できるのかという認
識が不足している



地域課題とシェアサービスによる解決が結びついていない



シェアサービス導入のための具体的な政策ビジョンが現時点ではない

×
（他地域事例調査の知見）


導入には、行政の関与（支援）が必要である



小規模の自治体では、シェアサービス導入時に一定程度の支援をすることが求
められる。人口が少ない地域では、シェア事業者だけで利用者や提供者を確保
することが難しいため、自治体と連携した事業展開が望ましい



自治体が支援する内容や期間については、中間支援組織やシェア事業者との事
前協議が必要である



シェアリングエコノミー協会では、自治体とシェア事業者とのマッチングを行
っている



シェアリングエコノミー協会では、自治体にシェアサービス事業者を紹介した
り、課題に即したシェアサービスの提案、意見交換、アドバイスなども実施し
ている



シェア事業者が自治体に期待することは、地域への普及、地元関係者との関係
構築の支援である

↓
【留意点 d】シェア事業者との連携の模索

シェアサービスを効率的に普及するためには、導入するシェアサービスの特徴
を一番に理解しているシェア事業者との連携のあり方についても検討する必要が
ある。シェア事業者とのマッチングについては、内閣官房シェアリングエコノミ
ー促進室や一般社団法人シェアリングエコノミー協会等からアドバイスをもらう
ことも可能である
シェア事業者との連携方法については、地域の実情や利用するシェアサービス
のタイプによって異なることが予想されるため、事前に十分な議論が必要となる。
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e. シェアサービス導入プロセスの検討
（中国地域の問題点）


どのようなシェアサービスがあり、どのような課題を解決できるのかという認
識が不足している



地域課題とシェアサービスによる解決が結びついていない



シェアサービス導入のための具体的な政策ビジョンが現時点ではない

（中国地域のニーズと期待）


一部の自治体では、シェアサービスを地域で普及させるために、内閣官房シェ
アリングエコノミー伝道師の利用意向がある



取り組みを検討している自治体、実証事業を行っている自治体もある



シェアサービスの活用による課題解決に対する期待も一部ある



自治体として、シェアサービスを活用する意向がある

×
（他地域事例調査の知見）


庁内にシェアサービスの推進役が必要である



シェアサービス導入による効果の検証が必要である



シェアリングエコノミー促進室には、自治体が利用できる問い合わせ窓口を設
置している



促進室では、他地域でのシェアリングエコノミー事業の参考にしてもらうため
にシェアリングエコノミーの事例集を作成しており、自治体への普及促進に努
めている



自治体の円滑なシェアリングエコノミー事業の展開のために、シェアリングエ
コノミー伝道師の派遣活動を行っている



シェアリングエコノミー協会では、まちづくりにシェアサービスを活用してい
る自治体に対してシェアリングシティ認証を行っている



シェアリングエコノミー協会では、自治体にシェアサービス事業者を紹介した
り、課題に即したシェアサービスの提案、意見交換、アドバイスなども実施し
ている

↓
【留意点 e】シェアサービス導入プロセスの検討

それぞれの留意点を十分に理解した上で、自治体がシェアサービスを導入する
際のプロセス（ビジョンや計画）を検討する必要がある。
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f. 中長期的な視点での持続的な事業運営の検討
（他地域事例調査の知見）


事前のニーズ調査による課題抽出やシェアサービスの選定が重要である



取り組みやすい分野から導入すべきである



地域でシェアリングエコノミーに対するイメージが明確になれば、他のシェア
サービスの導入の可能性も高まる



利用者のニーズに合った多様なシェアサービスの活用が重要である



実証事業でモデル地域を選定し、各地域で集中的に普及促進を図ることで、事
業の効果を検証しながら効率的な広域化が可能となる

↓
【留意点 f】中長期的な視点での持続的な事業運営の検討

先進的な自治体では、特定のシェアサービスを導入し、地域における認知度が
高まった後に、他の分野のシェアサービスを導入している事例がみられた。また、
特定のエリアをモデル地域に選定し、将来的な広域化を視野に入れて事業を展開
している自治体もあった。
これらの知見から、自地域の課題の把握、その解決に適合するシェアサービス
の理解を十分に行った上で、地域でシェアサービスを持続的に運営するための検
討が必要であることがわかる。サービスによっては、自走を求められるケースも
あるため、継続的な運営のための収益確保策についても十分な議論が必要である。
次節では、本調査のまとめとして、本節で整理したシェアサービス導入時の留
意点を踏まえた方策の検討を行う。
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４.４.

中国地域におけるシェアサービスの普及促進政策の検討

前節では、シェアサービス導入時の留意点として、「a.サービス利用・提供者の
確保の検討」、
「b.サービス提供における IT 化の検討」、
「c.中間支援組織との協働
の検討」、
「d.シェア事業者との連携の模索」、
「e. シェアサービスの導入プロセス
の検討」、「f.中長期的な視点での持続的な事業運営の検討」の 6 つに焦点をあて
て整理したが、本節では、その 6 つの留意点を踏まえ、図表 4.27 の 6 つの普及促
進政策の検討を行う。
図表 4.27

留意点を踏まえた方策

《方策》

《留意点》
a.サービスの利用者・提供者の確保の検討

地域全体への普及促進施策の展開

b. サービス提供におけるIT化の検討

民間のシェアプラットフォームの活用

c.中間支援組織との協働の検討

民間組織・人材の柔軟な活用

d. シェア事業者との連携の模索

シェア事業者との連携体制の構築

e.シェアサービス導入プロセスの検討

計画的なシェアサービスの導入
プロセスの提案

f. 中長期的な視点での持続的な事業運営の検討

シェアサービス事業の多角化と広域化
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４.４.１.

地域全体への普及促進施策の展開

《留意点》
a. サービス利用者、サービス提供者の確保
《方策》
 地域全体への普及促進施策の展開
《具体策》
 ステップ 1

庁内におけるシェアサービスの理解促進

 ステップ 2

関係者（地域住民、地元企業、庁内）への普及啓発活動

 ステップ 3

実証事業を通じた研修、セミナーの実施

シェアサービスを行政サービスの代替・補完的に活用するには、地域内のサー
ビス利用者、提供者の確保が最も重要な要件となる。シェアサービスの利用者・
提供者を確保するため、計画的な地域全体への普及促進施策の展開が必要である。
《ステップ 1

庁内におけるシェアサービスの理解促進》

シェアサービスを地域に普及させる第一歩として、庁内での認知度の向上と理
解促進を優先させることを提案する。シェアサービスは、歴史が浅く、個人間で
のサービスのやり取りが中心となることなど、これまでにない新しい経済活動で
ある。こうしたサービスの様々な特徴を庁内の職員が十分に理解することにより、
各所管が住民とのコミュニケーション（ヒアリング等）によって得られた地域の
課題とシェアサービスによる課題解決の可能性をうまく摺り合わせることが可能
となる。
《ステップ 2

関係者（地域住民、地元企業、庁内）への普及啓発活動》

庁内での理解が十分に進んだ後に、地元住民、地元企業などの関係者への普及
促進活動を行うフェーズに入る。旧来より、お互いに助け合う「共有（シェア）」
という概念を受け入れる土壌はあるが、シェアプラットフォームを使ったサービ
スのやり取りは、地域にとって馴染みのないサービスである。従って、導入を予
定しているシェアサービスの特徴やメリット等について、普及啓発活動を通じて
十分に説明することが求められる。この際、デジタルに抵抗のない若者だけでな
く、スマートフォンやインターネットの利用が進んでいない高齢者への啓発活動
にも注力しなければならないことは押さえておきたい。
また、地元企業にとっては、シェアサービスの導入が脅威となる分野も存在し
ている。そうした業種への十分な説明と、協働の可能性についての提案も並行し
て行う必要がある。
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《ステップ 3

実証事業を通じた研修、セミナーの実施》

そして、次の段階は、実証的にサービスを利用・提供してもらうための研修や
セミナーの実施である。本調査で実施した個人向けアンケート結果からもわかる
ように、シェアサービスを実際に利用したことがある人の方が、サービスの効用
をより高く感じている。こうしたメリットをより多くの人々に感じてもらうため
にも、草の根的な活動とはなるが、地区単位での研修やセミナーの実施が望まし
い。
普及促進の期間については、最低でも導入から数年の間は行うことが望ましい。
行政サービスの代替、補完としてシェアサービスが地域に定着するには、一定の
期間が必要になる。そうした新しいサービスに敏感に反応し、情報収集を自ら行
い、利用や提供の是非を判断でき、他のサービス利用者への影響力が強い、いわ
ゆるアーリーアダプター（オピニオンリーダー） 42への普及が一つの指標となる。
こうした層は、サービスの利便性や汎用性に積極的に着目し、自らのネットワー
クを通じて他のサービス利用者、提供者へ発信する。サービスの普及度合やレビ
ュー、リアクションなどから得られる効用を注視しながら、事業を展開すること
が、行政による支援期間を把握するメルクマールとなる。
図表 4.28

ステップ1

ステップ2

ステップ3

地域全体への普及促進施策の展開

• 庁内におけるシェアサービスの理解促進
• 関係者（地域住民、地元企業、庁内）への
普及啓発活動
• 実証事業を通じた研修、セミナーの実施
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「アーリーアダプター」
（初期採用者）とは、1962 年に米・スタンフォード大学の社会学者エベ
レット・M・ロジャース教授が提唱したイノベーション普及に関する「イノベーター理論」で、商
品やサービス購入の態度を購入の早い順に 5 つに分類した 2 番目に当てはまる顧客層である。この
顧客層の特徴は、流行に敏感で、情報収集を自ら行い、判断し、他の消費層への影響力が大きい点
である。市場全体の 13.5％だが、残りの層に普及するかどうかの分岐点と言われている。
「イノベーター」（革新者）：市場全体の 2.5％
「アーリーアダプター」（初期採用者層）：市場全体の 13.5％
「アーリーマジョリティ」（前期追随者層）：市場全体の 34.0％
「レイトマジョリティ」（後期追随者層）：市場全体の 34.0％
「ラガード」（遅滞層）：市場全体の 16.0％
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活用可能な制度や補助金等
 内閣官房シェアリングエコノミー促進室の窓口の活用
 一般社団法人シェアリングエコノミー協会への相談
 地域情報化アドバイザーの利用（内閣官房シェアリングエコノミー伝道師の活
用）
 シェアリングエコノミー活用推進事業（総務省）
 IoT サービス創出支援事業（総務省）
 地域 IoT 実装推進事業（総務省）
参考事例
[シェアリングエコノミー促進室の窓口の活用、シェアリングエコノミー協会への相談]
佐賀県庁、シェアリングエコノミー促進室、シェアリングエコノミー協会への
ヒアリングから、地域におけるシェアサービスの普及は、庁内の職員のシェアサ
ービスに対する理解が先行するべきであるということがきかれた。
シェアリングエコノミー促進室の窓口やシェアリングエコノミー協会では、的
確な普及促進のアドバイスを受けられる。また、シェアリングエコノミー伝道師
の派遣（地域情報化アドバイザー制度）により、職員や地元住民、地元企業への
研修会やセミナーの開催も可能である。
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４.４.２.

民間のシェアプラットフォームの活用

《留意点》
b. サービス提供における IT 化の検討
《方策》
 民間のシェアプラットフォームの活用
《具体策》
 既存の民間のシェアプラットフォームの活用
 地域に特化したシェアプラットフォームの立ち上げ
シェアプラットフォームを導入

43

することにより、IT化による効率の向上や利

便性の向上に期待が持てる。その際の重要なポイントは、自治体が新たにシェア
プラットフォームを構築するのではなく、民間のシェアプラットフォームを活用
することである。民間のシェアプラットフォームの導入については、既存の民間
のシェアプラットフォームを活用するものと、地域に特化したシェアプラットフ
ォームを新たに構築するものとの 2 つのアプローチがある。
《既存の民間のシェアプラットフォームの活用》
シェアサービスは、サービス利用者や提供者の数の確保が重要となる。特に地
域活性型シェアサービスの場合、地域発のシェアプラットフォームは地域外への
周知が難しく、新たなシェアプラットフォームの利用は、サービス利用者や提供
者を限定的にすることにつながりかねない。そこで、既に域内外に多くの利用者・
提供者が登録している、既存の民間のシェアプラットフォームを利用することに
よるメリットは大きい。
また、独自のシステムの開発には多額の費用がかかるため、自治体が新規事業
として投資をすることは現実的ではない。また、仮に新しいシェアプラットフォ
ームを導入しても、普及するまでは、サービス授受の件数が限られるため、投資
したコストを回収することは困難であるといえる。以上の理由から、導入時に既
存の民間のシェアプラットフォームを活用するメリットは高いといえる。
なお、シェア事業者のなかには、既存のシェアプラットフォームを地域や利用
者に合わせたシステムのカスタマイズ（ユーザーの限定、サービスの限定、ビジ
ュアルの変更等）を行っているところもあるので、参考にして欲しい。
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既存のアナログな活動に関しても、シェアサービスがある程度普及するまでは継続的に実施す
べきである。特に、サービスの対象が高齢者の場合、普及には時間がかかる場合があるため、従来
型のサービスチャネルとシェアプラットフォームを並存させる方式が望ましいと考える。
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《地域に特化したシェアプラットフォームの立ち上げ》
地域課題解決型シェアサービスに関しても、基本は既存の民間のシェアプラッ
トフォームを利用するメリットが大きい。ただ、既存のシェアサービスが全ての
地域課題の解決を網羅している訳ではないため、地域に特化したシェアプラット
フォームを提案・開発できる企業を自治体として支援することも有効的である。
図表 4.29

民間のシェアプラットフォームの活用

既存の民間シェアプラットフォームの活用

地域に特化した新しいシェアプラットフォームの構築

地域に特化した
シェアプラットフォーム
の新規開発

既存のシェアプラットフォーム
の提供

シ ェア事業者
（プ ラットフォーマー）

民間企業

メリット
• 地域に合った使いやすいシェアプラット
フォームが提供できる
デメリット
• 多額の開発コストが必要である
• シェアプラットフォームの周知、サービス利
用者・提供者を一から確保する必要がある

メリット
• 既にサービスが認知されている
• 開発コスト、運営コストが不要であ る
デメリット
• 細かなカスタマイズができず、地域のニー
ズを完全に捉えることが難しい
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活用可能な制度や補助金等
 内閣官房シェアリングエコノミー促進室の窓口の活用
 一般社団法人シェアリングエコノミー協会への相談
 地域情報化アドバイザーの利用（内閣官房シェアリングエコノミー伝道師の活
用）
 シェアリングエコノミー活用推進事業（総務省）
 IoT サービス創出支援事業（総務省）
 地域 IoT 実装推進事業（総務省）
参考事例
[ シェアリングエコノミー伝道師の活用 ]
佐賀県庁、多久市、基山町では、内閣官房シェアリングエコノミー伝道師（ NPO
法人価値創造プラットフォームの石崎氏、多久市役所の石上氏）と連携を図りなが
ら、シェアリングエコノミー事業を推進している。シェアサービスに対する豊富な
知識があるシェアリングエコノミー伝道師を活用することで、地域に即した持続可
能な事業展開のモデルの具体化が可能である。
上述の自治体では、既存のシェアプラットフォームを活用することで、イニシャ
ルコストを抑制することができた。そして、地域におけるシェアサービスの定着
（普及促進）に重点を置いた結果、認知度の向上、利用者・提供者の確保が進ん
だ。
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４.４.３.

民間組織・人材の柔軟な活用

《留意点》
c. 中間支援組織との協働の検討
《方策》
 民間組織・人材の柔軟な活用
《具体策》
 地域の実情を知る地元人材や地元民間組織との協働
 国の制度や産学官連携による外部人材の登用
中間支援組織は、事業を迅速かつ的確に展開するために必要不可欠な存在であ
る。地域でシェアサービスを導入し、普及するための中核的な立場を担う中間支
援組織において、どのような人材を登用するのかは重要な論点となる。中間支援
組織の人材登用については、地域内にいる人材や企業がその役割を担う場合と、
外部の人材を登用する場合が考えられる。
《地域の実情を知る地元人材や地元民間組織との協働》
地域内の人材や企業が中間支援組織の役割を担う場合、地域づくり会社や NPO
など、活動のなかで日常的に地域住民と協働していることが見込まれる団体が最
適であると考えられる。任意組織、法人組織などの業態は問う必要はない。
地域活性型シェアサービス、地域課題解決型シェアサービスの共通する点とし
て、地域資源（未利用資産・能力の活用など有形、無形は問わない）を活用し、
その資産価値を高めるということがある。こうした観点から、地域の資源が何か
を明確に把握している、または、把握することが可能な人材や団体と協働するこ
とが重要となる。
《国の制度や産学官連携による外部人材の登用》
中間支援に外部人材を登用する場合は、総務省の地域おこし協力隊や地域おこ
し企業人などの制度を活用したり、官学連携で外部から必要な人材を誘致したり
する方法が考えられる。
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図表 4.30

民間組織・人材の柔軟な活用

地域のことを良く知っている人材や組織との協働

制度や産学官連携等による外部人材の登用

地域おこし協力隊
地域おこし企業人等
の制度を活用

他地域の企業や大学など、
外部からの人材を誘致

活用可能な制度や補助金等


総務省地域おこし協力隊



総務省「地域おこし企業人」交流プログラム



地方創生企業支援事業



地方創生移住支援事業

参考事例
[地域おこし協力隊の活用]
福井県鯖江市と佐賀県基山町では、中間支援を担う人材を登用する際、地域お
こし協力隊制度を活用している（任期終了後も含む）。地域で採用した人材が、地
域課題の掘り起こしを行い、その解決手段の一つとしてシェアサービスを活用し
ている。
[地域おこし企業人の活用]
佐賀県多久市では、観光分野のシェアサービス活用の事業に総務省の地域おこ
し企業人の制度を活用している。同制度は、シェア事業者の社員を自治体で一定
期間受け入れ（当地に居住してもらう）、そのノウハウや知見を活かし、多久市の
独自の魅力や価値の向上につながる業務に従事してもらっている。
社会貢献マインド
人材の育成・キャリアアップなど

自治体

民間企業

民間のスペシャリスト人材
を活用した地域課題解決へのニーズ
⇒民間企業において培った専門知識・業務
経験・人脈・ノウハウを活用
⇒外部の視点。民間の経営感覚・スピード
感を得ながら取り組みを展開

⇒民間企業の新しい形の社会貢献
⇒多彩な経験つませることによる人
材育成・キャリアアップ
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４.４.４.

シェア事業者との連携体制の構築

《留意点》
d. シェア事業者との連携の模索
《方策》
 シェア事業者との連携体制の構築
《具体策》
 包括的連携協定（直接連携）
 中間支援組織とシェア事業者との連携（間接連携）
 協定等を結ばないゆるやかな連携
自治体がシェアサービスを導入する場合に、シェア事業者との連携も、事業の
展開によっては必要となる。自治体とシェア事業者との関係については、3 つのパ
ターンがあると考えられる。
《包括的連携協定（直接連携）》
1 つ目は、地域が抱える社会課題に対して、自治体と民間企業等が双方の強みを
活かして協力しながら課題解決に対応する包括連携協定を締結する方法である。
地域課題解決型シェアサービスの場合は、行政サービスの代替や補完的な機能
を想定しており、自治体がサービスの質や安全性を担保する役割を担うという観
点からも、シェア事業者との密なコミュニケーションが求められる。従って、自
治体とシェア事業者とが包括的な連携をしながら事業運営を行う必要があると考
えられる。
《中間支援組織とシェア事業者との連携（間接連携）》
2 つ目は、シェアリングエコノミー事業として中間支援組織に業務委託した場合
に、その機関がシェア事業者と何らかの契約を締結する方法である。
地域活性型シェアサービスは、ビジネス色が強いシェアサービスが多く、将来
的には自治体から手が離れ、自走することが想定される。そのため、自治体が直
接的に連携するよりも、中間支援組織との間で業務契約を交わすなどの形が望ま
しいと考えられる。もちろん、自治体による一定の関与が必要になることもある
ため、柔軟な姿勢であることが重要である。
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《協定等を結ばないゆるやかな連携》
そして、3 つ目が、自治体、中間支援組織ともに、協定や契約などの形はとらず、
適宜シェア事業者と連携しながら、シェアプラットフォームを利用する方法であ
る。
このパターンとしては、地域の観光協会や商工会、商工会議所等の公益性の高
い団体が、地域経済の活性化のためのツールとして、シェアサービスを導入（地
元企業への紹介）するなどのケースが想定される。
図表 4.31

自治体とシェア事業者との関係

包括連携協定の締結

業務委託先との契約

中間支援組織
業務委託先
シェア事業者
（プラットフォーマー）

シェア事業者
（プラットフォーマー）

中間支援組織は、公共性の高い観光協会や
商工会議所（商工会）が担うケースもある

協定等を結ばないゆるやかな連携
シェアプラットフォーム
の提供
シェアプラットフォーム

シェア事業者との協定は結ばず、
シェアプラットフォームを活用

シェア事業者
（プラットフォーマー）

参考事例
[包括連携協定]
南砺市では 、都市部 人材と地方企 業をマッ チングする副 業プラッ トフォーム
「Skill Shift」を運営する株式会社 grooves、南砺市商工会の 3 者間で、地域の
中小企業の人材確保支援に関する包括連携協定を締結している。
[業務委託先との契約]
多久市では、NPO 法人価値創造プラットフォームが、株式会社クラウドワークス
と代理店契約を結び、継続的に業務を受け、卸せる仕組みを構築している。
[協定を結ばないゆるやかな連携]
鯖江市では、シェア事業者との協定は結んでいないが、サービスの普及促進の
一環であるセミナーの開催等を協働で実施するなど、ゆるやかな連携がみられる。
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４.４.５.

計画的なシェアサービスの導入プロセスの提案

《留意点》
e. シェアサービスの導入プロセスの検討
《方策》
 計画的なシェアサービスの導入
《具体策》
 ステップ 1

地域課題の把握とビジョンの検討

 ステップ 2

地域情報化アドバイザーの活用

 ステップ 3

キーマンの確保

 ステップ 4

中間支援組織との協働

 ステップ 5

事業の運営体制の構築

 ステップ 6

実証事業の開始

これまでの方策を踏まえて、自治体が新たにシェアリングエコノミーを導入す
る際に注意すべきポイントを考慮しつつ、計画的なシェアサービスの導入プロセ
スを整理する。
《ステップ 1

地域課題の把握とビジョンの検討》

ステップ 1 は、地域における課題を把握した上で、その課題解決にシェアリン
グエコノミーを活用するビジョンを検討し、庁内や地域の関係団体との間でコン
センサスを得ることである。
《ステップ 2

地域情報化アドバイザーの活用》

ステップ 2 は、地域情報化アドバイザー制度等を利用し、内閣官房シェアリン
グエコノミー伝道師によるアドバイスを受けながら、行政内でのシェアリングエ
コノミーの普及活動、事業ビジョンの検討である。
《ステップ 3

キーマンの確保》

ステップ 3 は、地域でシェアリングエコノミーを普及するためのキーマンの確
保である。シェアリングエコノミーを熟知し、事業を遂行させるための人材を擁
立することが重要である。前段で、シェアリングエコノミーによる課題解決スキ
ームのビジョンを明確にしているので、そのスキームにあった人材を域内外から
公募することが可能になる。
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《ステップ 4

中間支援組織との協働》

ステップ 4 は、地域課題に対応するシェアサービスの選定と事業実現に向けた
モデルの検討を行政と中間支援組織とが協働で行うことである。このステップで
は、中長期的な事業展開を見越し、想定されるリスクや期待される効果などのイ
メージを膨らませることが重要となる。
《ステップ 5

事業の運営体制の構築》

ステップ 5 は、事業に携わる各々のプレーヤーの役割を明確にし、事業の運営
体制を構築することである。持続的に事業を運営するため、自治体による関与や
支援の具体化、中間支援組織が担う業務の洗い出し、シェア事業者との連携など、
実証事業の開始にあたり、最終的な各種取り決めを行う。
《ステップ 6

実証事業の開始》

そして、ステップ 6 は、実証事業の開始である。実証事業中では、サービスの
利用動向を注視することで、サービスのメリットやデメリットなどの定性的な情
報を収集することに努める。そして、実証事業後にはサービスの利用実績等の定
量的な情報も加味し、事業効果の検証、分析、改善の提案を踏まえた事業展開が
必要となる。
図表 4.32

自治体における計画的なシェアサービス導入のイメージ

持続的な展開に向けた
中間支援組織との
協働によるモデル
の検討

キーマン発掘

地域課題の把握
シェアリングエコノミー
による地域課題解決の
ビジョンの検討

地域情報化アド
バイザーの活用
（シェアリングエ
コノミー伝道師に
よるアドバイス
等）

事業の運営体制の検討

（地域人材の活用、
域外人材の公募）

シェア事業者との連携

関係者間でのコンセンサス
中間支援組織
地元の人材や組織

252

外部人材の活用

実
証
事
業
の
開
始

活用可能な制度や補助金等


内閣官房シェアリングエコノミー促進室の窓口



一般社団法人シェアリングエコノミー協会への相談



地域情報化アドバイザーの利用（内閣官房シェアリングエコノミー伝道師の活
用）



シェアリングエコノミー活用推進事業（総務省）



IoT サービス創出支援事業（総務省）



地域 IoT 実装推進事業（総務省）

参考事例
[シェアリングエコノミー活用推進事業（総務省）]
佐賀県庁と鯖江市では、今年度（2018 年度）、総務省のシェアリングエコノミー
活用推進事業に採択され、シェアサービスによる地域課題の解決に取り組んでい
る。
両自治体ともに、「課題の明確化」、「関係者間でのコンセンサス」、「キーマン・
中間支援組織の確保」、「ニーズの事前把握」、「実証事業」、「効果の検証」を確実
に行っていることがヒアリングからきかれた。
実証事業終了後は、他のシェアサービスの導入も検討しており、多角的な事業
運営を視野に入れている。
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４.４.６.

シェアサービス事業の多角化と広域化

《留意点》
f. 中長期的な視点での持続的な事業運営の検討
《方策》
 シェアサービス事業の多角化と広域化
《具体策》
 シェアサービス導入時

取り入れやすいシェアサービスの選定

 シェアサービス普及後

複数のシェアサービスの導入（多角化）

 シェアサービス普及後

行政区域を超えた事業展開（広域化）

地域にシェアサービスを導入するにあたり、事業をいかに持続的に展開するの
かが重要な視点となる。まずは、シェアサービスの分野や種類等を絞って導入し、
そのシェアサービスが普及した後に、多角化・広域化を図ることが理想的である。
《シェアサービス導入時

取り入れやすいシェアサービスの選定》

地域にシェアサービスを導入する場合、地域の実情にもよるが、以下の 3 つの
条件を満たすシェアサービスから優先的に導入することを推奨する。
導入を想定しているシェアサービスが、
① 地域課題に即したものであるのか
② 地域住民の関心の高い分野であるか
③ 導入の容易な分野であるのか
自治体によるシェアサービスの導入は、地域課題に対応しているかどうかが大
前提にある。また、地域住民の関心が高い分野であればあるほど、シェアサービ
スの利用・提供機会が増加する。つまり、地域への普及が進みやすいことを意味
する。そして、自治体や中間支援組織にとって、想定するシェアサービスが取り
組みやすいかどうかという点も重要である。本事例で取り上げた事例や内閣官房
シェアリングエコノミー促進室が取りまとめている事例集等で、他地域の事例を
参考にできるものがあれば導入イメージがつきやすいのではないだろうか。
《シェアサービス普及後

複数のシェアサービスの導入（多角化）》

そして、一定のシェアサービス利用が見込まれるようになれば、次の展開であ
る事業の多角化の可能性が生まれる。
シェアサービスは、インターネット上のシェアプラットフォームを活用した、
個人間のやり取りであるということから、サービスに対する馴染みが低く、利用
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を検討する際のハードルが高いといえる。ただ、一度利用をはじめ、その効用を
感じることができれば、別の分野のシェアサービスでも、自発的に利用するよう
になることが予想される。こうした観点をうまく活用し、複数のシェアサービス
を並行的に活用することで、より多くの地域課題の解決、多様なニーズへの対応、
そして利便性の向上につながる。
また、複数のシェアサービスを組み合わせ、多角的に運営することで、中間支
援組織が自走するための収益が得られる可能性がある。
《シェアサービス普及後

行政区域を超えた事業展開（広域化）》

シェアサービスは、サービス利用者・提供者の口コミや評価によって普及が進
む。一部の地域でシェアサービスが定着すれば、その地域を中心にシェアサービ
スの対象範囲を拡大しやすい状況が生まれる。そこで、シェアサービスの普及後
は、提供する対象範囲を、行政区域を超え、広域化することにより、さらなるサ
ービス利用者・提供者の拡大に期待が持てる。
サービス対象の広域化においてもサービスの多角化と同様に、中間支援組織の
収益増大に期待ができ、持続的なシェアサービス事業の運営につながる。
図表 4.33

シェアサービス事業の多角化と広域化
取り入れやすい
シェアサービスの選定

地域での普及
シェアプラットフォーム

中間支援組織

シェアサービス
の多角化

シェアサービス
の広域化
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図表 4.34

方策に伴う具体策 一覧

《具体策》

《方策》
地域全体への普及促進施策の展開

ステップ1 庁内におけるシェアサービスの理解促進
ステップ2 関係者への普及啓発活動
ステップ3 実証実験を通じた研修、セミナーの実施

民間のシェアプラットフォームの活用

既存の民間のシェアプラットフォームの活用
地域に特化したシェアプラットフォームの立ち上げ

民間組織・人材の柔軟な活用

地域の実情を知る地元人材や地元民間組織との協働
国の制度や産学官連携による外部人材の登用

シェア事業者との連携体制の構築

包括的連携協定（直接連携）
中間支援組織とシェア事業者との連携（間接連携）
協定等を結ばないゆるやかな連携

計画的なシェアサービスの導入
プロセスの提案

ステップ1 地域課題の把握とビジョンの検討
ステップ2 地域情報化アドバイザーの活用
ステップ3 キーマンの確保
ステップ4 中間支援組織との協働
ステップ5 事業の運営体制の構築
ステップ6 実証事業の開始

シェアサービス事業の多角化と広域化

導入時 取り入れやすいシェアサービスの選定
普及後 複数のシェアサービスの導入（多角化）
普及後 行政区域を超えた事業展開（広域化）
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１.

中国地域自治体へのアンケート調査

１.１.

中国地域自治体へのアンケート調査

調査票と説明資料
調査票

中国地域におけるシェアリングエコノミー振興方策に関するアンケート調査
公益財団法人中国地域創造研究センターでは、本年度、中国地域を対象に、
「中国地域におけ
るシェアリングエコノミー振興方策調査」に取り組んでおります。近年地域においては、人口
減少等により遊休資産の増加が見込まれる一方、各種サービス産業が縮小していくことが予想
されることから、
「シェアリングエコノミー※」を地域において推進し、地域の既存のリソース
の有効活用等を進めることにより地域活性化に役立てることが期待されています。
本調査は、中国地域におけるシェアリングエコノミーの現状や課題を整理し、今後地域にお
いてどのような事業展開の可能性があるのかを検討し、提案することを目的としています。
つきましては、中国地域内の自治体にシェアリングエコノミーに関するご意見を聞かせてい
ただきたく、アンケートを実施することとなりました。お忙しいところ恐縮ですが、調査にご
協力いただきますようお願い致します。
ここで回答して頂いた調査票は、コンピュータ集計により統計的に処理します。個別の自治
体の結果を公表したり、調査目的以外のことに使用したりすることは一切ございませんので、
率直なご意見をお聞かせください。
また、アンケートの集計・分析は㈱山陰合同銀行 地域振興部 産業調査グループに委託して
おりますので、返信用の封筒にて平成３０年９月２８日（金）までにご投函ください。
（切手不要）
本アンケートについて何かご不明な点などがございましたら、下記までご照会ください。
＜アンケートの趣旨等に関するご照会先＞
公益財団法人 中国地域創造研究センター
調査・研究部

プロジェクト調査グループ（担当：江島）

〒730-0041 広島市中区小町 4 番 33 号 中電ビル 3 号館
TEL：082-245-7900 FAX：082-245-7629
＜アンケートの設問内容等に関するご照会先＞
株式会社 山陰合同銀行 地域振興部 産業調査グループ（担当：野澤、角南）
〒690-0062 島根県松江市魚町 10 番地
TEL：0852-55-1879 FAX：0852-27-8249
＜記入要領＞
・選択式の場合、該当する選択肢に○印をお付けください。なお、
「その他」を選択された場合
は、（ ）内に具体的な内容をご記入ください。
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※ アンケート回答に関する注意点
本アンケートにお答えいただく前に、シェアリングエコノミーの概要、自治体におけるシェアリングエコ
ノミーの関わり方、国の取り組みなどをまとめた資料を別紙の通り同封致しました。シェアリングエコノミ
ーの概要を踏まえた上で、ご回答頂きますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

１．貴自治体の概要についてお尋ねします。
問１．貴自治体名ならびにご記入者名、電話番号等をご記入ください。

貴
ご
ご
電

自
所

治
属

体

記
話

・
入

役
者

番

名
職
名
号

（

）

メ ー ル ア ド レ ス

－
＠
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２．シェアリングエコノミーの取り組み状況についてお尋ねします。

自治体のシェアリングエコノミーに対する関わり方は、主として①自治体自身がシェアサービスの提
供者になる場合、②自治体がシェアサービスのプラットフォームを提供する場合、③自治体が地域での
シェアサービス普及のためルールや規制を作り、安全に利用されるために監視する場合 の 3 つが想定
されます。
問２. 貴自治体の取り組みとして、シェアリングエコノミーに関係するものはありますか。
「1.

取り組みがある」と回答した場合は、具体的にどのような取り組みなのかを記述し

てください（検討中のものも含む）。また、「2.

取り組みはない」と回答した場合、取り

組みを行っていない理由をお答えください。

1.

「1.

取り組みがある

2.

取り組みはない

取り組みがある」と回答した場合、施策名とその具体的な取り組み内容を記述してくだ

さい。（検討中のものも含む）
施策名

取り組み内容

※
「2.

記入欄が足りない場合は、余白や別紙にご記入ください。

取り組みはない」と回答した場合、取り組みを行っていない理由をお答えください。

（複数回答３つまで）
1.

庁内での理解が進んでいないため

2.

地域住民の理解が進んでいないため

3.

地域課題に則したシェアサービスがないため

4.

自治体で実施することで公平性を保つことができないため

5.

既存業界からの反対の声が大きいため

6.

その他の理由（

）
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３. 国の取り組みについてお尋ねします。
３．１．総務省の取り組みについて
問３. これまで総務省が実施している「シェアリングエコノミー活用推進事業」、「IoT サービス
創出支援事業」、「地域 IoT 実装推進事業」、「地域における IoT 実装のための特別交付税措
置」のいずれかの支援スキームに応募したことがありますか。
各支援スキームの選択肢の数字に〇をつけてください

選択肢

支援スキーム
① シェアリング

1.

応募して、採択された

2.

応募したが、採択されなかった

3.

応募したことがない

4.

事業自体を知らなかった

1.

応募して、採択された

2.

応募したが、採択されなかった

3.

応募したことがない

4.

事業自体を知らなかった

1.

応募して、採択された

2.

応募したが、採択されなかった

実装推進事業

3.

応募したことがない

4.

事業自体を知らなかった

④ 地域における

1.

応募して、採択された

2.

応募したが、採択されなかった

3.

応募したことがない

4.

事業自体を知らなかった

エコノミー
活用推進事業

② IoT サービス
創出支援事業

③ 地域 IoT

IoT 実装のための
特別交付税措置
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３．２．内閣官房の取り組みについて

現在、日本政府はシェアリングエコノミーの普及・促進に向けた活動を展開しています。その一環と
して、平成 29 年 1 月に「シェアリングエコノミー促進室（政府相談窓口）」が開設されました。同室で
は、シェアリングエコノミーの導入に関心のある自治体やシェア事業者、専門家、関係省庁との調整、
照会などを行っています。
問４. シェアリングエコノミー促進室の名称や活動をご存知ですか。

1.

よく知っている

2.

名称は知っている

3.

知らない

問５. 自治体におけるシェアリングエコノミーの展開を推進する取り組みとして、
「 内閣官房シェ
アリングエコノミー伝道師」を派遣する制度（地域情報化アドバイザーの活用）がありま
すが、貴自治体における同制度の利用意向についてお聞かせください。
1.

活用したことがある（問６.へ）

3.

活用する予定はない（問７.へ）

問６. 問５で「1.

活用したことがある」「2.

2.

活用してみたい（問６.へ）

活用してみたい」を選択した方にお尋ねします。

シェアリングエコノミー伝道師の派遣にどのようなことを期待しますか。

問８.へ
問７. 問５で「3.
「3.

活用する予定はない」を選択した方にお尋ねします。

活用する予定はない」と回答したのはなぜですか。

問８.へ
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４．貴自治体における民間企業のシェアリングエコノミーの展開についてお尋ねします。
問８．貴自治体内では、シェアリングエコノミーまたはそれに類似するサービス（デジタルプラ
ットフォーム）を提供している企業・団体はありますか。
「ある」を選択された場合、その
具体例（企業名・団体名、事業内容等）を記述してください。

1.

あ

る

2.

現時点では把握していない

企業・団体名

3.

な

い

事業内容

※

記入欄が足りない場合は、余白や別紙にご記入ください。
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５．地域の現状と今後の方向性についてお尋ねします。
問９．下記の①～⑩の地域課題について、貴自治体での重要度を１（全く重要でない）
～６（非常に重要）から選び、数字に○をつけてください。また、シェアリングエコノミ
ーを活用することで、その地域課題の解決は可能ですか。

項

重

目

① 雇用創出
若者、女性、高齢者など
が活躍できる地域での新

要

度

シェアリングエコノミー

6

1

非常に
重要
6

による課題解決

全く
重要でない
5

4

3

2

1

しい仕事づくりなど
② 男女共同参画
女性が働きやすい環境
づくり

1. 可能である
2. 難しい
3. どちらともいえない

非常に
重要
6

全く
重要でない
5

4

3

2

1

1. 可能である
2. 難しい
3. どちらともいえない

③ 社会福祉
子育てしやすい環境づ
くり

非常に
重要
6

全く
重要でない
5

4

3

2

1

1. 可能である
2. 難しい
3. どちらともいえない

④ 公共交通
過疎地域での公共交通
手段の維持、観光客向けの

非常に
重要
6

全く
重要でない
5

4

3

2

1

新たな移動手段の創出
⑤ 観光振興
民泊など宿泊施設の整
備・拡充による観光産業の

1. 可能である
2. 難しい
3. どちらともいえない

非常に
重要
6

全く
重要でない
5

4

3

活性化

2

1

1. 可能である
2. 難しい
3. どちらともいえない
（次ページへ続く）

266

項

重

目

⑥ 公的不動産の活用
自治体が保有する低・未
利用施設の利活用

要

度

シェアリングエコノミー

6

1
全く
重要でない

非常に
重要
6

による課題解決

5

4

3

2

1

1. 可能である
2. 難しい
3. どちらともいえない

⑦ 民間遊休資産の活用
空き家、空き店舗、空き
ビル等の利活用よる民間

非常に
重要
6

全く
重要でない
5

4

3

2

1

不動産の活性化
⑧ 教育
生涯教育などリカレン
ト教育の充実

1. 可能である
2. 難しい
3. どちらともいえない

非常に
重要
6

全く
重要でない
5

4

3

2

1

1. 可能である
2. 難しい
3. どちらともいえない

⑨ 農林水産
農林水産資源を生かし
たグリーンツーリズムの

非常に
重要
6

全く
重要でない
5

4

3

2

1

開発
⑩ 災害対策
災害時の緊急支援サポ
ートの開発

1. 可能である
2. 難しい
3. どちらともいえない

非常に
重要
6

全く
重要でない
5

4

3

2

1

1. 可能である
2. 難しい
3. どちらともいえない

上記の①～⑩の項目以外で、シェアリングエコノミーを活用することで解決できそうな地域課
題があれば、お書きください。
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問１０. 問９の各項目で「2.
「2.

難しい」
「3.

難しい」
「3.

どちらともいえない」を選択した方にお尋ねします。

どちらともいえない」と回答したのはなぜですか。問９の項目ごとに

お答えください。

項目番号

項目番号

項目番号

項目番号

項目番号

項目番号

項目番号

※ 記入欄が足りない場合は、余白や別紙にご記入ください。
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問１１．貴自治体が、地域課題の解決や行政サービスを補完するための手段として、シェアリン
グエコノミーを活用する場合、どのような課題・問題点が想定されますか。
（複数回答３つ
まで）

1. サービス利用者の確保
2. サービス提供者の確保
3. シェア事業者（プラットフォーム提供者）の確保
4. 事業を支援する人材・団体・企業の確保
5. 事業の周知・認知度の向上、社会的認知度の向上
6. IT リテラシーの普及
7. インターネット等のインフラ整備
8. 既存の法整備・規制（業法規制）との整合性、ガイドラインの策定
9. 信用性や安全性の確保・担保
10. 既存の産業との競合・軋轢
11. 利用者や提供者のニーズの有無
12. その他（

）

13. 特にない
14. わからない
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問１２．貴自治体が目指すシェアリングエコノミーの姿や今後取り組みたいことなどについて、
ご自由にご記入ください。＊理念・目標等、それに向けた具体的取り組み、貴自治体の役
割、地域資源との連携状況とそれぞれの役割、現在の課題と今後の展望など。

以上でアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。
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１.２.

説明用資料（同封）

（別紙）

シェアリングエコノミーについて
1. シェアリングエコノミーの概要
シェアリングエコノミーについて、総務省「平成 29 年版情報通信白書」では、「シェアリ
ング・エコノミーとは、個人等が保有する活用可能な資産等を、インターネット上のマッチ
ングプラットフォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動である」として
いる。また、一般社団法人シェアリングエコノミー協会は、
「場所・乗り物・モノ・人・お金
などの遊休資産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貸借や売買、交換
することでシェアしていく新しい経済の動き」と説明している。
図表

シェアリングエコノミーの基本的なモデル
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2. 自治体のシェアリングエコノミーの関わり方
自治体がシェアリングエコノミーを導入する際、その関わり方は大きく分けて 3 つある。
1 つ目は、自治体自身がサービスの提供者になる関わり方である。市民のニーズを把握し
た上で、自治体が所有する資産などを、シェアサービスを通じて提供するスタイルである。
遊休資産の活用やシェアサイクルなどがこれにあたる。

2 つ目は、自治体がプラットフォームを提供する関わり方である。地域住民の取引の仲介
または取引の仕組みを提供するスタイルである。地域住民が自由に利用できる Web やアプリ
を提供し、地域の課題（コミュニティの問題、道路や施設の破損）などを地域住民間や住民
と自治体の間で共有できる環境の整備などがこれにあたる。

3 つ目は、シェアリングエコノミーが地域で適切に普及するために、取引のルールを制定、
活動の普及促進、監視などを行うという関わり方である。
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3. 地域課題の解決に期待されるシェアリングエコノミー
地方においては、今後、人口減少等により遊休資産の増加が見込まれる一方、各種サービ
ス産業が縮小していくことが予想される。そこで、シェアリングエコノミーを地域において
推進し、地域の既存のリソースの有効活用等を進めることにより、地域活性化に役立てるこ
とが期待される。下図は、自治体が抱えている課題とその課題の解決手法となり得るシェア
サービスを示したものである。
図表

自治体の課題と対応するシェアリングサービスの例

行政サービス

解決したい課題

ジャンル

若者、女性に向けた地域での新しい仕事



クラウドソーシング

づくり



知識・スキルのシェア



知識・スキルのシェア



家事代行のマッチング



送迎・託児の安心頼り合い



ベビーシッターのマッチング



コストシェア型相乗り



カーシェア



シェアサイクル

宿泊施設需要の取り込みによる観光業の



民泊

活性化



駐車場のシェア



着地型観光体験のマッチング



訪日外国人旅行者向けガイド

1.

雇用創出

2.

男女共同参画

女性が働きやすい環境づくり

3.

社会福祉

子育てしやすい環境づくり

4.

5.

公共交通

観光振興

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

観光ガイド、観光体験プログラムによる
観光業の活性化

6.

シェアリングサービス例

のマッチング

公 的不 動 産 活

自治体が保有する低・未利用地の利活用

用

による稼ぐ公共施設への転換



遊休スペースのシェア

空き家、空き店舗、空きビル等の利活用



駐車場のシェア



知識・スキルのシェア



着地型体験のマッチング



シェア系各社

7.

民間資産活用

8.

教育

9.

農林水産

10. 災害対策

による民間不動産の活性化
生涯教育
農林水産資源を活かしたグリーンツーリ
ズムの開発
災害時の緊急支援サポートの開発

（資料）内閣官房 シェアリングエコノミー促進室
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4. 自治体でシェアリングエコノミーを導入している事例
現在、内閣官房シェアリングエコノミー促進室では、自治体とシェアサービス事業者が連
携しながら地域独自の課題を解決する実践事例（シェア・ニッポン 100～未来へつなぐ地域
の活力～）を取りまとめている。
中国地方においてもシェアサイクルやコストシェア型のライドシェアなど、同事例集で紹
介されていない取り組みも確認されている。また、自治体以外での機関では、観光 DMO（日
本版 DMO）などがシェア事業者と連携している事例もある。
図表

シェアリングエコノミーの取り組み事例の分布状況

（資料）内閣官房 シェアリングエコノミー促進室 提供
参考 URL
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/share_nippon_100_H29.pdf
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5. 総務省におけるシェアリングエコノミーに関する取り組み
現在、総務省では「シェアリングエコノミー活用推進事業」を実施している。同事業は、
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、地方公共団体が実施するモデル事業を支援している。
※平成 30 年度の応募は既に終了しており、全国で 15 自治体が採択された。

図表

シェアリングエコノミー活用推進事業の概要

（資料）内閣官房 シェアリングエコノミー促進室 提供
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また、同省には地域情報化アドバイザー制度があり、地域が抱える様々な課題を解決
するため、
ICT/IoT を利活用した取り組みを検討する地方公共団体等からの求めに応じ、
ICT/IoT の知見等を有する人材を派遣し、ICT/IoT 利活用に関する助言等を行うことが
できる。この制度を利用して、シェアリングエコノミー伝道師の派遣も可能となってい
る。
図表

地域情報化アドバイザーを活用したシェアリングエコノミー伝道師の派遣

（資料）内閣官房 シェアリングエコノミー促進室 提供
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２.

中国地域在住者向けアンケート調査

調査票

このアンケートは公益財団法人 中国地域創造研究センターによって実施されており
ます、中国地方におけるシェアサービス（シェアリングエコノミーのサービス）の利活
用の現状を把握するための調査です。

＜改ページ＞
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