
第2回Green Hospitality Osakaシンポジウム 

花と緑の感動創造企業から地球環境企業へ 
「生活者コミュニティアプリとDXによる花と緑に溢れたまちづくり戦略」 

株式会社 日比谷花壇 
代表取締役 宮嶋 浩彰 
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婚礼装花事業 
フォトウェディング事業 
お葬式事業 

ショップ事業 
EC事業 
法人事業 

指定管理事業 
PPP/PFI 
再生可能エネルギー 

一般生花店加盟店事業 
生花・鉢物仲卸／輸出入 

ランドスケープデザイン 
緑化事業 
緑地メンテナンス 

環境コンサルタント事業 
スポーツ施設事業 

地方創生 
ブランディング 
・STAY事業 
・飲食コンテンツ事業 

日比谷花壇グループの事業の広がり ～花とみどりを通じて、もっと彩り、心豊かなものに～ 
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日比谷花壇グループ 

チーム「花と暮らし」 
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日比谷アメニスグループ 

チーム「みどりと環境」 
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事業の広がり ～花とみどりを通じて、もっと彩り、心豊かなものに。 
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花と暮らし、ファンマーケティング。 

ターゲティングマーケアプローチ 

ファン 

関心層 
（使ったことはあるけど 
     顧客ではない 
       Or 
 身近に使っている人がいる） 

潜在層 
（まだ使ったことがない） 

ファンのツボをおさえ、ファンがもっと喜ぶ施策を打ちながら 
そこからじわじわ中期的に周りの類ともに広げてもらう 

コア 
ファン 

ファンベースアプローチ 

※図表参照出典：ファンベースなひとたち ファンと共に歩んだ企業10の成功ストーリー 
        /佐藤尚之 , 津田匡保他著 

ファンとのコミュニケーションをベースにして中期的に顧客価値を高めてゆくこと 

SNS・オウンドメディア 
などの複数のコンタクトポイント 

ファンが新しい顧客を呼ぶ 
リアルコミュニティの形成 

体験投稿による 
エクスペリエンスの共有 

ゲーミフィケーションアプリ 

Yes HIBIYA-KADAN Yes Flower 
A Little Flower  

or  
No Flower 
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日比谷アメニス ～緑と地球環境、SDGsマネジメント～ 



日比谷アメニス ～緑と地球環境、SDGsマネジメント～ 

環境宣言 

私たちは、花とみどりのちからを活かして、 
持続可能な社会を実現するため、 
次の五つの行動に取り組みます。 
これらの行動を通じてSDGsの達成に貢献します。 

一、「花」と「みどり」に彩られた人々に愛される空間をつくります。 

一、多様な人々と力を合わせ、世界に誇れる美しい街づくりをめざします。 

一、地球環境問題を解決するための、商品・技術・サービスの創造に努めます。 

一、地域の歴史、風土、生物多様性に配慮した「もの」「こと」づくりを行います。 

一、これらの行動を通して、持続可能な社会づくりに貢献します。 
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■ビジネスモデル紹介：生活者コミュニティアプリ戦略。 
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事例紹介：ファン作りのための新たな施策＝ハナノヒアプリについて 

【定量実績】 
①交換拠店数（メンバーストア数）:213店（10月末実績） 
  （内訳）・直営店  ： 66店舗 
      ・非直営店 ： 147店舗 
 

②交換回数実績 累計：300万回(2019/6～2021/10) 

         月間累計：12万回（10月末実績） 
③アプリ会員実績 

累計アプリダウンロード数 ：7万回(2019/6～2021/10) 

現アプリ会員登録者数  ：38,014人（10月末実績） 
現アプリ課金者数    ： 9,514人（10月末実績） 

もっと気軽に、日々の生活でお花を楽しんでもらいたい。 
そんな思いを込めて、展開をしているのが、お花の定額制アプリ「ハナノヒ」アプ
リです。アプリ上でプランをご購入いただき、店舗でQRコードを読み込むだけで、
毎月決まった分お花を受け取れるお得なサブスクリプションサービスです。 
お花のボリュームや頻度に応じて6つのプランをご用意していますので、暮らしにお
花を気軽に取り入れたい方から、思う存分楽しみたい方まで、幅広くご利用いただ
いています。 

今月、成熟した社会を豊かにする新商品やサービスに贈
られる「サライ大賞2021」のライフスタイル部門賞を
受賞いたしました。 
※その他の受賞 
【ライフスタイル部門】 
・キリンホームタップ 
・せんべろメーカー 
【カルチャー部門】 
・伊能小図副本 
・ゴルゴ13 
・ピクトグラム 
【地方創生SDGs部門】 
・奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島 
・北海道・北東北の縄文遺跡群 
・トヨタ自動車MIRAI 

TOPIC 
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事例紹介：生活者コミュニティアプリ戦略。 

ドネーションアプリ：利他の心でつながる社会貢献。 

〇誰に：日々の生活の中で、花のある暮らしが習慣化していない層へ。 
 
〇何を：アプリを通じ花の理解を深め、花との距離を近づける。 
    コミュニケーションプラットフォームを提供する。 

気軽に暮らしに花を。もっとフィールドへ。 

6.8万投稿 

6.1万投稿 
（Tw4.4万＋Rt1.7万） 



■サイトのPV：55,426,961人 
 
■サイトのユニークユーザー数：16,134,765人 
 
■コンバージョン率：1.29％ 
■購入数：220,396個（前年比：122.2％） 
（内 個人：210,549個（前年比：122.6％） 法人：9,847個（112.9％）） 

■平均購入価格：6,691千円 
※2020年10月～2021年９月までの１年間の実績 

事例紹介： hibiyakadan.comについて 
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事例紹介：ファン作りのための新たな施策＝今後のhibiyakadan.comの施策。 

レビューをしたひとも、 
レビュー見て買った人も、 

謝礼がもらえる 

購入者がファンとなる過程において、自身が購入した商品をどう使ったのか、
使ったエクスペリエンス（買い物体験と生活者体験の両方）を投稿する。 

生活者のエクスペリエンス投稿を見て、新しい顧客に動機付けがされる（ファン
が新たなファンを呼ぶ）オンラインコマースエンジンをAPIで導入予定です。 
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会員登録／ログイン可能（統合したID連携戦略） 

属性 
データ 

属性 
データ 

属性 
データ 

ホームユース ライフスタイル雑貨 体験体感型商品 お取寄せギフト 

出品者 「5年後の出品者数5000社、出品点数10万点、取引規模50億へ！」 

フラワーギフト 

チャットBOT 
商品 

リコメンド 

配送手配 
管理 

業績 
精算管理 

日比谷花壇ブランド「自社品質管理製品」 

出品者ブランド「出品者品質管理製品」「マス商品」 

出店者ブランド「出店者品質管理製品」「ロングテール商品」 

出荷データ 
管理 

商品 
スペック 

CRM系出品者向け有償サービス 商品系出品者向け有償サービス 出荷配送系出品者向け有償サービス 

ポイント 
サービス 

顧客 
レビュー 

スペック 
商品表示 

商品検索 
商品登録 

胴元精算 

フ
ロ
ン
ト
エ
ン
ド 

複
数
事
業
の
顧
客
連
携
戦
略 

ミ
ド
ル
エ
ン
ド 

出
品
型
モ
ー
ル
方
式
で
の
商
品
戦
略 

バ
ッ
ク
エ
ン
ド 

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
戦
略 

仕入 
在庫管理 

配送手段 
選択 

ギフトカード 
BOX選択 

属性 
データ 

 
ドネーション 
オーダー 

 

アフター 
メンテ 

事例紹介：HKCOMを出品型モールサイトへ変革、自社ブランドを業界内外へ開放 



事例紹介：生活者コミュニティアプリ戦略。 
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事例紹介：生活者コミュニティアプリ戦略。 
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事例紹介：生活者コミュニティアプリ戦略。 
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事例紹介：生活者コミュニティアプリ戦略。 
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事例紹介：生活者コミュニティアプリ戦略。 
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■ビジネスモデル紹介：エコルの社会問題解決の取り組み 
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事例紹介：人が緑が共演する次世代環境の構築の取り組み。 

安全・健康な緑 にぎわいを生み出す名木・花修景 

これらはとても大切なもの 

地域資産 観光資源 

それが今、危険にさらされています‼ 22 



事例紹介：人が緑が共演する次世代環境の構築の取り組み。 

都市樹木が抱える問題 
大経木化/過密化 

気候変動の影響 
倒木/カシノナガキクイムシ発生 

高さ３２m 幹回り５mのクロマツが倒れる。 
エコルで調査。 

①おろちの松倒木 

カシノナガキ 
クイムシの成虫 

立ち枯れ状態 

ICTを活用した課題解決スキーム 

フラスの確認 

市民 
官 
行政 

プロ × × 

■市民による調査パトロール・報告 
        ■行政によるリスクマネジメント 
                 ■プロ樹木医の指導・育成 
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地域の観光資源である天然記念物の保護事業への協力 

３Dスキャニングから正確な形状把握を行い天然記念物管理計画を作成しています。 

事例紹介：人が緑が共演する次世代環境の構築の取り組み。 

■対象樹種 イチョウ（雄株） 

■スキャン日 ２０１９年６月１８日 

■スキャナ Focus （Faro社） 

■解析ソフト CloudCompare 

■作業の流れ  

1. 樹木の３Dスキャン 

2. 枝葉の点群除去 

3. 診断野帳の作成 

4. 根元から幹と大枝の区分 

5. 被害位置図の作成 

6. 形状計測・耐風速の計算 

7. 推定落下範囲の図示 

8. コブラケーブリング設置 

   位置図の作成 
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都市樹木の診断についての国際的な潮流 

エコルが会員企業として参加している一般社団法人街路樹診断協会においての活動事例 

2019年5月 国際シンポジウム開催：世界のアーバンフォレスト政策と樹木のマネジメント 

シンポジウムにおいての主なトピックス 
・地球温暖化に対しての都市のみどりの重要性 
・緑の価値について市民との共有方法 i-Treeなど 
・市民との協働による樹木の調査 
・都市樹木の根系保護に関する問題 
 
世界においても緑にお金をかけるために苦労をし
ている！ 

事例紹介：人が緑が共演する次世代環境の構築の取り組み。 
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■ビジネスモデル紹介：PPP/PFI事業戦略 
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日比谷花壇グループ PPP/PFI施設の広がり 

【 全 国 契 約 件 数 】  
 
東 京 都     1 5 件  
神 奈 川 県   1 2 件  
埼 玉 県      2 件  
千 葉 県      2 件  
茨 城 県      1 件  
山 梨 県     2 件  
大 阪 府     4 件  
兵 庫 県      6 件  
宮 城 県      2 件  
広 島 県      1 件  
福 岡 県      5 件  

合 計     5 0 件 / 1 2 9 施 設  

■埼玉県 
・ピアラシティ交流センター 
・ピアラシティ中央公園 

 
■山梨県 
・桂川ウェルネスパーク 
・笛吹川フルーツ公園 

■福岡県 
・福津市複合文化センター 
・旧福岡県公会堂貴賓館 
・福岡市東図書館 
・博多市民センター 
・天神中央公園西中洲エリア 
・福岡県営春日公園 

■広島県 
・尾道マリン・ユース・センター 

■大阪府 
・鶴見緑地及び咲くやこの花館ほか6施設 
・花とみどりの情報センター 
・うめきた二期地区開発事業 
・五月山緑地 

■茨城県 
・国営常陸海浜公園 

■宮城県 
・気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館 
・農業園芸センター みどりの杜 

■千葉県 
・プラッツ習志野 
・千葉市都市緑化植物園 

■神奈川県 
・相模三川公園 
・日比谷花壇大船フラワーセン
ター 
・生田緑地 
・メモリアルグリーン 
・相模原市営霊園 
・上総更級公園 
・長井海の手公園（ソレイユの
丘） 

■東京都 
・東京都立海上公園 大井ふ頭中央海浜公
園ほか14公園 
・東京都立夢の島公園・夢の島熱帯植物館 
・東京都立都市部の公園・東部グループ 
・北区立北運動場外９施設 
・旧中川水辺公園川の駅 
・としまみどりの防災公園：IKE・
SUNPARK 
・港区立公園・児童遊園 芝地区 
・港区立公園・児童遊園 麻布地区 

■兵庫県 
・甲山森林公園 
・三田市有料8公園（駒ヶ谷運動公園ほか） 
・鳴尾浜臨海公園南地区 
・尼崎市運動公園5箇所（橘公園ほか）  
・宝塚文化芸術センター及び庭園 

27 



コミュニティビジネス 

わらアート（せんだい農業園芸センター） ハロウィン おばけカボチャ（夢の島熱帯植物園） 

※インスタグラム投稿（ @hugnatsuaki ） 

みどりの杜サマーイルミネーション 
（せんだい農業園芸センター） 

鳩川沿 水仙球根植付（神奈川県立相模三川公園） 



様式 L-17 

キーワード：大屋根下の半屋外空間、地形を活かす、まちと公園のつなぎ目 

芝生広場でイベントやってるらしいよ 

気持ちのいい場所だね！ 

パークラボホールで面白そうな 
イベントをやってる 

なんとなく寄ったけど 
おもしろい講義だったね 

おもちゃのワークショップ楽しいね 

レンガ坂が見えるね 

料理を作ってる人たちが見えるよ！ 

遊びの広場に行ってみよう！ 

公園の広場でコーヒーでも飲もうかな 

このハーブ、ホットドッグにトッピン
グ 

されていたね、おいしかった！ 

地域の営み、生態系、情報とつながり、市民みんなで
活動を育んでゆく拠点 

本公園は駅前にありながらも、豊かな地形と樹木に溢れた、
都市のなかにおいて、貴重な空間として存在しています。ま
た、近隣は豊かな居住エリアに囲われており、市民に長年
愛されている公園です。 
私たちは市民に寄り添い、地域のあらゆる情報を収集し、
みんなで考え、活動していくことのできる、地域のコミュニ
ティ活性化の核となるような拠点「パークラボハウス」を提
案します。 
公園の新たな「顔」を創り出し、日常に溶け込むまちの拠点
とし、私たちの考えるPark-PFI事業では収益性を重視し
た施設ではなく、市民のための拠点を提案します。さまざま
な要素に囲われたこの場所だからこそできる、エリア全体を
巻き込み、発信していく施設として運営します。 

公園をひらき、市民が集うパークラボハウスの位置計画 平屋でアクセスしやすく、まちとつながる建物配置 公園にみんなの日常的な居場所をつくる大屋根空間 

パークラボハウスは、レンガ坂広場、芝生広場、遊びの広場に挟
まれた公園の南西入口に計画することによって、それぞれのゾー
ンをサポートする役割を果たします。 

日常的にひと通りの多いレンガ坂側に寄せて配置することで、
通りに面して賑やかな風景を作り出します。また、全面からアク
セスすることができる計画とすることで、公園に対して裏を作ら
ない建築とします。 

誰もが入りやすく集うことのできる大屋根空間を提案します。
開放的な屋根下空間とし、公園のエントランス(顔)としての構え
を作り、まちと公園の活動を緩やかにつなげていくことを目指し
ます。 

古民家 

ホール 

大池 

芝生広場 

図書館 
G.L.C 

遊びの広場 
公園全体を見た時の公
募対象施設の位置 芝生広場 

遊びの広場 

レンガ坂広場 

パークラボハウス 

レンガ坂広場 

公募対象施設の位置 大屋根 

さまざまな活動が行われる 
大屋根下のイメージ 表裏のないアクセス 

パークラボホール 

レンタルストック 

キッチンストック 
トイレ 

コミュニティガーデン 

ドマ 

ドマ 

パークカフェ 

パークラボアテンダントカ
ウンター 

スマートポール 

「パークラボハウス」~市民が集まり「創造」「発信」「継承」していく拠点~ 



様式 L-18 

明快で安全な利用に配慮した動線計画 万一の災害に配慮した防災への考え 誰もが集い・学ぶ明るくユニバーサルな居場所 柔軟な木構造による、自由な空間構成と将来対応 
目的ごとに各諸室まとめ
ることで、動線を明快に
し、また管理・セキュリ
ティも容易にすることが
できます。 
また、パークラボホール
は透明な木製建具にする
ことで、レンガ坂と公園
内双方に視認性を高める
ことで、施設と公園の両
方を把握でき開放的な計
画とします。  

大きなワンルームとなるよ
うな形状を利用し災害時の
炊き出しなどサポート機能
を受けることを可能としま
す。 
また、停電時に備て、ポー
タブル蓄電池や太陽光パネ
ルによる補助照明を採用し
ます。災害時、建物外周部
の広場を何に利用するかを
事前に決めることで迅速な
対応が可能となります。 

既存の地形に沿ってレベル差
を活かしたアプローチ計画と、
段差を利用した学びの空間は
施設内だけでなく、周囲から
も視認性をあげることで気軽
にイベントや講座に参加でき
る雰囲気を作り出します。普
段から様々な活動が行われる
パークラボは、市民だけでな
く広く地域を活性化する多摩
エリアの新たな顔となる拠点
を目指します。 

空間に様々な天井の高さや広
さ、明るさを与えることので
きる、多様な空間をもつこと
が最大の魅力になると考えま
す。木造建築において不自由
になる構造壁や筋交いが無く、
軸組工法でつくることが出来
る構造システムを提案するこ
とで、容易に内部の領域(利
用方法)を可変・更新してい
くことのできる自由な空間構
成を提案します。 

裏をつくらず、くつろぎを生み出す縁側空間 

搬入動線 
利用動線 

利用動線 

構造に縛られない自由な平面 

自由な壁 

居室 

仕切 

機能によって決まる自由な天井高さ 

自然エネルギーを利用したスマートポール 

いつも公園を見守るパークラボアテンダント 

主園路からの視認性を高める通り土間 

まちに開かれたホール 

テイクアウトカフェを設置し、公園利用を促進 

パークラボホール 

レンタルストック 
キッチンストック 

女子 
トイレ 

ドマ 

ドマ 

パークカフェ 

男子 
トイレ 

多目的 
トイレ 

パークラボアテンダントカ
ウンター 

パークショップ レンタルされる公園を
豊かに利用する家具 

軒先から、外部空間ま
で一体的に利用 

明るく入りやすい
トイレ空間 

半屋外の屋根下空間で行われ
る活動は、公園の風景の一部
としてあわられる 

遊びの広場へ 

芝生広場へ 

カフェの規模可変を可能とす
る間取り 

多摩エリアのセレクト商品と
公園のアクティビティを豊か
にする商品が並ぶショップ 

テイクアウトに特化した
カフェとし、公園の利用
を活性化する 

可変ユニット 

コミュニティガーデン 

平面図：S=1/150 

授乳室 

キーワード：大屋根空間、地形を活かす、まちと公園をつなぐ 

B 

B 

A A 

「パークラボハウス」~内部空間で行われる活動が外に染み出していく平面計画と 
              魅力的な運営事業によって作られるみんなの居場所~ 



キーワード：大屋根空間、地形を活かす、まちと公園をつなぐ 

様々な市民活動をサポートし、SDGsに特化した新しい環境教育が日常化する大屋根下の提案 

建築の設計フェーズを教材と捉え、子ども達の学びの場として事業プロセスの透明化を図る 市民が誇りに思う、ここにしかない材料と新しい木構造計画 既存地形を活かした断面計画で土工事を削減 

私たちは、公共的な建築として公募対象施設を提案していきたいと考えています。公共建築の数々の経験において、市民
の方々にどのように活用されるかはとても重要なこととなっていると実感しています。このことから、今回の設計計画では、
多摩産木材の利用を木の切り出しから、地域の子どもたちに見える化を図り、設計行為自体を教材財産として価値のある
ものととらえ、積極的に発信していくことを提案したいと考えています。 

多摩産材を適材適所に利用し、コスト重視に偏重せず、この場所ならでは
の木構造を提案することで、市民が誇れる建築を目指します。構造原理
に立脚した合理的な架構であり、同時に変化に富んだ新たな木造空間を
創出します。 

現在の公園の地形を利用した断面計画とすることで、土工
事を極力減らすことを可能とします。土工事の削減はコスト
削減、工期短縮だけでなく、公園の外に廃棄残土を極力出
さない工夫を最大限行います。 

地形に沿った断面形状 

土ゴミを削減する計画 

樹木のような柱形状を採用 多様性のある屋根下空間を実現 

木構造アクソメイメージ 多摩の森を歩いてみよう 原木丸太を切ってみよう 工事現場で遊んでみよう 

既存のケヤキをはじめとする高木群と地形起伏を活かしながら、 
土中の空気と水の循環機能・涵養力を育むことによって、 
建物内外の心地好い微気候～温熱環境を整えます。 
昨今の異常気象にも対応できる安定した雨水浸透機能も担保します。 

パークラボホール 

薪ストーブ 
伐採木活用 

雨水タンク 

コミュニティ 
ガーデン 

草屋根(一部) 
遮熱及び放射温度の緩和 

重力換気 

パークラボアテンダント 

多摩産スギ・ヒノキの軸組 
床フローリング、建具、家具 

木製引き戸による 
フレキシブルな空間一体利用 

ドマ 

カウンター 

パークカフェ 

ケヤキ 

SDGsの実現へ 

土中環境の整備 

「パークラボハウス」~計画段階から考える市民のための環境教育という新たな視点~ 
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賑わいづくりコンテンツ事業 グランピング施設「里楽巣」 
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賑わいづくりコンテンツ事業 

レベニューシェア型のリブランディング・販路拡大・PRを実現 
県・市・地銀と連携し地域の名産品を作る事業者をサポート。商品のブランディン
グ、販売ルートのサポート、EC販路強化、パブリシティによるプロモーション活動
全般をサポートし、ECサイトのレベニューシェア事業を行う。 

イノベーションパートナーズ 
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賑わいづくりコンテンツ事業 

 

 

 

私たちの日常の暮らしや行動が支援につながる「1食1支援」のドネーション（寄付）ブランドです。 
オープンの2019年10月～2021年9月末までで、合計57,003個のハンバーガーを販売し、 
①35,670給食支援（シープケアセンター） 
②1,000世帯に約30,000膳分のお米（東京都ひとり親家庭） 
を支援いたしました。 

BURGERS TOKYO 
“BURGERS CAN CHNGE THE WORLD”を掲げ2019年10月に東京下北沢に誕生。 
バーガー1色につき1食分の給食費30円をNPO団体を通じてアフリカ・ケニアのシープケアセンターの子供た
ちの支援を行っています。 



35 

共感から生まれるコミュニティ 

1食1支援のドネーション活動。加えて地域に根差したブランド形成。「Fan Network」 

ART 

MUSIC 

BOTANICAL 

ECO FRIENDLY 

ART BY MHAK GALLERY BY NAOHIRO YAKO 

MUSIC EVENT IN 下北沢 
廃材や中央をリユースした内装や家具。サスティナブルなメッセー
ジを発信。 

下北沢の一番街商店街の中で、感度の高い若者、意識の高い大人たちや、商店街を毎日の暮らしの中でご利用
されている地元の方々とともに、ブランド店舗を交流拠点/プラットフォームとしてつなげていきます。 

シンボルツリー 
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賑わいづくりコンテンツ事業 FLOWERS BAKE & ICE CREAM 
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受託事例の紹介：大規模花修景の実施 

国営常陸海浜公園でのみはらしの丘その他でのネモフィラ、コキア、チューリップ、スイセンなどの
「配植計画」、「栽培管理」「景観計画」を行っています。世界中から年間300万人が集まる、最も有
名な花修景の公園です。 
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受託事例の紹介：長井海の手公園ソレイユの丘 

Park-PFI（公募設置管理制度）と指定管理者制度を組み合わせた事業の交流拠点機能拡充事業。 
23年4月のリニューアルオープン予定。 



39 

受託事例の紹介：としまみどりの防災公園（愛称 IKE・SUNPARK） 

出典：豊島区広報パンフレット平成２９年３月発行 
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受託事例の紹介：としまみどりの防災公園（愛称 IKE・SUNPARK） 

出典：豊島区広報パンフレット平成２９年３月発行 

豊島区は「SDGs未来都市」および「自治体SDGsモデル事業」に選定されています。 
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受託事例の紹介：としまみどりの防災公園（愛称 IKE・SUNPARK） 

出典：https://travel.willer.co.jp/ikebus/ 



42 

■地域創生事業ビジョン 
 「市民参加による花と緑溢れる街づくり新世代戦略」 
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「みどりの価値」の見える化への挑戦。 

抜粋：公園利用者の行動特性と利用資源に関する研究 －東京都立猿江恩賜公園におけるモデル調査
－（ 高橋和敬・上杉哲郎・池田龍仁・竹内智子 ） 
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「みどりの価値」の見える化への挑戦。 
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事例の紹介:ゲーミフィケーションアプリと地域課題解決の可能性 
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事例の紹介:ゲーミフィケーションアプリと地域課題解決の可能性 

            ■東京23区 現在位置登録＆投稿 ■全国マンホール探索 ■全国写真レビュー 
 
運営会社は市民参画型のインフラ情報プラットフォームの構築・提供・運営を行うNPO。 
 
人口が減少している日本において、老朽化が進むインフラにかかるメンテナンスコストの大きな負担が未来世代に転嫁されるのは、構造的に
避けられない。この現状を打開すべく、ゲーミフィケーションとデータサイエンス技術を活用し、インフラを利用する市民が主体的に参画す
る形でインフラ産業の革新を進めることに挑戦しているという。 



生活者コミュニティアプリの活用による市民参加型での地域課題解決① 

お気に入りの花・みどり景観、名所、 
ご近所のガーデン、個人庭を撮影し、 
アプリ内に投稿、☆評価 

市民参加 
★★★★☆ 4.3 

★★★★☆ 4.4 

★★★★★ 4.8 

★★★★★ 4.7 

花とみどりのツーリズム需要の喚起 

地域振興 

ファン・マー
ケティング 
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生活者コミュニティアプリの活用による市民参加型での地域課題解決② 

街中の街路樹や公園樹、旅先
の庭・銘木、個人邸庭木を 
撮影し、アプリに投稿 

撮影した場所の位置情報

をGPSで取得。 

撮影した画像から、樹種、樹木の幹
回りと樹高から、  

CO2の吸着とO2の排出を測定。 

撮影した場所の位置情報から、樹
木マークが配置されていく地図が
できあがる。 

＝地域の緑資産を“みえる化” 

緑資産の
マッピング 

撮影・投稿するたびに、マイツリー登録や 
キャラクターDLできるゲーム性 
＝コレクション・集める楽しみ 

市民参加 

投稿ごとに、環境保全や緑化活動支援に 

ドネーション（寄付）できる。 
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市民参加型のグリーンサスティナブルなまちづくり・社会づくり。 

市民に身近なアプリを起点に、人々のコミュニティを育み、連携を促し、 
感謝経済が広がる社会へ。 
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まとめ。 

花と緑が溢れ、その価値が市民に見えて、 

       市民参画によって価値が高まるまちづくり 
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Our dreams will continue. 


