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　ICT(情報通信技術)は、この数十年で急速に大きな発展を遂げ

た。コンピュータは集積化し小型化が進み、通信ネットワークは、

有線から無線へ、そして大容量高速化が進んだ。その結果、近年

では我々の身の回りにも普及が進んできた。携帯電話やスマート

フォンは、生活に欠かせないツールとなり、家電や自動車には、コン

ピュータが入りネットワークとつながるようになった。ビジネスに

おいても、工場や商業施設にセンサーが設置され、最適な生産・

販売のために利用されるようになった。そして、このようにネット

ワークとつながる無数のデバイスからの情報を集め分析し、生活

やビジネスに活用しようというビッグデータ分析も生まれてきた。

　一方、今、我々は、多くの社会課題に直面している。地球温暖

化や少子高齢化、自然災害、エネルギー問題など多くの課題が

あげられる。これらの社会課題をICTの活用によって解決する

ことが期待されている。本稿では、社会課題の解決にICTは、ど

概要
　環境未来都市にも選定され、コンパクトシティ政策を進める富山市の取り組みを紹介するともに、この富山市の
政策をICTの活用によって後押しする二つの取り組み「ICTを活用したまちの賑わい創出『富山まちあるきICTコン
シェルジュ事業』」と「高齢者の健康増進支援『いきいきシニア倍増計画inとやま』」を紹介しながら、社会課題の
解決のためにICTをどのように活用していくかについて考察する。事実をデータで捉え、これを分析することがICT
によって可能になってきた。政策の立案・実行・検証にデータを活用することが、今後重要になってくる。

社会課題の解決とICT活用についての考察
～環境未来都市富山での取り組み～

大間知　一彦

  1.  はじめに

  2.  富山市の課題とコンパクトシティ政策

う役立ち、どうやって役立てるかについて、先進的な取り組みを

進める富山市の取り組み、そしてインテックと関連団体の取り組

みを紹介しながら、考察を進める。

　この章では、富山市の課題について紹介する。富山市は、公

共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトな街づくりを実現す

るコンパクトシティ施策をいち早く進めてきた。２００８年には政

府から環境モデル都市に、２０１１年には環境未来都市に選定さ

れた。さらには、２０１２年にはOECD(経済協力開発機構)からコ

ンパクトシティの世界的な先進モデル５都市として選出され、

２０１４年にはロックフェラー財団が選定する世界のレジリエント

シティ１００のひとつに日本ではじめて選定されている。今や富山

市のコンパクトシティの取り組みは、国内のみならず世界からも

注目される存在となっている。
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図１  社会課題の負のスパイラル

2.1  富山市の課題
　富山市は、直面する課題を以下のように整理している。

　①人口減少と超高齢化

　②過度な自動車依存による公共交通の衰退

　③中心市街地の魅力喪失

　④割高な都市管理の行政コスト

　⑤CO2排出量の増大

　これら課題は、多くの地方都市に共通の課題といえよう。

個々の課題について詳しく見ていく。１９７０年代よりモータリ

ゼーションが本格的に始まり、都市構造を急激に変化させてき

た。国民所得の向上や道路の整備によって｢マイカー・ブーム」

が到来し、自家用車は生活必需品となった。1世帯あたりの都道

府県別の自家用乗用車保有台数を、表１に示す。

　地方が高い数字を示しており、都市部は逆に低い数字となって

いる。いかに地方都市がクルマに依存した構造になっているかが

おわかりであろう。このような「クルマ社会」は、排気ガスによる

CO2排出量増大をもたらしただけでなく、都市機能の郊外化を

進めることになった。自家用車による手軽でパーソナルな移動手

段が提供されたことにより、住宅や商業地が郊外に広がること

となった。郊外のショッピングセンターが、大型化・娯楽化により

消費者のニーズをとらえ隆盛を極める一方で、古くからの中心市

街地の商店街は空洞化し、「シャッター街」と呼ばれるようになっ

た。さらに、人の移動が、クルマにシフトしたことにより、公共交

通の利用者は減り、路線や運行本数の削減が余儀なくされた。ま

た、郊外化により生活圏が広がったことにより、道路、上下水道、

公共サービスなどを整備・維持するための行政コストは、増大す

ることとなった。

　このような都市環境の中で、人口減少と超高齢化の時代がやっ

てくる。人口減少は、これまで以上に都市の空洞化をもたらす可

能性がある。また、自動車を運転できない高齢者への移動手段を

提供する必要も出てくる。

　ここまで見てきたように、これらの課題は、密接に絡み合って負

のスパイラルと化している。図1にその概念図を示す。これら課題

にどのように歯止めをかけて、課題解決への道筋をたどっていけ

ば良いのだろうか。

表１  自家用乗用車の世帯当たり普及台数( 都道府県別・ランク順 )

2.2  富山市のコンパクトシティ政策
　富山市は、これまで見てきた課題を、「公共交通を軸とした拠

点集中型のコンパクトなまちづくり」により解決することを基本

方針として打ち出している。鉄軌道や路線バスなどの公共交通を

活性化させ、その沿線に居住、商業、業務、文化等の都市の諸機

能を集積させることが基本コンセプトとなっている。その概念図

は、図２の通りである。

図２  お団子と串の都市構造

平成27年3月末現在

出典 : 一般財団法人自動車検査登録情報協会
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クルマ社会の進行

CO2排出の増加

都市機能の郊外化

中心市街地の空洞化

公共交通の衰退

行政コストの増加

〈概念図〉
富山市が目指すお団子と串の都市構造

串　　：一定水準以上のサービス
　　　　レベルの公共交通

お団子：串で結ばれた徒歩圏

〈実現するための3本柱〉

③中心市街地の活性化

①公共交通の活性化

②公共交通沿線地区への
　居住促進

鉄道・路面電車・
バスサービス

鉄道サービス

バスサービス

都心

地域生活拠点

凡例

（出典：富山市）
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　富山市は、鉄道やバスなどの公共交通を串に位置付け、居住・

商業・業務・文化等の諸機能を集積した徒歩生活圏をお団子と位

置づけている。お団子となる生活圏を公共交通という串でしっか

り結び付けようというまちづくりを基本方針として示している。こ

の基本コンセプトのもと、富山市が実施してきた具体的な取り組

みのいくつかを紹介する。

(1) 公共交通の利便性向上の取り組み

　● 富山ライトレールの整備

JR西日本社が運行していたJR富山港線を、２００６年に第三

セクターにより路面電車化して運営している。日本で最初の

本格的LRT(Light Rail Transit)の導入となった。路線の整

備においては、「公設民営」の考え方により、富山市が建設

費・維持管理費を負担している。路線は富山駅前にある富山

駅北駅を起点に岩瀬浜駅まで７.６kmを走行している。また、

フィーダーバスと呼ばれるライトレールの運行時刻に合わせ

て駅を発着する路線バスも整備されており、利便性にも配慮

されている。

　● 市内電車環状線(セントラム)の整備

セントラムは、中心市街地を運行している路面電車の軌道を

延伸、接続することにより環状化し２００９年に整備された。中

心市街地の回遊性を高めることによって、公共交通と中心市

街地の活性化を図ることを目的としている。整備にあたって

は、「上下分離方式」を採用しており、富山市が「軌道整備事

業者」として、軌道整備及び車両の購入を行い、民間鉄道会

社が「軌道運送事業者」として車両運行を行う形態となって

いる。

　● 路面電車と新幹線富山駅の立体接続

２０１５年北陸新幹線開業に合わせて、新幹線富山駅高架下へ

市内電車が乗り入れを開始した。新幹線改札から路面電車

ホームまで数１０mと乗り換えが便利になり、中心市街地へ

のアクセスが向上した。そして、現在も在来線の高架化工事

が進められており、数年後の工事完了後には、駅北のライト

レールと駅南の市内電車が相互接続し、駅北から中心市街地

へのアクセス性が大きく向上する。

　● パークアンドライド駐車場整備

パークアンドライドとは、自宅から最寄り駅までは自家用車で

移動し、駅周辺に駐車して、鉄道やバスに乗り換えて目的地ま

で移動する方法である。郊外の鉄道１０駅に無料の駐車場を整

備している。駐車場の整備に当たっては、市のみによる整備だ

けでなく、駅前の民間商業施設などとの連携も行っている。

　● おでかけ定期券事業

おでかけ定期券は、富山市内在住の６５歳以上の方が、公共交

通機関を使って市内各地から中心市街地へおでかけする際

に、1乗車１００円で利用できるお得な定期券である。ラッシュア

ワー時間帯以外(９:００～１７:００)の乗車に限って利用できる。高

齢者の公共交通利用促進に大きな役割を果たしている。

　● 自転車共同利用システム（アヴィレ）

市内１８ヶ所に設置されたステーションから自由に自転車を利

用し、任意のステーションヘ返却できる新しいレンタルサイク

ルシステムを、２０１０年に導入した。CO2の削減と中心市街地の

活性化を図ることを目的としている。欧州では普及が進んでい

たシステムだが、日本では富山市での導入が先駆けとなった。

　このような公共交通における整備は、新たな手法を用いて行政

と民間が連携・役割分担しながら進める、全国でも先進的な取り

組みとなっている。

(２) まちなか拠点の整備

　● グランドプラザ

郊外に奪われていた人の流れを中心市街地に呼び戻そうと、

アーケイド通りの一角に、東西約２１m、南北約６５mの長方形

の敷地にガラス製の屋根に覆われた全天候型のイベント広

場を２００７年に整備した。週末には、毎回何らかのイベントが

開催されており、街の賑わい創出の中心的なスペースとなっ

ている。

　● TOYAMAキラリ

中心市街地にあった百貨店跡地の再開発事業として、複合ビ

ル「 TOYAMAキラリ」が２０１５年に完成した。「ガラスの街と

やま」の中核施設として、現代ガラス美術を中心に展示する

富山市ガラス美術館や富山市立図書館、カフェ、ミュージアム

ショップなどが入居する複合ビルである。富山市の文化芸術

の拠点として、中心市街地の賑わい創出が期待される。

　このような再開発事業の効果によって、中心市街地の賑わいも

徐々に戻り始め、さらには民間投資による開発事業も見られるよ

うになった。高齢者向けマンションが相次いで建設され、シネコン

などの新たな商業施設の建設もはじまった。

(３) 高齢化社会に向けた取り組み

　● 富山市角川介護予防センター

中心市街地小学校の統廃合に伴う遊休スペースを活用して、

角川介護予防センターを２０１１年に設立した。高齢者の健康

寿命を延伸することを目的に、温水を活用した水中運動や温

熱療法、パワーリハビリテーションなどの運動を、一人ひとり
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の状態に応じた実践的なプログラムとして提供し、介護の必

要のないアクティブシニアの増加を目指している。

　● 地域包括ケア拠点整備

中心市街地の小学校跡地に、訪問診療、医療介護連携など、

高齢者の暮らしを支える地域医療と介護機能をあわせもつ

地域包括ケア体制の拠点施設を、２０１７年の完成を目指して

整備予定である。

  3.  インテックとパートナーによる取り組み
　インテックは、創業の地であるこの富山市をフィールドに、ICT

の利用により社会課題を解決することを目的とした取り組みを進

めてきた。この章では、「ICTを活用したまちの賑わい創出『富山

まちあるき ICTコンシェルジュ事業』」と「高齢者の健康増進支

援『いきいきシニア倍増計画inとやま』」というインテックおよび

パートナー団体の二つの取り組みについて紹介する。

3.1  ICT を活用したまちの賑わい創出
         『富山まちあるきICTコンシェルジュ事業』
　インテックは、総務省「平成２４年度補正予算 I CT 街づくり推

進事業」公募 に富山市、民間企業、大学とのコンソーシアムで、「コ

ンパクトシティを実現する『富山まちあるき ICTコンシェルジュ

事業』」 を提案し、採択を受けた。当事業は、 ICT を活用して

まちの賑わいを創出することを目的に、２０１３年度に実施した。

イベント情報や公共交通の位置情報など、まちあるきに役立つ

情報を収集・配信する I CTインフラと情報配信プラットフォーム

の整備と併せて、歩行者の動態情報を収集し、今後のまちづく

り計画に活用するためのデータ分析を試行した 。具体的な取り

組み内容を以下に説明する。

(1)  I CTインフラの整備

　①フリーWi-Fiスポットの整備

中心市街地及び観光地に、３３ヶ所のWi-Fiスポットを整備

し、簡単な登録で誰でも無料でインターネットに接続できる

環境をケーブルテレビ富山社が構築し、提供した。

　②公共交通ロケーション情報

インテックが主体となって、市内電車及び、中心市街地を循

環するコミュニティバスにGPS端末を設置し、その現在位置

をパソコンやスマートフォンで表示できるようにした。

　③デジタルサイネージの設置

まちなか情報を配信するサイネージ端末を、駅(電鉄富山駅

２台、南富山駅1台)、路面電車(１７両×２台)、大学構内(1台×

４面)及びまちなか(1台)に新設した。また、まちなか(５台)、

公共施設(３台)、路面電車(３両×２台)の既設端末も活用し

た。これらの取り組みは、富山地方鉄道社とインテックが中

心になって実施した。

(２) 情報配信プラットフォームの整備

　①デジタルサイネージ向けCMS(Content Management

　　System)の整備

従来、設置事業者ごとに運用されてきたデジタルサイネージ

を連携するCMSを構築するとともに、これにより、街の入り

口となる駅から、まちなかの移動手段となる路面電車、中心

市街地まで、住民や観光客に連続的に有用なコンテンツを

提供できるようにした。現在、このサービスは、TMO(Town 

Management Organization)であるまちづくりとやま社

が、地域のメディアとして広告収入を元にした事業継続を行っ

ている。インテックは、このCMSの構築・運用を担った。

　②まちなか情報を配信するスマートフォンアプリ

　  ● ARスタンプラリーアプリ

AR(Augmented Reality、拡張現実)技術を活用したスタン

プラリー、クイズラリーなど娯楽性のあるスマートフォンアプ

リを、インテックが開発・提供した。さまざまなまちなかイベ

ント企画を楽しくするとともに、中心市街地の活性化につな

げた。事業期間終了後には、BLE(Bluetooth Low Energy)

技術を活用した機能も追加開発した。

　  ● まちあるき情報アプリ

まちあるき情報を、スマートフォンアプリで提供するシステ

ムを構築した。利用者の属性(性別、年代、居住地)に応じた

コンテンツ表示により、興味に合致した情報を提供すること

が、可能となった。また、イベントやお店の紹介情報に加え、

クーポンの配信機能も提供し、まち歩きを支援した。これら

の取り組みは、富山県立大学が実施した。

(３) 歩行者動態分析

　下記のデータによるまちなかの歩行者動態の分析を、富山大

学が実施した。

　①属性認識カメラによる歩行者属性データ

歩行者の性別、年齢層をカメラ画像から統計的に自動取得

できるシステムを市内２ヶ所（電鉄富山駅、総曲輪通り）に

設置して、データ収集を行った。このデータを分析すること

で、どのような性別・世代の人が、どのような時間に集まって

いるのかを把握することができた。
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②交通 ICカードの利用実績データ

路線バスや市内電車、郊外鉄道線についての交通 ICカード

による乗降データの提供を受けて分析を行った。各路線や

駅、バス停の利用傾向を分析し、見える化を行った。

　③Wi-Fi接続情報とスマートフォンアプリのGPSデータ

フリーWi-Fiスポットへの接続ログ情報とまちあるき情報ア

プリ利用者のGPS情報を分析し、歩行者の動線を把握する

ことを行った。

　本取り組みは、中心市街地の賑わい創出や公共交通の活性化を

目指して実施した。この取り組みについて以下に考察を加える。

　ICTの活用によって、①市民への情報発信を ICTデバイスに

よって実現し、②さまざまな動態データを ICTデバイスによって

収集し、③そのデータ分析結果をまちづくりの政策に活用する

環境づくりを行った。このような仕組みが、近い将来、政策の策

定プロセスに組み込まれるようになっていくだろう。従来の人

手によるアナログ調査ではつかみきれなかった、より広範囲で

詳細なデータは、政策策定における価値のあるインプットデー

タになりうるからである。たとえば、公共交通を利用する人の動

きを詳細に把握できれば、路線の整備や運行ダイヤの編成に役

立つであろう。さらに、実施した施策の検証にもデータが活用

できる。つまりPDCAを回すことが可能になる(図３参照)。

　本取り組みでは、自治体や大学、鉄道会社、まちづくり会社、通

信会社、広告会社、メディア会社など多くの団体が参加して実現

した。このように、社会課題の解決には、地域のさまざまなステイ

クホルダーの協力が必要となる。それぞれの団体がそれぞれの

得意分野の役割を果たすことで、課題の解決につながる。一方、

ICTは、情報のやり取りの中でそれぞれの事業者をつなぐ役割

を果たしている。言い換えれば、IT事業者はプロジェクトのコー

ディネート役を担っていかねばならない。

図３  ICT の活用と政策の PDCA

3.2　高齢者の健康増進支援「いきいきシニア
　　　倍増計画 in とやま」
　インテックは、総務省「平成２４年度補正予算 ICT 超高齢社会

づくり推進事業」公募に、日経BP社を中心とするコンソーシア

ムを、富山市や富山市角川介護予防センター、大学、民間企業

と構成し、「いきいきシニア倍増計画 in とやま」を提案し、採択

を受けた。当事業は、I CT を活用して高齢者の健康増進を支援

することを目的に２０１３年に実施した。角川介護予防センター

及び中心市街地商店街をフィールドとして、高齢者の健康増進

活動への意識づけと、イベントなどを通じた社会参加への誘導

を行った。具体的な取り組み内容を以下に説明する。

(１) ロコモ予防を目的としたエクササイズの提供

　介護予防施設である富山市角川介護予防センターでは、

高齢者の健康づくり事業を行っている。今回の実証事業で

は、施設利用者の定着化と新たな利用者層の拡大による稼

働率の向上により、アクテティブシニアの増加を目指した。

具体的には、ロコモティブシンドローム（関節、骨、筋肉など

の運動器障害で歩行や日常生活が困難になり、要介護に

なったり、要介護になる危険性の高い状態のこと)予防を目

的として高齢者やその予備群向けに新たなエクササイズを

提供した。単なる介護予防活動ではなく、参加者がより楽し

く取り組めるメソッドとして、音楽とダンスのステップを活

用している。

(２) 健康記録取り込みポイントの設置

　参加者の健康増進活動を支援するために、活動量計を配付

し、日々の記録を自身で取り込みができるように、取り込み

インタフェイスを開発して、取り込みポイントを以下に設置した。

　● 富山市角川介護予防センター施設内：1ヶ所、２セット

　● 中心市街地：２ヶ所（総曲輪通り商店街、中央通り商店街）

　● 市役所：1ヶ所

　取り込んだデータは、クラウド上に用意された自分だけの

格納場所に自動的に送信される。記録される項目は、以下

の通り。

　● 活動量計（歩数、消費カロリー、歩行カロリー、脂肪燃焼

　　量、移動距離など）

　● 血圧計（最高血圧、最低血圧、脈拍）

　● 体重計（体重、ただしBM I などはクラウド側で自動計算

　　される）

　日常の活動量と血圧、体重などの記録を蓄積し、日々の活

動として可視化することにより、施設での介護予防にとどま

情報発信 データ活用

データ収集 データ分析

ICT
ディスプレイ

Wi-Fi

センサースマホ

Do
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らない日常の健康づくり（歩行や体操など）として定着させ

ることを目的としている。

(３) 健康データの可視化と分析

　参加者や指導者が、日々登録したデータは、クラウド上の

サービスで管理され、計測記録の経過を確認することが可能

となっている。利用者は施設などの取り込みポイントだけで

なく、自宅のパソコンや家族のスマートデバイスなどで、必要

なときに計測記録を確認することも可能である。食事の記録

や健康診断の記録（オプション）も合わせて確認することに

より、参加者本人の健康づくり意識を高める。

(４) 活動量を反映したゲームの実装

　参加者のモチベーションを高めるために、活動量データ

を活用したゲームを開発、提供した。このゲームは、全国を

行脚する富山の売薬さんをモチーフにしたWebアプリケー

ションシステムである。取り込みポイントでの作業の際に、

このゲームを楽しめるようにした。ゲームでは、活動量に応

じて全国各地を旅するしかけになっており、各地の観光地や

文化施設を紹介（コンテンツは各自治体が提供するオープ

ンデータを利用）して、参加者自身が目標を持って参加でき

ることを目指した。

(５) イベントによる社会参加誘導の実施

　本事業の活動をアピールし、高齢者の健康増進活動を啓蒙

することを目的として、中心市街地のイベントスペースにおい

て、2回のイベントを行った。また、講演会も開催した。社会参

加のひとつのモデルとして、参加者を限定せずに、広く世代間

交流の事業として実施した。この他、ポスターや新聞、ケーブ

ルテレビやコミュニティFMなどの媒体での告知も行った。

　本取り組みにおいて、インテックは ICT導入に関する部分を担当

した。本取り組みでの参加者は、高齢者が中心となるため、ICTリ

テラシーが低いことを想定し、簡単な操作で実施できるようにし

た。普段は活動量計を持ち歩くことだけですみ、データ取り込み

ポイントでは活動量計をかざすだけで認証やデータ取り込みを

行えるようした。データの閲覧やゲームを楽しむ際にはタッチパ

ネルでの操作や操作ガイダンスにより、パソコンになじみのない

方でも利用できるサービスに配慮した。

　このように、ICTをできる限り意識させることなく、サービス

を利用できることは、ICTを活用した社会課題解決において

重要なポイントでないだろうか。今後、ウェアラブルデバイスや

IoT(Internet of Things)などさまざまな I CTデバイスが世に出

てくるだろうが、ICTを意識させない端末に期待したい。

  4.  考察
4.1  政策と政策を結びつけ
　「２.富山市の課題とコンパクトシティ政策」で示したように、そ

の特徴は、公共交通の利便性向上を軸に、さまざまな政策を連

携して実施しているところにある。具体的には、富山ライトレー

ルやセントラムの整備といったLRTネットワーク形成の取り組み

は、単に公共交通の利便性向上にとどまらず、高齢化対策に結び

ついた政策につながっている。低床型車両の導入によりお年寄り

にも利用しやすい環境づくりをした上で、お出かけ定期券によっ

て利用者へのインセンティブも与えている。この狙いは、高齢者

の公共交通利用を進め、高齢者の外出機会（つまり歩くこと）を

増やすことで、健康寿命を延ばすことにある。健康な高齢者が増

えれば、医療費や介護費の削減につながっていく。中心市街地に

介護予防施設を整備していることも、政策の連携に当てはまる。

中心市街地活性化の視点で見れば、高齢者の外出機会増加は、

買い物や飲食など消費の喚起につながる。イベントスペースや文

化施設の中心市街地での整備は、外出に向けた魅力を高める効

果をもたらす。公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりによっ

て、「2.1 富山市の課題」で説明した負のスパイラルは、正のスパ

イラルに変わってきた（図４参照）。

　従来、縦割りと称されて揶揄されてきた行政政策は、富山市の

場合には見事に政策連携が実現されている。地方創生の時代を

迎え、社会課題解決を実現していくためには、このような取り組

みが模範となるモデルとなると考える。

図４  社会課題解決の正のスパイラル

公共交通の整備・利用促進

歩いて暮らせるまちづくり
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4.2　社会課題解決とICT
　ICT の活用によって社会課題の解決を図る取り組み事例を、

「3. インテックとパートナーによる取り組み」で紹介した。分野

こそ違え、いずれの事例もデータ（一方は歩行者動態データ、

一方は健康データ）を収集し分析することが共通してある。ICT

活用の肝は、この「データ収集と分析」にあると考える。

(1) データで成果を説明する

　政策を執行すれば、その成果を市民に説明する務めが、自治体

にはある。説明にあたって、数値化された定量的なデータは、理

解しやすいし、シミュレーションもやりやすい。スマホやIoTの時

代の到来によって、これまで取得が難しかったさまざまなデータ

が取得できるようになってきた。市民へ結果を説明することを前

提に、あらかじめ考えてデータを収集することが必要である。

(２) 政策の立案にデータを活用する

　政策の立案にデータを活用することも重要なポイントであ

る。人の動きや街の動きを定点においてデータで把握するこ

とによって、起きている変化や傾向を客観的に見ることが可

能になる。長いトレンドで変化を捉えるという視点で、どのよ

うなデータを収集し、蓄積していくかを判断して実施してい

く必要がある。

(３) 部門横断でデータを活用する

　「4.1 政策と政策を結びつけ」では、政策の連携が重要なポ

イントであることを述べた。同じように、データを政策間で共

有できる環境づくりも重要となる、公共交通利用の動態デー

タは、交通政策のみに使われるのでなく、高齢者のデータを切

り出すことで、高齢化政策にも活用できる。自治体のさまざま

な部門がデータを共有し活用できる共通プラットフォームを整

備していく必要がある。さらに、複数のデータを組み合わせて、

あらゆる切り口でデータを分析できる機能がプラットフォーム

に求められる。言い換えれば、自治体内のオープンデータを進

めることで、政策の連携を進めることができるようになる。

  5.  おわりに
　本稿では、社会課題の解決とICTについて、富山市での事例を

交えながら考察してきた。ICT技術は、これまで以上のスピードで

進化していく。我々 ICTに携わるものは、このスピードに追い付い

ていくことはもちろん重要であるが、社会の中で知らないうちに

ICTを活用しているような使い方を考える必要がある。ICTリテ

ラシーに左右されない ICTの活用を考えていきたい。
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