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※提案時点 協議会構成員︓守⾕市、福⼭コンサルタント、もりあぐ（もりや循環型農⾷健協議会） 

市内酒店 5 店舗 



 

 

※民間事業者等：民間事業者及び大学・研究機関等 

団体名 もりやグリーンインフラ推進協議会 

対象区域 

（該当に○を付す） 

a 地区単位（数ha〜数⼗ha程度） 
b 複数地区をまたぐ区域（例︓ニュータウン）  
c 市町村全域 
d その他（複数市町村をまたぐ区域、鉄道沿線等） 

地⽅公共団体 

市町村等名  守⾕市 

代表者役職及び⽒名  市⻑ 松丸修久 

連 

絡 

先 

部署名  企画課 

担当者名  南崎慎輔 

住所  茨城県守⾕市⼤柏950番地の1 

電話番号  0297-45-1111 

FAX番号  0297-45-6529 

メールアドレス  kikaku@city.moriya.ibaraki.jp 

⺠間事業者等※ 

(代表） 

 

事業者名 （株）福⼭コンサルタント 

代表者役職及び⽒名 代表取締役社⻑ 福島 宏治 

連 

絡 

先 

部署名 地域・環境マネジメント事業部 

担当者名 ⻑⾕川 啓⼀ 

住所 東京都⽂京区後楽2-3-21 住友不動産飯⽥橋ビル 

電話番号 03-5805-8867 

FAX番号 03-5805-8868 

メールアドレス  k.hasegawa@fukuyamaconsul.co.jp 
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対象区域の課題・ビジョン  【様式１】 
１）対象区域の概要（区域・地勢・⼈⼝ 等） 

【①区域および地勢】守谷市は、茨城県の南西端に位置し、東京都心から 40km 圏内にある、面積 35.71k ㎡の都

市である。地勢は、茨城県南部から千葉県北部にわたる大きな洪積台地の先端部分に位置する。 

【②⼈⼝︓平成 31 年 4 ⽉ 1 ⽇現在】人口は、平成 31 年 4 月 1 日時点で約 6.8 万人であり、現在も年 700 人程度

の増加を続けている。将来推計は、2025 年をピークに 2060 年には、5.5 万人まで減少する結果となっている。

【③グリーンインフラ活⽤のポテンシャル】3 方向を利根川・鬼怒川・小貝川に囲まれているが、市街地は台地上に立地

しており大規模災害のリスクが低い。また、大きな３つの河川の他にも市街地の中に谷津の里山景観を残す。安

全かつ自然豊かな点を都市の魅力と活用しやすく、グリーンインフラ（GI）活用のポテンシャルが高い。 

【④ICT スマートシティ化のポテンシャル】H30 年から市民生活総合支援アプリ「Morinfo」というスマートフォンアプ

リを本格稼働中。プッシュ通知や市民レポート投稿機能を有し、災害時にリアルタイムの災害状況を市民から収

集・共有するシステム等を導入している。行政と市民との情報共有を促進し、市政への住民参画や協働のまちづ

くりを推進するシステム。守谷市のスマートシティ化を推進するインフラとしてさらなる活用を検討中。 

２）対象区域が抱える課題 

【①早期に宅地整備されたエリアの⾼齢化と空洞化】 市内で早期に宅地整備が実施された地区は、高齢化と空洞化が

進みつつあり、今後のさらなる深刻化が懸念。 
【②新規開発エリアの⼦育て環境の充実】 近年に土地区画整理事業が完了した地区（松並地区）は、特に子育て世

代を呼び込むために、子育て環境が充実した魅力的な街づくりを進めていくことが課題。 
【③都市間競争⼒の強化のためのシティブランド⼒の強化】 将来的に加速する人口減少の中で、首都圏で居住エリア

として人気の高いつくばエクスプレス（以下、TX）沿線の中でも、独自の魅力を創出し、守谷のシティブランド

を強化していくことが課題。 

３）課題解決に向けたまちづくりビジョン（基本構想・マスタープラン 等） 
【ビジョン︓GI をバックグラウンドとした都市の魅⼒向上】まちづくりのビジョンとして、市の有する水・緑といった自

然資源（≒グリーンインフラ）をバックグラウンドとして、持続的に維持・活用する都市の将来像を描いている。

【①第⼆次守⾕市総合計画後期基本計画（H28~H33）】 
「緑きらめき 人が輝く 絆つなぐまち もりや」 

【②守⾕市都市計画マスタープラン（平成 22 年 3 ⽉）】 
「豊かな大地に明日の生活と文化を築くまち」 

▲市街地にある⾥⼭の⾃然（守⾕野⿃のみち）

▲位置

▲Morinfo イメージ画⾯ 
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スマートシティの実現に向けたモデル事業の取組内容 【様式２】 
１）スマートシティ実現に向けた取組の全体像／個々の具体的な取組内容／期待される効果 
【全体像】 提案するスマートシティの全体像は以下の通りである。以下に示す最終的な目標像と設定した上で、

本モデル事業の H31 年度の取り組みは、「実現に向けた具体的な計画立案」、「スマホ行動データによるデータ分

析（一部試行）」、「参画主体を増やしたマネジメント体制強化」を予定している。 
（※注：個別事業の推進は、地方創生交付金、グリーンスローモビリティの補助等を活用して同時進行予定） 

基本理念︓GI のまちづくりへの活⽤＆スマートシティ化により、持続可能な住みよいリバブルシティの実現
1 市内の⾃然資本を活⽤してまちづくりに GI を計画的に活⽤する 
2 Morinfo 等の ICT 技術を活⽤し、次世代まちづくりによるスマートシティ化と EBPM を推進する 
3 官⺠連携による事業創発、⺠間資本をベースとした持続的な GI マネジメントを⽬指す 
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【事業間の関係性】 

各課題を解決するための事業として①～⑤の個別施策を推進し、⑥の政策で各個別事業を資金開発も含めた持

続的なマネジメントを行うとともに、⑦の政策で各事業の評価とデータに基づく政策マネジメントを行う。 
都市が抱える課題と各事業間の関係性は以下の通りである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
【各事業の具体的な取り組み内容】 

事業名 ① グリーンスローモビリティによる市内周遊性の向上 
分  野 交通、観光、健康・医療 

事業概要 グリーンスローモビリティ等を活⽤した GI 拠点等の周遊性向上による外出機会の増⼤ 

H31 年度 
実施内容 

1）市内 GI 主要施設（駅、守⾕ SA、野⿃のみち、稲⼾井調節池等）を結ぶグリスロの導⼊検討 
・移動体データ解析による守⾕市内の⾏動分析（主要な移動施設、回遊性、時間帯等） 
・⾃動運転⾞の導⼊可能性検討と団地内における⾃動運転の試⾏（1 ⽇程度） 
・⾏動分析に主要施設回遊のグリスロの導⼊検討、イベント時におけるグリスロ導⼊可能性検討 

関係者 地域住⺠、株式会社アイサンテクノロジー、株式会社ブログウォッチャー、株式会社 SVI 研究所 
取り
組み 

現在 モコバス（コミュニティバス、H21〜）、デマンド乗合交通（H31~）、路線バス（関東鉄道） 
今後 イベント時のグリーンスローモビリティの導⼊や⾃動運転⾞の検討 

期待される 
効果 

・グリスロ回遊︓GI 施設利⽤促進（GI 施設利⽤増、⽴ち寄り回数増）、GI の認知向上 
・健康増進（⾼齢者の外出機会の増⼤、医療費の削減） 

 
事業名 ② 未利⽤地を中⼼とした賑わい創出（守⾕駅東⼝等） 
分  野 観光、健康・医療 

事業概要 駅前空地（守⾕駅東⼝ 1.2ha）等の⼤規模市有地を拠点とした、新たな賑わい創出 

H31 年度 
実施内容 

１）駅前の⽴地を活かし市外からの来訪者に GI の取り組みを PR する空間のあり⽅検討 
２）周辺の GI 拠点を結びコアとなる機能の検討 
・TX 経由の来訪者の回遊⾏動、守⾕ GI をコンセプトとした拠点、⽴体的な⾒どころ情報 
・各拠点からの１⽇あたりの歩⾏量等の⽬安等、各世代の⾏動に即した健康情報 

関係者 地域住⺠、守⾕市 
取り
組み 

現在 駅前空地等のサウンディングを終了し、基本⽅針を整理済み 
今後 ⺠間事業者決定 

期待される 
効果 

・市有地の未利⽤地を中⼼とした賑わい創出（東⼝市有地等） 
・健康増進（ウォーキングによる回遊⾏動の増⼤） 
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事業名 ③ ⾥⼭⾕津の GI 機能の向上（守⾕野⿃のみち） 
分  野 環境、観光、健康・医療 

事業概要 市街地に残る⾥⼭（守⾕野⿃のみち）を GI として持続的に活⽤し、環境保全と地域振興につなげる。 

H31 年度 
実施内容 

1)野⿃のみち利⽤状況と利⽤者の⾏動・属性の分析 
2)利⽤ニーズを踏まえた活性化⽅策の検討 
・⽊道などの遊歩道の利⽤⾏動や利⽤者属性を把握。PR イベント前後の利⽤者数の変化を把握 
・滞留しやすい箇所への案内設置等、利⽤ニーズに応じた追加施設の導⼊ 

関係者 守⾕市観光協会、⼟地所有者、愛宕中学校、⾸都圏新都市鉄道株式会社、株式会社ブログウォッチャー 

取り 
組み 

現在 
地⽅創⽣「「野⿃の森散策路と⿃のみち」協働推進プロジェクト」事業実施中、 
⽊道の再整備完了（H30.11）、TX 主催のウォーキングイベントの開催（H31.3） 

今後 利⽤者⾏動データにもとづく利活⽤⽅策の検討。GI としての価値をさらに⾼める。 

期待される 
効果 

・活動の市⺠の認知度の向上と、環境保全活動の活性化。⽣物多様性の向上 
・観光⽬的の来訪者数増加による地域経済への効果 
・⾃然の中に出る外出機会の増⼤、健康増進と医療費の削減 

 

事業名 ④遊⽔地の GI 公園整備（利根川・稲⼾井調節池） 
分  野 環境、防災、観光 

事業概要 利根川遊⽔地の平時利⽤として、GI 公園を整備することで多⽬的利⽤を図る。 

H31 年度 
実施内容 

1)公園計画策定のための市内公園の利⽤分析 
2)利⽤ニーズを踏まえた公園計画と検討、モニタリング⽅針の検討 
・⾏動データから周辺公園や利根川河川敷（⼤利根運動公園）の利⽤実態の把握 
・別途実施のアンケート等から把握したニーズと合わせて、⾏動データに基づくスマートプランニングの試⾏ 

整備後のモニタリング⽅針の検討 

関係者 
国交省関東地整 利根川上流河川事務所、関東エコロジカル・ネットワーク推進協議会、 
株式会社ブログウォッチャー、株式会社 SVI 研究所 

取り 
組み 

現在 
稲⼾井調節池整備・活⽤懇談会を開催し、利活⽤⽅針を取りまとめ済み（〜H29） 
関東エコロジカル・ネットワーク推進協議会との連携開始（H31.2） 

今後 ⾏動データに基づくニーズ分析を踏まえた、GI 公園計画の検討 

期待される 
効果 

・洪⽔発⽣時以外の未利⽤地の効果的活⽤ 
・観光⽬的の来訪者数増加による地域経済への効果 
・⾃然の中に出る外出機会の増⼤、健康増進と医療費の削減 

 

事業名 ⑤スマート都市農業拠点の形成と農による地域コミュニティの活性化 
分  野 都市農業、観光 

事業概要 スマート農業を活性化する⽣産・販売の拠点を設ける。都市農業を地域ブランドにする 

H31 年度 
実施内容 

1）スマート農業拠点と農産物情報発信システムの導⼊検討（特徴/トレーサービリティ情報） 
2）ICT 協働都市農園による地域コミュニティ活性化の社会実験（シェアファーム） 
・ドローン等を⽤いたスマート農業と ICT 技術を⽤いて⽣産者から購⼊者までのトレーサビリティを担保する検討 
・Morinfo 等を活⽤した ICT 協働都市農園による、地域コミュニティ活性化に関する社会実験 

関係者 もりあぐ、地元農家 
取り 
組み 

現在 地⽅創⽣「農が繋ぐ”まち”地域資源連携推進」プロジェクト（H30.3~） 
今後 ・守⾕ SA 等での集客を⽣かした ICT を活⽤した農産物販売の検討、ICT 協働都市農園の社会実験の計画 

期待される 
効果 

・農業拠点の⽴ち寄り率の増加、農業拠点の販売額の増加 
・ICT 協働都市農園をコアとした地域コミュニティの活性化 
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事業名 ⑥多様な資⾦調達をベースとした持続的 GI マネジメント 
分野 （共通︓基盤事業） 

事業概要 公共資⾦のみに頼らずに、多様な資⾦調達により GI の持続的なマネジメントを⽬指す。 

H31 年度のモデル事
業で実施する内容 

１）もりやグリーンインフラ協議会の体制強化 
２）多様な資⾦調達と地域循環⽅法の検討 
・継続的な組織運営体制の構築⇒多様な主体が参加する SPC（特定⽬的会社）の設⽴ 
・持続的 GI マネジメント⽅法の検討⇒⾃主事業、マネジメント⽅法の検討、関係者の役割分担 
・クラウドファンディング、SIB、地元企業個⼈の出資等の多様な資⾦調達の検討 
・SIB を前提とした事業の明確化と社会的効果の測定⽅法の検討、GI ポイントの検討 

関係者 守⾕市、福⼭コンサルタント、株式会社 SVI 研究所 
取り組みの

状況 
現在 協議会設⽴済み、Moriya ビール事業の収益による GI の循環資⾦の⼀定額の確保 
今後 組織体制の強化（SPC）、多様な資⾦調達と活⽤ 

期待される効果 
継続的な組織体制︓地域関係法⼈の運営参加（参加企業数） 
多様な資⾦調達による事業促進（調達資⾦額、創出事業数等） 

 
事業名 ⑦守⾕ GI 指標づくりと ICT の活⽤による EBPM 
分野 （共通︓基盤事業） 

事業概要 各施策を評価するための指標づくりと、「Morinfo」やその他の移動体データを活⽤した施策運営 

H31 年度のモデル事
業で実施する内容 

１）グリーンインフラによるまちづくりに関する守⾕ GI 指標づくり 
２）守⾕市アプリの「Morinfo」の活⽤による効果把握検討 
３）移動体データの解析による EBPM の可能性検討 
・SDGs を達成するためのもりや GI 指標の検討（改定予定の総合計画へ反映を検討） 
・守⾕ＧＩ指標に基づくＧＩ施策の評価⽅法の検討、移動体データに基づく解析の試⾏ 

関係者 ⾺奈⽊教授（九州⼤学）、株式会社ブログウォッチャー、株式会社 SVI 研究所 

取り組みの
状況 

現在 
Morinfo本格運⽤開始（H30.4〜）、福⼭コンサルタントと⾺奈⽊教授でSDGｓ指標化の共同研
究を実施中（H31.1〜） 

今後 
・アプリデータやスマホ移動体データ等の ICT による取得データの⼀般利⽤ 
・SDGs 達成のための守⾕ＧＩ指標化と EBPM の実施 

期待される効果 ・「Morinfo」や移動体データの活⽤による効果的な GI 施策運営（ICT データによる評価施策数） 
 

２）スマートシティの実現に係るロードマップ 
段階 取り組み内容 

STEP 0 
・これまでの取り組み 

・2017.11 GI に関する取り組みの開始（官⺠包括連携協定） 
・2018.4  スマートフォンアプリ「Morinfo」本格稼働 
・2018.11 もりやグリーンインフラ協議会設⽴ 
・2018.12 パイロット事業（MORIYA GREEN BEER）の事業化（2 週間で 5,000 本完売）

STEP 1 
・計画⽴案 
・2019 年度（本公募） 

◆Moriya グリーン&スマートシティ全体計画⽴案（各施策の計画の具体化と全体像の整理） 
◆⼀部の実証実験・先⾏事業の実施（P3〜5 に記載） 
◆データ評価試⾏（「Morinfo」取得データと、㈱ブログウォッチャーが保有する位置情報データ） 

STEP 2 
・事業化段階 

・2020 年度〜2023 年度 
◆全体計画と 2019 年試⾏にもとづき、優先順位を付けて順次事業化（施策①〜⑤、⑦） 
◆事業の拡⼤に伴うコンソーシアムの拡⼤とマネジメント体制強化（施策⑥） 

STEP 3 
・マネジメント段階 

・2023 年度〜（STEP２と並⾏して実施） 
◆組織体制の強化（SPC）、多様な資⾦調達と活⽤ 
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データ利活⽤⽅針 【様式３】 
１）データの収集⽅法と整理可能な内容 

①守谷市民生活総合支援アプリ「Morinfo」：既存プラットフォーム活用 
「Morinfo」は、スマートフォンアプリによる守谷市と市民の相互通信プラッ

トフォームであり、市政情報・災害時における避難情報の発信や、市民からの

インフラ不具合情報の投稿など、市民生活全般をサポートするアプリとして運

用されている。モデル事業に連動したページを追加するなど柔軟に機能追加が

可能で、GI イベント等で活用した場合は参加状況等を効率よく把握できる。ま

たイベント参加者にアプリ画面上でアンケートを実施し施策のフィードバック

を得ることができる。 
②行動評価にかかる基礎データ構築：民間のスマホ位置情報データ活用 

㈱福山コンサルタント、株式会社 SVI 研究所は、2018 年 9 月に㈱ブログウォ

ッチャーと「位置情報等ビッグデータを活用した新しい都市・地域マネジメン

ト事業に関する業務連携」を締結し、同社が保有する位置情報データの分析に

関する知見を有しているため、全国 365 日の人流データを有効に活用すること

が可能である。守谷市内においても十分なサンプルを有しているため、独自の

調査、データ取得等を行わずに居住エリア別・曜日別・時間帯別のＯＤや施設・

イベント等の滞在状況など、市民の異動情報の把握が可能である。 

２）GI を活⽤したデータ駆動型スマートシティ構想（データ利活⽤⽅針） 
■GI を中心としたスマートシティのアーキテクチャ 
アプリを通じた市民の声と位置情報データをデジタル空間側で連携させ、都市・モビリティ・GI（公園や緑化空

間）等のフィジカル空間の最適化マネジメントを可能にするとともに、GI を中心とした都市生活の充実が民間

サービスの創出を促進するサイクルを作ることで都市の課題解決と価値向上を目指す。 
 

■データ連携 
・将来的には位置情報取得機

能を〈①アプリ〉へ実装し

ていくことを視野に入れ

るが、現状ではサンプル数

が充実する〈②データ〉で

市民の行動情報を補完し、

モデル事業の検討・評価に

用いるとともに、継続的な

モニタリングにより市民

活動の変化を捉える。 
■データ管理 
・分析した市民の声や移動の

基礎情報やモニタリング

結果、またその他統計デー

タ等との連携データにつ

いては、オープンデータ化

する。 
・移動情報は、集約化した

OD 情報を提供するなど、

個人を特定できない形に

変換して提供する。 
・公園や緑化空間周辺の商業

活動（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ等）を行う際に、スタートアップを始めとする民間企業のマーケティング活動におけ

る重要な情報としてオープン化した移動情報を活用し、当該エリアの魅力向上とサービス創出を両立させる。

項目 内容

提供形式 スマートフォンアプリ
（ios,andoroid対応）、Web版

機能 ・市民側からの投稿機能
・ごみカレンダー等市政情報
・GI施策イベントページ（随時）

特徴 ・ページ追加、改変が容易

▼市⺠⽣活総合⽀援アプリ「Morinfo」の仕様

項目 内容

取得情報 ＧＰＳ・wifiによる緯度経度
居住地・従業地

取得方法 民間事業者アプリへのSDK
実装による取得

取得ピッチ 約5分～15分

サンプル数 2000万MAU／全国

▼ブログウォッチャーデータのデータ仕様
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モデル事業実施に係る運営体制 【様式４】 
１）事業実施体制（産官学⺠等） 

 
モデル事業実施に係る運営体制は、

多主体が参画するもりや GI 協議会を

中心とし、各施策を収益事業化しなが

ら、持続的なマネジメントが可能な体

制を目指して展開する。 
 
現状 Moriya Green Beer の製造販売に

関わる主体で協議会を構成 
今後個別に立ち上げていく事業の関係

主体を取り込みながら、協議会の体制

強化と拡大による安定運営を目指す。 

２）各実施主体の役割分担（場所・施設・設備等の提供状況、データの提供 等） 
■実施主体と役割分担 
分類 主体 

産（民間企業等） 

協議会運営者（応募時点）【施策①～⑦】：福山コンサルタント、もりあぐ、市内酒店 
データ提供企業【施策①～⑦】：㈱ブログウォッチャー 
データ提供分析【施策①～⑦】：株式会社 SVI 研究所 
自動運転関連協力企業【施策①】：㈱アイサンテクノロジー 
個別事業協力企業（農）【施策⑤】：イオン 
個別事業協力企業（野鳥のみち）【施策③】守谷市観光協会 

官（公共） 【施策①～⑦】守谷市 

学（大学・研究所） 
GI 政策に関する技術協力【施策②～④】：国立環境研究所、東京農業大学、石川県立大

SDGs 政策評価に関する技術協力【施策⑦】：九州大学 
農業政策に関する技術協力【施策⑤】：筑波大学、茨城大学 

 

３）持続可能な管理運営⽅針、資⾦計画、費⽤負担の在り⽅ 等 
■グリーン&スマートシティ化の計画策定と各種事業化の立ち上げ段階では、補助金や市が負担する個別事業費

を活用しながら推進する。各事業の立ち上げ後は、個別施策を収益事業化しつつ、多様な資金調達手法（クラ

ウドファンディング、SIB、地元企業や個人出資等）を検討しながらマネジメントを進める。 

ステップ 管理運営のマネジメント 運営費調達 運営益
（目標/年）

ステップ０〜2019.3 
・これまでの取り組み 

・もりやグリーンインフラ協議会設立
・MORIYA GREEN BEER の事業化 

・MORIYA GREEN BEER の GI 資金化
(25 万円：約 5,000 本実績) 

25 万円 
※実績 

ステップ１〜2020.3 
⾃⽴資⾦の調達検討 
・2019 年度（本公募） 

・協議会の組織体制強化（参加企業の
増強、役割分担、実施事業の検討等）

・効果測定方法の確立（アンケート、
移動体データ等の活用） 

・SPC 設立に向けた具体化検討（実施
事業と主体企業の調整、行政との連
携方法等） 

・SIB を前提とした GI 事業形成検討 

・MORIYA GREEN BEER の GI 資金強
化(100 万円：約 25,000 本販売
予定) 

・協議会参加団体の支援（CSR） 
・多様な資金調達の検討（クラウ

ドファンディング、SIB、地元企
業・個人出資、公的機関出資） 

・市負担金による支援 

100 万円 

ステップ２〜2025.3 
SPC 事業の実施 

・協議会の組織体制の確立（SPC 組成）
・SPC による GI 自主事業の実施

（MORIYA GREEN BEER+2事業を目標）

・SPC 事業の収益（3事業程度） 
・個別事業は、地方創生交付金、

グリーンスローモビリティの補
助等を活用 

600 万円 

ステップ３〜2030.3 
SPC 事業の拡⼤ 

・SPC による GI 自主事業の推進
（MORIYA GREEN BEER+5事業を目標）

・SIB を前提とした GI 事業の実施 

・SPC 事業の収益（6事業程度） 
・出資：地元企業・個人、公的機

関出資(MINTO 機構等) 
・SIB からの調達 

1,500 万円
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成果検証 【様式５】 
１）成果の検証⽅法（KPI、将来的な都市・地域の評価⽅法） 
■目指す全体像 

スマートシティの取り組みは、市の最上位計画である総合計画と連携するものとし、次期総合計画では「グリ

ーンインフラ＆ICT スマートシティの実現」を政策方針に反映する予定。 

また、今後取り組むべき自治体 SDGs や Society5.0 の実現において、グリーンインフラ＆ICT スマートシテ

ィの取り組みは重要な役割を果たすため、KPI 指標の設定による事業進捗管理と施策評価により、総合計画の将

来像の実現に対する取り組みの効果を評価しつつ事業を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本業務での実施範囲 

各事業が目指す効果の発現に向けて設定する KPI 指標は、ICT 活用により計測を行うなど随時更新可能なデ

ータによって確認し、事業の進捗管理を実施する。計測方法は、守谷市アプリ「Morinfo」による取得データと

㈱ブログウォッチャーが保有する位置情報データの連携による。 
事業 KPI 指標 計測方法 効果 

①グリスロによる市
内周遊性の向上 

・⾼齢者の外出機会の増⼤ 
・GI 施設利⽤増、⽴ち寄り回数増 

・位置情報データの活⽤ 
・「Morinfo」によるアンケート、

歩数データ 

健康増進、医療費の削減 
GI 施設利⽤促進、 
GI の認知向上 

②未利⽤地を中
⼼とした賑わい創
出 

・来訪者の GI 拠点への⽴ち寄り率の
増⼤ 
・ウォーキングによる回遊⾏動の増⼤ 

・位置情報データの活⽤ 賑わい創出 
健康増進 

③⾥⼭⾕津の GI
機能の向上 

・活動の市⺠の認知度の向上 
・観光⽬的の来訪者数増加 
・⾃然の中に出る外出機会の増⼤ 

・「Morinfo」によるアンケート 
・位置情報データ×観光・緑化
エリア GIS データ 

環境保全活動の活性化 
⽣物多様性の向上 
地域経済への効果 
健康増進と医療費の削減 

④遊⽔地の GI 公
園整備 

・観光⽬的の来訪者数増加 
・⾃然の中に出る外出機会の増⼤ 

・位置情報データ×観光・緑化
エリア GIS データ 

地域経済への効果 
健康増進と医療費の削減 

⑤スマート都市農業
拠点の形成と農によ
る地域コミュニティの
活性化 

・農業拠点の⽴ち寄り率の増加 
・農業拠点の販売額の増加 
・ICT 協働都市農園をコアとした 
地域コミュニティの活性化 

・位置情報データ活⽤ 
・農産物販売関連データ収集 
・「Morinfo」によるアンケート 

農業拠点化による地域活性
化 

⑥多様な資⾦調
達をベースとした持
続的 GI マネジメン
ト 

・地域関係法⼈の参加企業数の増加
・調達資⾦額、創出事業数の増加 

・事業者ヒアリング 
多様な資⾦調達による事業
促進 
地域循環経済への貢献 

⑦守⾕GI指標づく
りと ICT の活⽤によ
る EBPM 

・ICT データによる評価施策数の増加 ・「Morinfo」や位置情報データ
の活⽤ 効果的な GI施策運営の実現

 

  

グリーンインフラ＆ 
ICT スマートシティ 

取組みを発展させつつ市の
魅⼒向上につなげる 

政策⽅針
への反映を
検討 

SDGs，Society5.0 
持続可能な開発⽬標(SDGs)に向けた
取組等の推進、Society5.0 の実現

SDGsに向けて実施する施策の有効
性、政策判断について、持続可能性
の客観的評価を明確化する。 

将
来
像
実
現
に
む
け
て 

総
合
計
画
と
総
合
戦
略
を 

⼀
体
的
に
推
進 
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今後の展開 【様式６】 
１）対象区域外への展開、他都市・地域への横展開に向けた取組⽅針等 
■茨城県守谷市におけるグリーンインフラ化と ICT スマートシティ化を推進する取り組みは、全国で他に類を

見ない挑戦と考えている。 

■取り組み推進の軸である、GI 推進に関する官民包括連携協力協定（守谷市×福山コンサルタント）や、MORIYA 

GREEN BEER（環境配慮クラフトビール）の開発・販売で運営資金をマネタイズする取り組み等、いずれも

新たな挑戦である。 

■これらの取り組みは、既に市および協議会から積極的に対外公表を進めている。これらにより、他都市や他地

域への取り組みの拡大にむけた展開を進める。 

（１）メディアを活用した横展開の促進 

守谷版 GI の取り組み等の横展開を進めるため

に、メディアを活用した取り組み PR を展開中。

これらの取り組みを今後も継続実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）レポート作成と市 HP での公開 

現在の守谷市 HP において、プロジェクト紹介を行っている。 

「守谷版グリーンインフラ ＆ ICT スマートシティ」の経緯をまと

めたレポートを取りまとめて、HP でオープン化する予定。これにより

他都市の取り組みの促進を狙う。 

（３）独自のシンポジウム開催 

守谷市内で“地方自治体が官民連携で推進する GI に関するシンポジ

ウム”を開催予定。GI に関する取り組みを市外～市内にむけて発信す

る予定（2020 年予定）。 

（４）産官学での取り組みの発展にむけた学会等での情報発信 

対外的な展開として、守谷版 GI の取り組みの横展開を進めるために、多数の学会や会議等で対外 PR を実施

してきている。これらの対外発表の取り組みを今後も継続実施し横展開の推進を図る。 

（学会等での講演に関する直近の実績） 

・2018.9 応用生態工学会全国大会で講演 

・2018.12 日本生態学会公開セミナーで講演 

・2019.2 関東エコネット協議会で紹介 

（他都市の行政関係者や地域団体が多数参加） 

・2019.3 日本生態学会全国大会で発表 

・2019.5（予定）日本造園学で発表（発表前） 

▲守⾕市 HP によるグリーンインフラの情報発信状況 

▲2018.9 応⽤⽣態⼯学会全国⼤会での講演資料

▲⽇経コンストラクション（2019/3/25） 
福⼭ C の位置情報データの取り組みの紹介 

▲⽇経コンストラクション（2018/5/14）
官⺠連携による守⾕版 GI の紹介 
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その他 【様式７】 
 

取組分野【全分野横断】 
＜項目＞ ＜該当する事項＞ 

既存の戦略・政策 
第二次守谷市総合計画後期基本計画、守谷市都市計画マスタープラン、守谷

市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

法律・条例・規則 ― 

事業実施体制 守谷市、もりやグリーンインフラ推進協議会 等 

運営管理方針 「もりやグリーンインフラ推進協議会」によるマネジメントと管理運営 

取得または活用するデータ 
市有スマートフォンアプリ「Morinfo」の取得データ、㈱ブログウォッチャー

の GPS による人流データ、その他、既存の GIS データ等 

データの活用方法 
市有スマートフォンアプリ「Morinfo」のデータと、㈱ブログウォッチャーデ

ータの補完による活用。将来的には「Morinfo」による取得データを拡充。 

データの連携方法 データプラットフォーム等 

設置する設備 ― 

セキュリティ確保の方法 ネットワークセキュリティ、認証セキュリティ 等 

 

取組分野【⾃然との共⽣】 
＜項目＞ ＜該当する事項＞ 

既存の戦略・政策 
第二次守谷市総合計画後期基本計画、守谷市都市計画マスタープラン、守谷

市まち・ひと・しごと創生総合戦略、第 2 次守谷市環境基本計画 

法律・条例・規則 ― 

事業実施体制 守谷市、もりやグリーンインフラ推進協議会 等 

運営管理方針 「もりやグリーンインフラ推進協議会」によるマネジメントと管理運営 

取得または活用するデータ 
市有スマートフォンアプリ「Morinfo」の取得データ、㈱ブログウォッチャー

の GPS による人流データ、観光・緑化エリア GIS データ 

データの活用方法 
市有スマートフォンアプリ「Morinfo」のデータと、㈱ブログウォッチャーデ

ータの補完による活用。将来的には「Morinfo」による取得データを拡充。 

データの連携方法 データプラットフォーム等 

設置する設備 ― 

セキュリティ確保の方法 ネットワークセキュリティ、認証セキュリティ 等 

 

取組分野【観光】 
＜項目＞ ＜該当する事項＞ 

既存の戦略・政策 

第二次守谷市総合計画後期基本計画、守谷市都市計画マスタープラン、守谷

市まち・ひと・しごと創生総合戦略、守谷市景観計画、守谷市シティプロモ

ーション戦略プラン 

法律・条例・規則 ― 
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事業実施体制 守谷市、もりやグリーンインフラ推進協議会 等 

運営管理方針 「もりやグリーンインフラ推進協議会」によるマネジメントと管理運営 

取得または活用するデータ 
市有スマートフォンアプリ「Morinfo」の取得データ、㈱ブログウォッチャー

の GPS による人流データ、観光・緑化エリア GIS データ 

データの活用方法 
市有スマートフォンアプリ「Morinfo」のデータと、㈱ブログウォッチャーデ

ータの補完による活用。将来的には「Morinfo」による取得データを拡充。 

データの連携方法 データプラットフォーム等 

設置する設備 ― 

セキュリティ確保の方法 ネットワークセキュリティ、認証セキュリティ 等 

 

取組分野【健康・医療】 
＜項目＞ ＜該当する事項＞ 

既存の戦略・政策 
第二次守谷市総合計画後期基本計画、守谷市都市計画マスタープラン、守谷

市まち・ひと・しごと創生総合戦略、第二次健康もりや 21 計画 

法律・条例・規則 ― 

事業実施体制 守谷市、もりやグリーンインフラ推進協議会 等 

運営管理方針 「もりやグリーンインフラ推進協議会」によるマネジメントと管理運営 

取得または活用するデータ 
市有スマートフォンアプリ「Morinfo」の取得データ、㈱ブログウォッチャー

の GPS による人流データ、「Morinfo」によるアンケートや歩数データ 

データの活用方法 
市有スマートフォンアプリ「Morinfo」のデータと、㈱ブログウォッチャーデ

ータの補完による活用。将来的には「Morinfo」による取得データを拡充。 

データの連携方法 データプラットフォーム等 

設置する設備 ― 

セキュリティ確保の方法 ネットワークセキュリティ、認証セキュリティ 等 

 

取組分野【交通】 
＜項目＞ ＜該当する事項＞ 

既存の戦略・政策 
第二次守谷市総合計画後期基本計画、守谷市都市計画マスタープラン、守谷

市まち・ひと・しごと創生総合戦略、第二次健康もりや 21 計画 

法律・条例・規則 ― 

事業実施体制 守谷市、もりやグリーンインフラ推進協議会 等 

運営管理方針 「もりやグリーンインフラ推進協議会」によるマネジメントと管理運営 

取得または活用するデータ 
市有スマートフォンアプリ「Morinfo」の取得データ、㈱ブログウォッチャー

の GPS による人流データ 

データの活用方法 
市有スマートフォンアプリ「Morinfo」のデータと、㈱ブログウォッチャーデ

ータの補完による活用。将来的には「Morinfo」による取得データを拡充。 

データの連携方法 データプラットフォーム等 

設置する設備 ― 

セキュリティ確保の方法 ネットワークセキュリティ、認証セキュリティ 等 


