
冬のDigi田甲子園 インターネット投票が始まりました！

応募総数172件から審査委員による事前審査の結果、インターネット投票候補４６件を
決定。1月24日（火）から、デジタル田園都市国家構想ウェブサイトにおいて、インターネッ
ト投票を開始。

デ ジ で ん

インターネット
投票候補

国民によるインターネット投票

選 考（ネット投票1月24日～2月24日） 表 彰

表彰式の開催
内閣総理大臣賞
等を授与審査委員による審査

スケジュール

審査委員

審査項目
①地域の課題解決・魅力向上
②独自性・先進性
③持続性・発展性
④他の地域への横展開の期待
等

◎ 増田 寛也 日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長 (◎審査委員長)
石山 志保 福井県大野市長 ／ 井澗 誠 和歌山県白浜町長
太田 直樹 株式会社New Stories代表取締役
正能 茉優 株式会社ハピキラFACTORY代表取締役・慶應義塾大学大学院特任助教
竹中 平蔵 慶應義塾大学名誉教授 ／ 平井 伸治 鳥取県知事
村井 純 慶應義塾大学教授 ／ 柳澤 大輔 株式会社カヤック代表取締役CEO
湯﨑 英彦 広島県知事 ／ 若宮 正子 特定非営利活動法人

ブロードバンドスクール協会理事

４６件（医療・介護・健康12件、教育・子育て5件、交通・物流7件、企業の生産性向上5件、
農林水産・食関連7件、観光・文化5件、防災5件、グリーン1件、誰一人5件、その他6件）

2月24日17時まで、
デジタル田園都市
国家構想ウェブサイト
にて、投票を受付中！
皆さんの投票をお待ち
しています

審
査
委
員
会

※複数分野にまたがる取組があるため、投票候補46件と一致しない。

※1/24午前10時オープン



企業・団体名等 取組名 主な実施地域 主たる分野

１ 株式会社アイシン 観光DXで移動に感動を。地域に笑顔を。
誘導型観光ナビ

神奈川県横須賀
市・三浦市 観光、文化、娯楽

２ i Smart Technologies株式
会社

Kaizen as a Service シン・製造業
DX^2 石川県 企業の生産性向上

３ あいおいニッセイ同和損害
保険株式会社

デジタル（テレマティクス）技術を活用
した新たな交通安全対策 福井県 防災、安心・安全の

確保

４ 宇和海水温情報運営管理協
議会

漁業者の夢を叶えた宇和海海況情報サー
ビス『You see U-Sea』

愛媛県伊方町、
八幡浜市、西予
市、宇和島市、
愛南町

農林水産業、食関連

５ 株式会社ウェブサイト しっかり稼ぐデジタル女性人材育成拠点
『おしごとハブ』 宮崎県宮崎市 企業の生産性向上

６ エゾウィン株式会社 レポサク- 誰でもできる農業DX /車両と
圃場の管理システム

北海道中標津町
計根別 農林水産業、食関連

７ 株式会社エスツー ‘平均年齢67歳’日本初のシニアeスポーツ
チーム 秋田県 その他（シニアのや

りがい等）

８ エーテンラボ株式会社 墨田区老人クラブでみんチャレ！高齢者
のデジタルデバイド対策 東京都墨田区 医療、介護、健康

９ 株式会社エクサホームケア 歩行分析AIサービス＜CareWizトルト＞ 宮崎県児湯郡新
富町 医療、介護、健康

10 大阪スマートシティパート
ナーズフォーラム(OSPF)

大阪モデルのスマートシティ実現に向け
た公民連携プロジェクト等 大阪府 その他（スマートヘル

スシティ等８分野）

11 かがわ医療情報ネットワー
ク協議会

命をデジタルで繋ぐ！かがわ医療情報
ネットワークＫ－ＭＩＸＲ 香川県 医療、介護、健康

12 雲見の里いいし うんなんケモナビ：鳥獣被害対策アプリ 島根県雲南市 防災、安心・安全の
確保

13 毛原の棚田ワンダービレッ
ジプロジェクト

コミュニティパワー発生デジタルエンジ
ンで持続可能な村づくり

京都府福知山市
大江町毛原

その他（コミュニ
ティの形成）

インターネット投票エントリー一覧（１/４）（企業・団体等名 五十音順）



企業・団体名等 取組名 主な実施地域 主たる分野

14 KDDI株式会社 「スマホ1つでバス・鉄道を利用可能
に」～地域交通DXを支援～

徳島県徳島市、
小松島市、阿南
市、美波町、牟
岐町、海陽町、
那賀町

交通、物流

15 晃洋設計測量株式会社 スマート林業の普及と実現に向けた森林
経営のＤＸへの取組み 栃木県 農林水産業、食関連

16 Community Mobility株式会
社

相乗りオンデマンドmobiで挑む、新しい
移動体験と地域共創 京都府京丹後市 交通、物流

17 札幌医科大学医学部 消化
器内科学講座

北海道炎症性腸疾患患者医療均一化を目
指した遠隔医療体制の確立 北海道釧路市 医療、介護、健康

18
一般社団法人サイバース
マートシティ創造協議会
（MCSCC）

幼年期から老年期まで健康を支えるス
マートヘルスケア事業 島根県益田市 医療、介護、健康

19 滋賀県漁獲情報デジタル化
推進協議会

WEBアプリ「湖レコ」で漁獲情報の迅速
収集とデジタル化 滋賀県 農林水産業、食関連

20 株式会社スーパー細川 日常の買い物から健康増進へ。ＤＸ化で
新たな顧客体験を創出！ 大分県中津市 医療、介護、健康

21 SOMPOケア株式会社 幸福寿命を延ばす在宅ケア支援ツール
「ケアエール」

福島県会津若松
市 医療、介護、健康

22 大日本印刷株式会社 たすけあいアプリ「メイアイ」を活用し
た共助促進プロジェクト 宮城県 誰一人取り残されな

い社会

23 大日本印刷株式会社 学びのプラットフォーム「リアテンダン
ト」で実現する教育ＤＸ 東京都 教育、子育て

24 ダイハツ工業株式会社 福祉介護・共同送迎サービス ゴイッ
ショ 香川県三豊市 医療、介護、健康

25 つくばトレイルガーディア
ンズ

筑波山×デジタル、安心・安全・新しい
登山体験をアプリで実現 茨城県 観光、文化、娯楽

インターネット投票エントリー一覧（２/４）（企業・団体等名 五十音順）



企業・団体名等 取組名 主な実施地域 主たる分野

26 デジタル受発注プラット
フォーム運営事務局

デジタル受発注の仕組構築中小企業の全
国連携で稼ぐ力を強化 東京都大田区 企業の生産性向上

27 凸版印刷株式会社 農産物の地産地消を支援する需給マッチ
ングプラットフォーム

福島県会津若松
市 農林水産業、食関連

28
一般社団法人とっとりプロ
フェッショナル人材戦略拠
点

とっとり副業・兼業プロジェクト「鳥取
県で週１副社長」 鳥取県鳥取市 企業の生産性向上

29 徳島医療コンソーシアム推
進協議会

全国初！ローカル５Ｇを活用した遠隔医
療による医療格差解消 徳島県 医療、介護、健康

30
国立大学法人東海国立大学
機構 名古屋大学安田・遠
藤・浦田研究室

産学官民連携による観光DX～高山市に
おけるデータの地産地消～ 岐阜県高山市 観光、文化、娯楽

31 日本電気株式会社 FIWAREを基盤にした都市OS活用による
スマートシティ展開 香川県高松市 防災、安心・安全の

確保

32
八幡平市、AP TECH 株式
会社、ネクストレボリュー
ション株式会社、岩手ド
ローンコンソーシアム

八幡平市メディテックバレープロジェク
ト

岩手県八幡平市
田山地区 医療、介護、健康

33 東日本旅客鉄道株式会社 北信濃での観光型MaaSによる利便性向
上と広域周遊の促進

長野県北信濃エ
リア 観光、文化、娯楽

34 社会福祉法人 日の本福祉
会

デジタルの力で将来世界で大活躍するこ
どもを育成支援 三重県 教育、子育て

35 株式会社ファームノート 北海道の酪農牧場でDX実証、全国の酪
農生産者へDXを推進 北海道 農林水産業、食関連

36 Future株式会社 電動モビリティシェア＆地域DXサービ
ス 沖縄県 交通、物流

37 ベル・データ株式会社 災害用備蓄品の在庫と出庫管理のデジタ
ル化及びポータル情報公開

和歌山県西牟婁
郡すさみ町

防災、安心・安全の
確保

インターネット投票エントリー一覧（３/４）（企業・団体等名 五十音順）



企業・団体名等 取組名 主な実施地域 主たる分野

38 母子モ株式会社 母子健康手帳アプリのデジタル予診票を
活用した小児予防接種DX 千葉県市原市 教育、子育て

39 株式会社POTETO Media AIの力で、広報DX。文字文字→グラ
フィックでわかりやすく。 奈良県三宅町 その他（行政サービ

ス）

40 三井住友海上火災保険株式
会社

AI道路点検支援サービスドラレコ・ロー
ドマネージャー 山梨県北杜市 交通、物流

41 株式会社ミライロ QRコード活用による駐車場の障害者割
引精算の円滑化 広島県広島市 誰一人取り残されな

い社会

42 山古志DAO NFT×限界集落～デジタル村民と挑戦す
る新たな村づくり～

新潟県長岡市山
古志地域

その他（コミュニ
ティ作り）

43 株式会社USEN-NEXT 
HOLDINGS NAGAOKA WORKER 新潟県長岡市 その他（離職防止、

人材獲得等）

44 ラピュタロボティクス株式
会社

ピッキングアシストロボットラピュタ
PA-AMR 埼玉県 交通、物流

45 株式会社LivePark インタラクティブ観光DX-温泉観光資源
のマネタイズによる地方創生 大分県別府市 観光、文化、娯楽

46 リコージャパン株式会社 守れ！コロナ医療 産学官連携による災
害医療業務のデジタル化 新潟県 医療、介護、健康

インターネット投票エントリー一覧（４/４）（企業・団体等名 五十音順）
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