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事業実施の背景・課題
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■本事業における背景・目的
少子高齢化の影響による人口減少及び生
産年齢人口の減少が全国的に進み、人手不
足や経済規模の縮小が懸念される中、札幌
市においても同様の現象が今後進むことが
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推進するため「スポーツ・観光ICT推進部会」、

データを集積・活用するための共通基盤を
構築するとともに、個別分野における都市

取得するために、
観光情報提供アプリと連携

よるマーケティングや、
店舗近辺に多く滞留

した。
同アプリを街なかに設置したビーコン

する外国人観光客に向けた誘客プロモー

■札幌市

端末や携帯電話のGPSと連 動 さ せ 、人 流
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民間におけるデータ活用ニーズと提供
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また、市内の商業・観光施設など約20施設

機関の運行・遅延情報を収集した。収集した

にデータ提供を依頼し、外国人観 光 客 の

情報は、Webサイトや市内サイネージを通じ
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③健 康 行 動 促 進 を 目 的 と し た ビ ッ グ
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ボード(データを集約・分析・統計化し図表や
グラフで 表 示 )やアカウント管理機能を有
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今後の展開

スマホアプリを活用し、年齢等の属性情報
ビーコン端末を通じて人流データを収集

と歩数等の健康データを収集した。

取組を民間企業や市民団体、学術機関等と
連携しながら推進する。
また、連携中枢都市圏への取組の展開を
目指し、近隣自治体との連携も進めている。

I. 環境対策
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見込まれている。
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①人流×購買データを活用した外国人観光客
向け消費促進・周遊促進サービス

健康分野

Webページを通じて市民から歩道の路面
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⑤冬季路面情報の収集・提供および砂まき

市民・コミュニティ

・匿名化 ・クレンジング
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大学・研究機関

データ活用者

渋滞が発生しやすい時期や区間を特定し、

D. 雇用・労働
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C. 医療・健康

データ提供者

路面情報(画像データ、位置データ、加速度

札幌市 ICT 活用
プラットフォーム

B. 子ども・子育て

【交通・雪対策分野】

（実証地域：北海道札幌市）

A. 福祉・介護

E 『まちづくり』分野

IoT

ビッグ
データ

健康活動のインセンティブとして、参加
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