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【本日の目次】

１，「エールラボえひめ」官民共創を担った
株式会社Public dots & Companyの紹介
調整アドバイバー スピーカーの紹介

２，「エールラボえひめ」誕生に果たした
当社の役割とPOINT



Mission

Vision

私たちは「公共」を再定義する。
Public dots & Companyは、これまでの官・行政のみで主導運営されていた自治体運営の「公共」から、住民・民間企業など多くのス

テークホルダーを巻き込んだ運営主体で実現される「パブリック」という概念にアップデイトしていきます。

公共のあらゆる人材データを通じて
社会課題を解決する。

①データで官民の人材をエンパワーメントする
②DXで自治体をデザインする
③民と官で事業を共創する



渋谷スクランブルスクエアQWSで活動。

2019年11月に開業予定の渋谷スクランブルスクエア。その15階で展開されるQWSにて、

自治体オープンイノベーションのデザインを展開していきます！



PdCのイベント活動（2019年）



PdCのイベント活動（2020年）

総務省と共催、地方自治体活性化

３自治体の市長参加、首長ピッチ



会社名：株式会社Public dots & Company

所在地：東京都渋谷区渋谷２-２４-１２
渋谷スクランブルスクエア15階
SHIBUYA QWS BOOSTER OFFICE 7

代表者：代表取締役CEO 伊藤大貴
取締役：取締役CHRO 小田理恵子

取締役CFO 山口勉
取締役CDO 菅原直敏

資本金：2000万円（資本準備金含む）

株 主：経営陣（4名）
創 業：2019年5月15日

【会社概要】

【お取引先企業・自治体】

【パートナー】



一般社団法人 Publitech
（共同創業者・事務局長）

株式会社 Public dots & Company
（共同創業者・取締役CFO）

一般社団法人官民共創未来コンソーシアム
（共同創業者・理事）

株式会社 FORCE
（創業者・代表取締役社長）

大村湾データコンソーシアム
（事務局長）

山口勉 (株)Public dots & Company取締役 CFO

東京都在住。テクノロジーを活かしたコンサルティングを強みに、民間企業の新規事業開発やアライアンス、デジタル変革を支援。
海外事業立上げやファイナンス等の組織改革も手がける等幅広い領域での知見も持つ。
2018年「自分らしく生きる為に、人にやさしいテクノロジーを活用して人々をエンパーメントする」
を掲げて一般社団法人Publitechを立ち上げ事務局長に就任。
Publitechでは様々な活動を通して、2019年には「大村湾データコンソーシアム」を設立し、長崎県・大村市・複数民間事業者と共に社会・地域のデジタ
ル変革に取り組み、自治体へのスマートシティについてのアドバイスも行う。
2019年5月、公共を再定義するというミッションを掲げ、パブリック人材のデータベースを構築して官民共創をすすめる
株式会社Public dots & Companyを創業し取締役CFOに就任。
2020年には広域自治体初となる愛媛県のデジタル総合戦略策定業務を担当。
その他多くの自治体のDX事業をサポートする。（自治体職員向け講演実績多数）
【支援自治体実績】
愛媛県、栃木県、三重県、島根県出雲市、山形県酒田市、広島県三次市、その他多数
2020年5月には、様々な地域課題解決と新しい価値の創出を官民共創によって進めることを目的とした一般社団法人官民共創未来コンソーシアムを立ち上
げ、理事に就任。2021年7月現在、15自治体に会員参画頂き、プロジェクトの支援を進めている。



2018年10月
設立・事務局長

2019年5月
設立・取締役

2020年5月
設立・理事

共に創る、未来の公共

公共を再定義する

人々が自分らしく生きられるた
めにテクノロジーも使って
人々をエンパワメントする

2020年4月 初の緊急事態宣言
新型コロナウィルスによる世界の混乱

「参加型Public」「官民共創」「未来の公共」



「エールラボえひめ」誕生に果たした
当社の役割とPOINT



①人的リソースの減少：地方から東京圏への一極集中、人口減

②財政（お金）の減少：国からの税再配分、税収・予算減

③課題の増加：高齢・過疎化、インフラ施設老朽化、災害対応

自治体・行政の「公共」が従来の自前主義
を維持できない社会の到来

背景・Fact（地方自治体・行政）

私たちが解決したい未来（課題）



私たちの取り組んだ ３つのモデル

デジタル変革を通じた

官民共創の実践モデル

私たちは、「愛媛県デジタル総合戦略」の策定にかかる

企画提案で「官民共創」をご提案しました。真のデジ

タル変革を実現するためには行政の抱えるリソース

だけで対応することに限界があるため、必然的に民の

力が必要になるためです。今回の「デジラボえひめ

」は同戦略にも位置付けられる官民共創のプラッ

ト フォームでもあります。つまり、総合戦略が理論

であれば、「デジラボえひめ」は実践の関係にありま

す。両者を有機的に結合し、デジタル変革を通じた官

民共創 の実践モデルを共創したいと考えます。

県の強みは広域的に市町の触媒になれることですが、

弱みは地域課題が山積する現場と離れていることで

す。そして、市町の強みと弱みはその正反対になりま

す。つまり、県と市町はプロジェクトの創出において

、完全な補完関係にあります。

県内には、県都松山市( 人口約 50 万人) から人口最少

の松野町( 約 3 ,600 人) まで、20 の多様な基礎自治体

が存在します。愛媛県・市町の強みは「県・市町連携

推進本部」を設置し、平成 23 年より緊密な連携体制

を構築してきたことです。この基盤は必ずデジタル変

革においても活きます。

したがって、デジタル変革を通じた県と市町の協働モ

デルを愛媛県から発信していきたいと考えています

。

デジタル変革を通じた

持続可能な地域還元モデル

ある地域と地域外(特に首都圏) の企業・団体が様々

な取り組みを連携して行うことは以前から行われて

きました。しかし、私たちが最も課題と考えるのは

、その取り組みは長続きしないだけでなく、例えば

補 助金事業等の場合はお金だけが東京の企業に持

っていかれ、地域に知見や人材といった資源が残ら

ない ことです。これを「搾取モデル」と私たちは便

宜的に 呼んでいます。

今回はそれとは反対の知見が地元に蓄積され、人材

も移住までしなくても継続的に愛媛県のプロジェク

トに関わる「還元モデル」として業務設計を目指し

ます。実は、この発想は、リモートワーク等のデジタ

ル環境が前提として整備されていないと極めて困難

なため、どの自治体も実践することができませんで

した。しかし、いち早くデジタル総合戦略の策定に取

り組む愛媛県様であれば、実践可能と考えています。

したがって、デジタル変革を通じた持続可能な地域

還元モデルを構築します。

2
デジタル変革を通じた

県と市町の協働モデル

1 3

理論

県と市町の
協働モデル

発信

実践

エールラボえひめ

知見
スキル
経験

持



エールラボえひめとは、県民中心の
「社会課題解決」と「新しい価値創出」の仕組み





これからチャレンジする【県民主体】で
社会・地域の課題解決と新しい価値創りの
官民共創のプラットフォームとは？

制約条件

前例がない！正解がない！

世の中の激しい変化。スピード感。
コロナ禍という待ったなしの状況。
本プロジェクトは9月スタート、3月完了
→アジャイルで、
でも行政関係なのでセキュリティもしっかり



これからの時代のキーワード

共創



発注・受注の関係から 共創

①体制へのチャレンジ
②技術へのチャレンジ



■県：発注・受注の関係から共創関係へ

① 体制へのチャレンジ

■国：国の動向をしっかり把握し、セキュリティ基準の担保

■地域：愛媛県地場企業、コミュニティとの連携、
持続可能な社会体制の構築

■東京：東京に集まるリソースとの共創（官民共創拠点）

■ツール：デジタル変革を通じてコロナ禍でも業務を
止めない体制（デジタルツールの活用）

大久保 光伸
システム設計チームリーダー役割

株式会社Public dots & Companyパートナー
内閣官房政府CIO補佐官、外務省CIO補佐官、財務省CIO補佐官
福島県磐梯町CDO補佐官
一般社団法人金融革新同友会FINOVATORS  Founder兼CTO
一般社団法人Fintech協会アドバイザリーボード等



構築時体制

統括責任者

菅原直敏

連絡• 調整 連絡• 調整
愛媛県

デジタル戦略室

各種連携

団体•企業等

業務設計 TL 

金澤一行

システム設計TL 

大久保光伸

システム開発

株式会社スカラ

デジタルマーケティングTL 

各種有識者

アドバイザー
調整コーディネーター

山口勉



これからの時代のキーワード

官民共創
地域内共創
都市間共創



これからの時代のキーワード

共創



連絡

調整

全体運用

タテヨコ愛媛

コミュニティ調整アドバイザー稲見益輔

プロジェクトディレクター金澤一行

現在の運用体制（★契約関係を正確に表した体制図ではありません。）

各種連携

団体・企業等

愛媛県

デジタル戦略室

PdC

調整コーディネーター山口勉

ディレクター岳野春菜

ディレクター

中矢浩之

(株式会社シフト)

官民共創拠点 デジタルマーケティングコミュニティ、プロジェクト設計

AD担当

ディレクター

町田祐一郎

(株式会社アイムービック)

ライター

廣瀬麻衣

コンテンツ
マーケティング担当

調整

連絡

コミュニティマネージャー

兼SNSメイン担当西

田沙織

南予担当

コミュニティマネージャー

武市栞奈

東予、中予担当 東京拠点 愛媛拠点

システム保守・運用
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知事の決断により、デジタル総合戦略を策定

中村時広愛媛県知事
2020年5月

戦略策定方針発表 愛媛県デジタル総合戦略
2021年3月



策定方針

戦略的なデジタル化により、愛媛県が目指すミッション・ビジョンを
実現するため、
『1 県民本位』
『2 県と市町の協働』
『3 官民共創』
の3つの視点で策定します。



25

戦略に基づき、組織と予算も抜本的に変更

組織

人事

予算事業

仕組
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戦略に基づき、県と市町の協働

県・市町DX協働宣言

全首長DX研修
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戦略に基づき、官民の共創デジタルプラットフォーム「エールラボえひめ」



愛媛県には『共創』土壌があります！

是非、本日ご参加の皆様、
愛媛県と共に

様々なチャレンジしませんか？



ご清聴ありがとうございました！


