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１．解決すべき地域・社会課題の内容 

 

一般財団法人ソーシャルアクション機構（以下当機構）は、群馬県内にデイサ

ービスをはじめ介護事業を展開する株式会社エムダブルエス日高を母体とした

組織である。当機構の目的は、ビジネスを通して社会課題を解決することであり、

近年、高齢化と地域公共交通衰退に伴い社会的な問題となっている下記に挙げる

問題に対して、『福祉Mover』事業のほか、高齢者の認知症予防と介護予防・介

護改善を目的としたリハビリ支援システム「ICTリハ（平成28年度経済産業省 健

康寿命延伸産業創出推進事業）」等を通じて、課題を解決すべく取り組みを行っ

ており、本稿にてその取り組みを紹介する。 

 

【高齢化と地域公共交通衰退に伴い地域、高齢者、介護現場に係る問題】 

① 日常生活への支障 

② 外出減による身体的・社会的フレイル進行 

③ 経済活動衰退 

④ 高齢者運転による事故増 

⑤ 公的負担増 

⑥ 通所介護現場では、通所者送迎の配車計画業務が残業の温床に 

 

 

２．課題解決のための取り組み（以下本事業）の内容 

 

当機構はプラットフォームシステム『福祉Mover』（当機構が開発）が持つ二

つの機能を用いて、「デイサービス等の送迎業務の効率化と標準化」と「地域の

交通弱者の移動支援」の二つの課題を解決する取り組みを行っている（図表1）。 

 

デイサービス等の送迎業務の効率化は、同システムの持つ、配車計画自動化機

能により実現し、地域の交通弱者の自由な移動支援については、デイサービス送

迎車の空席と移動希望者のリアルタイム最適マッチング機能によりデイサービ

スの業務効率化・標準化と、地域の交通弱者の自由な移動の両方を実現している。

デイサービス事業者には、業務効率化・標準化に資する『福祉Mover』の安価で

の提供を受けるかわりに、通所者の送迎“ついで”の、地域の交通弱者の移動支

援ボランティアに協力する。以下にそれぞれの事業の具体的な仕組みと事業モデ

ルについて紹介する。 
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利用者が「仲介料」を支払（運賃ではないため、白タク行為非該当） 

【図表1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．デイサービス等の送迎業務の効率化 

 

『福祉Mover』の一つ目の機能である配車計画自動化機能を用いて、毎日手作

業だけで行っていた通所者の送迎計画作成の自動化と、運行業務の標準化を行う。 

 

（１）配車計画自動化機能の概要 

 

実際に『福祉Mover』を先行導入した、(株)エムダブルエス日高 太田デイトレ

センターでは、1日に200名以上の利用者を抱える。これまで、毎日の送迎計画作

成業務に、手作業で8時間を要していたところ『福祉Mover』の導入により、わず

か1時間の作業となった。運行業務についても、デイサービス等送迎車の車内に

搭載するタブレットPC画面に、最適な運行ルートや、通所者の情報（乗降の際の

要注意事項等）が表示されるため、それに従うことにより、効率化・標準化が促

進される。 

 

（２）導入準備から配車計画自動化まで 

 

デイサービス等の通所者は、日々顔ぶれが変わるため、毎日送迎計画を作成す

る必要がある。図表2にあるとおり、どのドライバーが、どの車で、どの利用者

を、どの順番で、何時に迎えに行くか、車いすごと乗車可能な車を用意する必要

があるか、道が狭く軽自動車でしか入れないか、など、従来、送迎計画を作成す

るのは、非常に煩雑であった。また、通所者それぞれに送迎時の注意事項がある
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のも、時間を要する要因である。例えば、「一人暮らしなので、こたつの電気を

消してくること」、「玄関にある押し車も乗せてくること」といったもので、ヒ

ューマンエラーが起こりやすいものとなっている。このような個別の注意事項が、

通所者全体の8割程度に存在することにより、細心の注意を払って、手作業で作

成をするため、(株)エムダブルエス日高 太田デイトレセンターの場合、一日が

かりの作業であった。 

 

また、運行業務は、ドライバーに属人化され、共有化していない。例えば、通

る道路の選択は、ドライバーに任されていたが、裏道を知っているからと、裏道

を通り、早く着き過ぎて利用者に怒られたり、道が狭いので、車をこすったりす

るなど、トラブルの元であった。また、新規通所者の初送迎にあたっては、家ま

での詳細ルートがわからないので、紙媒体の地図を貼り合わせて、前日に事前確

認を行うなど、大きな負担が生じていた。 

 

これらを自動化・標準化するのが、『福祉Mover』である。あらかじめ通所者の

各種情報をデータベース化し、その情報を基に最適な計画案をはじき出すことに

より、送迎計画作成の多くを自動化する。また、送迎計画に基づいた会社推奨の

ルートがデイサービスタブレットPCに表示されるので、ドライバーは、タブレッ

トPCを車載すれば、事前に調べる必要がなく、表示される道路を順番に進むだけ

で利用者の元へたどり着くことができる。市販のカーナビの場合、目的地“付近”

でルート案内が終了してしまい、玄関までたどり着くことができない場合もある

が、『福祉Mover』のルート案内は、一番肝心な玄関までの経路が表示される（図

表2参照）。 

 

【図表2】 
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４．地域の交通弱者の自由な移動の支援 

 

『福祉Mover』の二つ目の機能、移動希望者と、送迎車に生じる空席をリアル

タイムでマッチングし、最適配車を実現する機能により、地域の交通弱者の自由

な移動を支援する。 

 

（１）移動支援機能の概要 

 

 効率化・標準化により生じた時間的、精神的余裕を活用して、各デイサービス

等は、地域の交通弱者に対する相乗り送迎にボランティアで協力し、法人の垣根

を越えて、交通弱者支援を行う（図表3参照）。 

 

 買い物などで移動を希望する交通弱者が、スマホで直接、又はコールセンター

を通じて『福祉Mover』に接続し、配車依頼を行うと、地域内を走る通所者送迎

中のデイサービス送迎車に生じた空席と移動希望者をリアルタイムでマッチン

グする。その際、本来業務である通所者送迎に大きな影響がない（デイサービス

等への到着予定時刻より10分以上の遅れがない）か考慮され、デイサービス送迎

車、移動希望者双方にとって、最適な配車がなされる仕組である。移動希望者は、

デイサービス送迎車に相乗りすることにより、少ない負担（運賃なし、当機構へ

の仲介料のみ1）で、好きな場所に移動することができる。 

 

移動支援ボランティアは、介護に長けたデイサービス等の車両とドライバーが

行うため、移動対象者が要介護者であっても、安全かつ手際よくドアツードアで

移動させることが可能となる。また、本来業務の通所者送迎に影響のない範囲に

おいて、“ついで”に行うため、新たな設備投資も新規雇用も不要、まとまった

時間を別途用意することもなく、無理なく実施できることも特長である。 

 

デイサービス送迎車は、全国各地を毎日縦横無尽に走り回っている。過疎地に

おいてもデイサービス送迎車が走行しているのは、高齢化率が高く需要が多いこ

とや、社会福祉法人が運営する特別養護老人ホーム（デイサービスが併設されて

いることも多い）は、山村過疎地や離島にも設置義務があることに起因する。 

 

デイサービス送迎車は、市町村境あるいは都道府県境を越えて、横断的に運行

されている。市町村境あるいは都道府県境を越えての運行を苦手とする交通行政

の弱みを補うことができる。 

 

通所者送迎中に一時的に発生する空席は、これまでの技術では活用することが

                              
1 運賃支払は発生せず、本事業が白タク行為に当たらないことを、群馬運輸支局を通じて、関東運輸局にも

確認済みである。緑ナンバーも二種免許も不要である。 
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困難であった。しかし、最新テクノロジーを結集した『福祉Mover』によって、

瞬間で切り出してリアルタイムマッチングすることにより、地域資源のシェアリ

ングが進化する。 

 

（２）配車依頼の仕組み 

 

例えば、普段、浅間デイサービスに通う利用者Aさんが、「自宅から長女の家に

行きたい」と『福祉Mover』に配車依頼を行うと、『福祉Mover』が地域内を走る

各法人のデイサービス送迎車の配車計算を行う。その結果、別法人である榛名デ

イサービスの通所者送迎中に、Aさんの自宅の近くを通るデイサービス送迎車が

最適と判断された場合、榛名デイサービスの送迎車の車載タブレットPCにAさん

の移動支援をするように配車依頼が飛ぶ。その際、迎え先（Aさんの自宅）と、

行き先（長女の家）も組み込んだルート表示に自動変更されるため、ドライバー

が場所を調べるなどの手間は発生しない。 

 

地域内の協力デイサービス等及び送迎車が増えることで、移動支援可能エリ

ア・ボリューム・対象者が拡大し、移動支援のサービス品質が向上する。 

 

【図表3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動希望者による配車依頼は、基本的にスマホを用いる。事前に登録済の5か所

の地点から、乗る場所、行きたい場所、乗車人数（2人まで可能）をタップ選択し

て、配車依頼を送信する。なお、高齢者のスマホ普及率が低いことを考慮して、

携帯（いわゆるガラケー）からコールセンターに電話をかけても配車依頼可能で

ある。 
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Pさんのデータ受信 

配車依頼を受けて、『福祉Mover』が、瞬時に最適な配車計算を行う。デイサー

ビス送迎車は、通所者送迎が本来業務なので、通所者のデイサービス等への到着

時間が10分以上遅れることがないデイサービス送迎車だけを、“ついで”の移動

支援のために配車するよう計算する。本来業務（デイサービス等への送迎）に10

分以上遅れが発生するデイサービス送迎車しか見つからない場合や、移動希望者

が60分以上待つ場合は、移動希望者へは、「最適配車なし」と返信される（あく

まで、デイサービス送迎車の本来業務を優先）。その場合、移動希望者には、少

し時間を置いて再度配車依頼をしてもらうことになる。 

 

最適と判断された送迎車両の車載タブレットPCには、『福祉Mover』から、“つ

いで”の移動支援を追加した新たなルートと、移動希望者の介助情報等が表示さ

れる。例えば、Pさんからの配車依頼に基づき、『福祉Mover』が最適と判断され

た送迎車には、Cさん宅からDさん宅に向かう“ついで”に、Pさんを病院に連れ

て行くよう修正された新たなルートが、タブレットPCを通じて通知される。運転

手は、特別意識することなく、タブレットPCの通知に従い運転すれば良い（図表

4参照）。 

 

【図表4】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．本事業に参画するデイサービス等のコストとインセンティブ 

 

本事業に参画するデイサービス等のコストとインセンティブは次のとおりである。 
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【図表5】 

コスト ●既存車両、既存人員を用いて、本来業務である通所者の送迎の“つ

いで”で移動支援に協力するため、新規の設備投資は不要である。

（デイサービス等には『福祉Mover』の利用料は安価に設定する。但

し通信費等は別途生じる。） 

インセンティブ ●送迎業務の効率化・標準化。 前述のとおり、残業の温床となってい

る通所者送迎業務を効率化・標準化することができる。 

●他事業者との差別化。移動支援サービスを受けられるのは、原則、

『福祉Mover』を導入したデイサービスの通所者のみ。日常の移動支

援サービスを利用できるデイサービスとして、他と差別化ができ、集

客につながる（図表6参照）。 

●各デイサービス等事務所のPC画面で、所属の送迎車が、現在どこ

を走行しているかをリアルタイムで確認できる。通所者から、車がま

だ来ないとの連絡があっても、あと何分位で到着するとすぐに回答

できる。 

●デイサービス利用者あるいは家族が、通所日の送迎時に送迎車が

自宅からどれくらい離れた場所にいて、あと何分で自宅へ到着する

かをスマホで確認することができる。（無料で）通所者からの特に朝

の忙しい時に多くある電話での問い合わせを軽減できる。 

●地域貢献ができる。特に社会福祉法人は、法で地域において公益

的な取り組みの責務が求められているところ。具体的な取り組みに

悩む法人も多いなか、本ボランティアに参加することは、その一助と

なる。 

●スタッフのモチベーション向上。ボランティアのために休日出勤をす

ることなく取り組め、直接利用者の感謝に触れる機会を持つことで、

本来業務以外にも地域を支える実感をより強く持てるようになる。 

※ 移動希望者からデイサービス等に対して、運賃の支払は発生しない。 

 

【図表6】 
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６．事業の利用対象者 

 

本事業の利用対象者は、以下を予定している。 

 

・協力デイサービス等の通所者（＝要支援・要介護認定を受けている） 

・協賛企業が指定する交通弱者 

 

『福祉Mover』は最適配車プラットフォームなので、機能面で言えば、特に利

用対象者を絞る必要はないが、ビジネスモデルとして、タクシー等の既存交通機

関との共存共栄を図るために、強みを活かせる要介護者など交通弱者に利用者を

絞ることにする（図表7参照）。 

 

【図表7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．タクシーとの役割の違い 

 

本事業は、介助に長けたドライバーが運転する福祉対応車両での移動支援であ

る。タクシー運転手は、必ずしも全員が介助を得意とするわけではない。都内を

中心に、車いすごと乗車できるUDタクシー車両の導入が進む一方で、悲しいこと

に、運転手が不慣れで時間がかかるとの理由で、車いすの方の乗車を拒否すると

いうニュースも聞かれるところである（図表8，9参照）。タクシーの苦手として

いた部分を本事業が賄うことで、役割分担、地域交通全体の最適化が進むことに

なる。 
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タクシー等の既存交通機関とは、それぞれの強みを活かし、共に地域交通を担

うことになる。『福祉Mover』により新たな高齢者の外出機会を創出することは、

地域交通全体の利用者数の増加につながる。また、利用者にとっても地域交通の

選択肢が増え、例えば、日中の急がない移動には安価な『福祉Mover』、夜間の急

な移動はタクシーにするなど、場面に応じて使い分けができることは、望ましい

ことである。 

 

【図表8】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 9】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．当機構が目指すビジネスモデル 

 

当機構が、本事業に協力するデイサービスに対して『福祉Mover』を安価で提供

し、デイサービス通所者の送迎計画・運行業務の効率化・標準化を図ってもらい、
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生じた余力の一部を、地域の交通弱者の移動支援ボランティアに充ててもらう。 

 

当機構は、旅行業（認可取得済）として、『福祉Mover』により、移動希望者と

デイサ―ビス送迎車の空席をマッチングさせたことによる「仲介料」を移動希望

者から受け取る（宿泊紹介サイト“じゃらん”が、宿泊希望者からマッチングに

よる仲介料を受け取るのと同じである）。なお、仲介料の決済には、PayPayのQR

コード決済を想定している。仲介料は定額のため、利用者は車内に貼ってあるQR

コードをスマホにかざすだけで決済できる。もちろん、スマホを持っていない利

用者もいることから、当面は、紙のチケット（10枚つづり）をデイサービスを通

じて利用者に購入してもらい、移動支援したドライバーがもぎる方法を取る。QR

コード決済の導入は、利用者におけるスマホ普及率を勘案しながら判断する。 

 

また、本事業実施エリアの自治体・社会福祉協議会等からは、別途、システム

利用料の支払を受けることを想定する。利用者数、利用回数に応じて金額が上が

るタクシー補助と異なり、定額負担で済むこと、比較的安価で済むこと、さらに、

自治体の利用者は、自治体自身が決めることができる（例えば、70歳以上の住民

のうち、免許返納者全員を含めるなど）ことから、自治体側にもメリットがある

と考える。 

 

【図表10】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．福祉 Moverの期待されるシナジー効果 

 

『福祉Mover』を導入することで、交通空白地帯の代替交通、高齢者の交通事
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故の減少、免許返納率の増加、自治体の地域公共交通に関わる費用の削減、商店

の活性化、認知症の予防、廃用症候群の予防など、様々な効果が期待できる（図

表11）。 
 

【図表11】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．新型コロナウイルスの影響 

 

本事業が受ける新型コロナウイルスの影響については、下記のとおり考えてい

る。 

 

a．これまで触れてきた、高齢化と地域公共交通の衰退に起因する課題と、介護

現場の業務効率化・標準化は、長期的・本質的なものである。 

b．感染予防の観点から、デイサービスの通所控えは一時増加していた（通所者

本人は行きたくても、家族から止められるケースも多かった）。 

c．しかし、要支援者・要介護者の生活を支えるデイサービス等のニーズは本質

的なものであり、現在、通所控えは底を打ち、再び上昇し始めている。 

d．また、家に閉じこもることで更に進行するフレイルの抑止ニーズや、買物や

通院といった日常生活の移動は、コロナ禍の状況においても、変わらずに生

じる。 

e．各デイサービスとも、日常以上に送迎後の消毒など衛生対策を徹底し、万全

を期している。 

f．『福祉Mover』ならば、ログを取っており、万一、陽性反応者が出ても、同乗

者が誰で、何時何分から何時何分まで一緒だったと特定ができ、地域公共交

通と比べると追跡が容易である。 

g．利用者の行き先及びルートは、あらかじめ『福祉Mover』の車載タブレットPC
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に表示されるため、道案内の会話は不要。会話による飛沫のリスクを低減で

きる。 

h．新型コロナウイルスの影響下にあっても、各参加法人の本質的・長期的な課

題解決に貢献したい意欲は強い。また、日常的に発生する運行業務の“つい

で”として取り組むため、大きな負担は生じない。 

 

 

１１．これまでの実証実験等の取り組みの紹介 

 

これまで当機構が取り組んできた実証実験等を紹介する。 

 

（１）経済産業省 令和２年度地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業 

 

期間 ： 2020年10月～2021年2月 

対象区域 ： 群馬県高崎市・前橋市・太田市・大泉町・邑楽町、

栃木県足利市、新潟県阿賀野市 

参加事業所数 ： 24 

送迎車台数 ： 222 

 

令和3年度地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業の経済産業省案内の

イメージ例に採用（図表12参照）。 

 

【図表12】 
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（２）群馬県前橋市補助事業：通所介護事業所等の送迎業務効率化 DXの実証事業 

 

期間 ： 2021年10月～2022年3月 

対象区域 ： 群馬県前橋市 

参加事業所数 ： 19 

送迎車台数 ： 91 

 

① 同一法人は共用送迎を実施する（図表13参照）。 

② 送迎表作成のICT化⇒タブレット送迎含むマージ（共用）送迎表⇒相乗り（図

表14参照）。 

③『福祉Mover』を活用し、通所日と非通所日でADLとQOLを同時に向上させる自

立支援（図表15参照）。 

 

【図表13】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表14】 
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【図表 15】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）令和３年度経済産業省「地域新 MaaS創出推進事業」 

 

福祉・交通事業者の相互補完によるMaaSモデル実現に向けた実証事業 

期間 ： 2021年10月～2022年3月 

対象区域 ： 宮城県仙台市泉区 

参加事業所数 ： 2 

送迎車台数 ： 11 

 

① 法人の異なる複数事業所間で共用送迎・相乗りを実施する（図表16参照）。 

② 地元交通事業者がオブザーバーとして参加。補完・連携モデル構築を目指す

（図表16参照）。 

【図表 16】 
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（４）高齢者など移動制約者への新しい交通サービスの実現に向けた実証を開始 

 

以下、株式会社エムダブルエス日高、一般社団法人ソーシャルアクション機構、

株式会社日立製作所プレスリリースより（2021年11月11日発表）。 

 

高齢者など移動制約者への新しい交通サービスの実現に向けた実証を開始 

通所介護施設の送迎計画の自動立案と、オンデマンド送迎により、 

福祉・介護型MaaS基盤の実現をめざす 

 

 

 

 

 

 

 

 

群馬県高崎市を中心に介護関連事業を展開する株式会社エムダブルエス日

高(以下、MWS日高)、ICTを活用した介護予防・介護改善に取り組む一般社団法

人ソーシャルアクション機構(以下、ソーシャルアクション機構)、株式会社日

立製作所(以下、日立)は、このたび、高齢者など日常生活を送る上で必要な移

動手段が確保できない移動制約者に対して、オンデマンドの移動サービスの提

供に向け、福祉・介護型MaaS*1の実証実験を、2021年11月15日より開始します。 

今回、ソーシャルアクション機構と日立は、組合せ最適化を実現する計算手

法を用いて、通所介護施設の送迎計画を高速に自動立案するほか、移動制約者

からの乗車要求に応じて送迎中の車両とのマッチングを行うオンデマンド送

迎の仕組みを新たに開発し、高崎市内のMWS日高の介護施設において、サービ

スの実証を行います。今後、本実証により得られたデータから効果検証を行い、

介護業界のデジタル・トランスフォーメーション(DX)促進に向け、介護事業者

と移動制約者の双方の利便性を両立する新たな交通サービス基盤を実現し、全

国への展開をめざしていきます。 

*1 MaaS：Mobility as a Service 

 

■背景 

高齢化が進む日本では、高齢者の単身や夫婦のみの世帯が増加しており、移 

動の際にマイカーの代替手段が無いことが課題となっています。これにより、

外出頻度の低下とともに、社会参加の機会が減り、身体や脳の機能低下による、

要介護リスクや認知症リスクが高まることも懸念されます。 

このような背景を受け、高齢者や要介護者の状況に応じたきめ細かな送迎時

のノウハウを持つ通所介護施設の送迎サービスを、高齢者や要介護者の日常の 
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移動支援に活用する新しい移動サービスの実現が期待されています。 

 MWS日高は、これまで、ソーシャルアクション機構とともに、自社の介護業

務のデジタル化を進め、保有する福祉車両と送迎のノウハウを生かして、地域

の移動制約者向けのオンデマンド送迎の提供を行ってきました。 

今回、日立と共同で、送迎計画の高速化と完全自動化のほか、高度なオンデ

マンド送迎ロジックを開発しました。新たなサービス基盤を実現することで介

護業界のDXを推進し、全国への展開をめざします。 

 

■実証の内容 

MWS日高、ソーシャルアクション機構、日立は、2段階の実証を共同で推進し

ます。第一弾は、介護事業者の送迎業務の効率化に向けて、MWS日高の通所介

護施設である高崎市の「日高在宅療養支援センター デイサービス」において、

組合せ最適化を実現する計算手法を活用し、送迎計画の自動立案を行います。

自動立案した送迎計画表に基づく送迎業務や、当日発生する利用者や職員の増

減に対する再計画業務の実用性の検証を11月15日より開始します。 

また、今後、さらに実証の内容を拡充し、送迎計画表に沿って運行される福

祉車両と、移動を希望する移動制約者のマッチングを行うオンデマンド送迎の

仕組みを検証します。日立が独自に開発したオンデマンド送迎ロジックと、ソ

ーシャルアクション機構が開発した利用者のスマホアプリや送迎車に搭載す

るタブレットアプリを連携して実施します。本実証では、利用者の自宅とスー

パーや病院間などオンデマンド送迎のリクエスト送信に対して、送迎途中の車

両がリクエスト通りに配車されスムーズな相乗り送迎ができるかどうかや、介

護施設の送迎業務への影響がないかといった実用化に向けた検証を行います。 

 

■福祉・介護型MaaSのサービス基盤の特長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 利用者ごとに異なる要件を踏まえた快適な送迎計画を高速に自動立案 

従来、介護業界における送迎計画は、利用者ごとに異なる要望や特有のケ

アに配慮し、最適な車両割り当てやルートなどを介護事業者が人手で作成を 
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行っており、負荷の高い業務となっています。今回、組合せ最適化を実現す

る計算手法を活用し、車いすや付き添いの有無、送迎時間/迂回の許容範囲

といった利用者ごとに異なる複雑な制約条件のほか、従来の事業者特有の送

迎ノウハウに基づく、最適な通所介護の送迎計画やオンデマンド送迎のマッ

チングを高速に行い、介護事業者の負荷軽減と地域高齢者の利便性向上に寄

与します。 

 本サービス基盤は、効率の良いルートを機械的に選定するのではなく、利

用者の満足度が高いルートの組合せで計画を作成し、当日朝の急な利用者や

職員の欠席連絡による車両変更が発生した場合でも、迅速な再計画が可能で

す。例えば、利用者90名、車両15台の規模では、10分以内に計画の作成を完

了します。 

2. 高齢者の方でも操作しやすいUIにより、アプリで簡単にオンデマンドの

配車依頼が可能 

利用者からの配車依頼は、ソーシャルアクション機構が開発するモバイル

アプリから、いつでもどこでも可能です。このアプリは、MWS日高での介護

ノウハウを取り入れ、高齢者の方にとって使いやすいユーザーインタフェー

スが採用されています。 

 

■今後の展開 

将来的には、地域のその他の介護事業者にも拡充し、共同での送迎サービス

を実現するなど、さらなる介護送迎の業務効率化に向けた検討を進めていきま

す。また、地域の交通事業者をはじめさまざまな企業間で連携したオンデマン

ド送迎により、高齢者や要介護者のほか、障がい者や妊産婦、子供など、幅広

く地域の新しい交通サービスとして、より広域での移動や自由な移動を支援す

る基盤づくりに貢献していきます。 

MWS日高とソーシャルアクション機構は、介護事業者のDX化を推進し、介護

業界が働きやすく、地域課題解決を担う存在となり、介護業界のプレゼンス向

上および活性化に寄与していきます。 

日立は、移動サービスに必要な機能の拡充やステークホルダーとの連携を図

るとともに、日立のLumada*2で展開されるソリューション・技術を活用し、持

続可能な都市の実現に向けて取り組んでいきます。 

*2 Lumada:お客さまのデータから価値を創出し、デジタルイノベーションを加速する

ための、日立の先進的なデジタル技術を活用したソリューション・サービス・テク

ノロジーの総称(https://www.hitachi.co.jp/lumada/) 
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バックナンバー 【2019年発行分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 19.01.28 19-01 「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿」 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 事業者連携による協働体制の構築 ～ 寄稿 株式会社メディカルシステムサービス 
        メディカルシステムサービス事業開発部 次長 

        一般社団法人ワムタウン推進本部 理事 
        福原 亮 
     
 19.02.25 19-02 近未来社会における医療安全管理システムの提案 編集主幹 市川 剛志 
   Society5.0実現に向けた AXR の応用 寄稿 東京大学大学院 
        医学系研究科 
        教授 小山 博史 
     
 19.03.18 19-03 「粧（よそお）う」ことからフレイル予防を考える 編集主幹 市川 剛志 
    ～ フレイルの入り口を抑える化粧療法 ～ 寄稿 資生堂ジャパン株式会社 
        美容戦略部 
        ライフクオリティー推進グループ マネージャー 
        医学博士 介護福祉士 
        池山 和幸 
     
 19.04.15 19-04 「出資持分承継について」 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 新認定医療法人制度の移行期限迫る ～ 寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部 
        山本 竜也 
     
 19.05.20 19-05 飯塚病院における新看護提供方式 編集主幹 市川 剛志 
    ～ セル看護提供方式Ⓡの実際とその効果 ～ 寄稿 株式会社麻生 飯塚病院 
        副院長兼看護部長 
        森山 由香 
     
 19.06.24 19-06 認知症における音楽療法とその効果 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 一般社団法人臨床音楽協会 代表理事 
        メディカルクリニック柿の木坂 院長 
        東京女子医科大学 名誉教授 
        岩田 誠 
        独立行政法人国立病院機構 
        京都医療センター・宇多野病院 音楽療法士 
        京都認知症総合センター 音楽療法士 
        一般社団法人臨床音楽協会 理事 
        飯塚 三枝子 
        株式会社フェイス グループ戦略推進本部 
        音楽医療事業 リーダー 
        中務 佐知子 
     
 19.07.22 19-07 痛みの可視化 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社浜松ファーマリサーチ 
        受託試験部 医学博士 

        夏目 貴弘 
     

 19.08.19 19-08 患者・医師・病院、三方良しの遠隔 ICU 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社 T-ICU 代表取締役社長 
        聖マリアンナ医科大学 救急医学教室 非常勤講師 

        東京女子医科大学 集中治療科 非常勤講師 
        中西 智之 
        集中治療専門医 救急科専門医 麻酔科専門医 

     
 19.09.17 19-09 セントラルキッチン導入による効果と課題 編集主幹 市川 剛志 

    寄稿 一般社団法人みやぎ保健企画 
        セントラルキッチン事業部 統括責任者 
        松本 まりこ 

     
 19.10.28 19-10 地域医療連携推進法人日光ヘルスケアネット 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 栃木県知事 福田 富一 
        栃木県医師会長 太田 照男 
        地域医療連携推進法人 日光ヘルスケアネット 

        代表理事 上中 哲也 （日光市副市長） 
     
 19.11.25 19-11 「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿 ２」 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 外国人材の定着化に向けた具体的な取り組み ～ 寄稿 一般社団法人ワムタウン推進本部 理事 
        株式会社メディカルシステムサービス 
        事業開発部 次長 
        福原 亮 
     
 19.12.23 19-12 自宅でできる！ 編集主幹 市川 剛志 
   オンライン管理型心臓リハビリテーションシステム｢リモハブ｣ 寄稿 株式会社リモハブ 
        代表取締役 CEO 
        谷口 達典 
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バックナンバー 【2020年発行分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 20.01.27 20-01 地域ニーズを見据えた介護事業戦略 編集主幹 市川 剛志 
   「全世代型」の社会保障アプローチへの転換 寄稿 富田ケアセンター有限会社 
        代表取締役社長 
        山中 祥吉 

     
 20.02.25 20-02 ＰＸを用いた患者中心の医療サービス評価 編集主幹 市川 剛志 
   日本および海外における潮流とその背景 寄稿 株式会社スーペリア 代表取締役 
        一般社団法人日本ペイシェント・ 
        エクスペリエンス研究会 代表理事 
        曽我 香織 
        東海大学医学部 血液･腫瘍内科 教授 
        東海大学総合医学研究所 所長 
        一般社団法人日本ペイシェント・ 
        エクスペリエンス研究会 理事 
        安藤 潔 

     
 20.03.23 20-03 「あをに工房」による要介護高齢者就労の実態と可能性 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社リールステージ 代表取締役社長 
        あをに工房合同会社 代表社員 
        中山 久雄 

     
 20.04.20 20-04 医療ツーリズムと医療の国際化 編集主幹 市川 剛志 
   この10年の変遷から今後を占う 寄稿 中央大学大学院 戦略経営研究科 教授 
        多摩大学大学院 特任教授 
        真野 俊樹 

     
 20.05.25 20-05 新たな病院建築・運営に挑む 編集主幹 市川 剛志 
   長崎リハビリテーション病院立ち上げまでの軌跡 寄稿 一般社団法人是真会 
        長崎リハビリテーション病院 理事長 
        栗原 正紀 

     
 20.06.22 20-06 地域連携広報の必要性 編集主幹 市川 剛志 
   「みんなのくらちゅう」と「わが街健康プロジェクト。」の取り組み 寄稿 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 
        倉敷中央病院 地域医療連携部 部長 
        十河 浩史 

     
 20.07.20 20-07 高齢者・がん患者の健康を化粧のちからで支援 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 地域共生社会における化粧の役割 ～ 寄稿 株式会社 資生堂 社会価値創造本部 
        ダイバーシティ＆インクルージョン室 
        エンパワーメントサポートグループ 
        池山 和幸 

     
 20.08.31 20-08 公平な医療サービスの提供を目指して 編集主幹 市川 剛志 
   痛みの見える化の試み 寄稿 大阪大学大学院 生命機能研究科 
        特別研究推進講座 MRI 協働ユニット 
        痛みのサイエンスイノベーション共同研究講座 
        特任教授(常勤) 
        中江 文 

     
 20.09.28 20-09 ウィズコロナ／アフターコロナの医療法人経営 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 医療法人の合併・出資持分承継 ～ 寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部 
        山本 竜也 
     
 20.10.30 20-10 『足指着地で健康な体に変えていく』 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 機能性シューズでパラダイムシフトを起こす ～ 寄稿 株式会社 BMZ 取締役社長 
        髙橋 毅 
     
 20.11.30 20-11 ウィズコロナの時代の病院経営 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 一般社団法人日本病院経営支援機構 理事長 
        豊岡 宏 
     
 20.12.25 20-12 周産期医療における遠隔医療 編集主幹 市川 剛志 
    － 遠隔モバイル胎児モニターの実際と胎児モニタリングの歴史 － 寄稿 メロディ・インターナショナル株式会社 CEO 
        尾形 優子 
        香川大学瀬戸内圏研究センター 特任教授 
        日本遠隔医療学会 名誉会長 
        原 量宏 
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発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 21.01.29 21-01 コロナ禍における介護事業経営とは 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社 
        代表取締役 
        榊原 宏昌 

     
 21.02.22 21-02 なぜ自治体病院は経営的に赤字になるのか？ 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 松阪市民病院 総合企画室 副室長 
        世古口 務 

     
 21.03.31 21-03 救急医療管制支援システム(e-MATCH)の開発について 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 特定非営利活動法人 
        ヘルスサービス R&D センター（CHORD-J） 
        ディレクター 
        大田 祥子 
        理事長 
        脇田 紀子 

     
 21.04.26 21-04 ICT がつなぐ、あなたの医療と介護 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 特定非営利活動法人 
        滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会 
        代表常任理事 
        本多 朋仁 
        常任理事 
        永田 啓 

     
 21.05.31 21-05 小規模病院による地域医療課題の解決 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 医療法人社団守成会 広瀬病院 理事長 
        廣瀬 憲一 

     
 21.06.30 21-06 光免疫療法を基にした楽天メディカル社の医薬品・医療機器開発 編集主幹 市川 剛志 
    ― 頭頸部癌における新たな治療選択肢 ― 寄稿 楽天メディカルジャパン株式会社 

     
 21.07.26 21-07 救急医療現場から起業した経緯について 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 国立大学法人千葉大学 
        大学院医学研究院救急集中治療医学教授 
        中田 孝明 

     
 21.08.23 21-08 外国人介護人材（ベトナム）育成の取り組み 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 人材育成システムと QMS（Quality Management System） ～ 寄稿 社会医療法人愛仁会 本部 国際事業統括部長 
        坪 茂典 
        富山短期大学 健康福祉学科 准教授 
        小平 達夫 

     
 21.09.21 21-09 新しく救急部門を構築するための戦略 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 救急医療は文化であり、システムである ～ 寄稿 社会福祉法人京都社会事業財団 
        京都桂病院 救急科 部長 
        寺坂 勇亮 

     
 21.10.18 21-10 最先端脳科学に基づく次世代脳トレ 編集主幹 市川 剛志 
   認知機能の維持・向上に向けて 寄稿 株式会社 NeU（ニュー） 代表取締役（CEO） 
        長谷川 清 

     
 21.11.29 21-11 転倒対策の最前線 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 要介護の原因第４位である転倒・骨折から日本人を守る ～ 寄稿 株式会社 Magic Shields（マジックシールズ） 
        取締役／ユーザー体験責任者 
        杉浦 太紀 

     
 21.12.20 21-12 糖尿病患者の方々の QOL 向上につながる 編集主幹 市川 剛志 
   採血のいらない非侵襲血糖値センサー 寄稿 ライトタッチテクノロジー株式会社 代表取締役 
        山川 考一 
     
     
     
     
     
     
  

 



No.22-01

本資料に含まれる情報がもたらす一切の影響、本資料の内容に関する正確性、

妥当性、法務上のコンプライアンス等につきましては、野村ヘルスケア・サポート

＆アドバイザリーはその責を一切負いません。本資料中の記載内容における各

種法令・規則等は随時改定されますので、あくまでも参考資料としてお取り扱

いください。また、記載内容における法令・規則及び表現等の欠落・誤謬などに

つきましては、野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリーはその責を一切負いま

せん。本資料は、お客様が経営判断を行うに際して参考となると考えられる情

報の提供を目的としたものです。経営判断における最終意思決定はお客様自身

で行われるものであり、野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリーはこれに対

する意見または判断を表明するものではありません。本資料のご利用に際して

は、弁護士、公認会計士等にあらかじめその内容をご確認ください。

Healthcare note
2022年1月31日発行

【発 行 者】 森 清司

【発　　行】 野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー株式会社
〒100-8130　東京都千代田区大手町2-2-2
　　　　　　　アーバンネット大手町ビル20F
ht tps://www.nomuraholdings.com/nhs-a/

【編集主幹】 市川 剛志

【編　　集】 庄司 匡／高橋 洋乙／村田 幹子 

Healthcare note奥付



デイサービス送迎車の相乗りによる交通弱者支援サービス
『福祉Mover』

2022 January

No.22-01

Healthcare note

寄稿：一般社団法人ソーシャルアクション機構
 代表理事　北嶋 史誉

Healthcare note表紙


	22A05016_01_表紙_CS6
	x4-CMYK_22A05016_02_ヘルスケアノート_2022年1月号
	22A05016_03_奥付_CS6
	22A05016_01_表紙_CS6 - コピー


 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     シートの余分なスペースをトリミング: はい
     ページの拡大・縮小を許可: いいえ
     マージン: 左 36.85, 上 36.85, 右 36.85, 下 36.85 ポイント
     横方向のスペース(ポイント): 17.0079 
     縦方向のスペース(ポイント): 17.0079 
     トンボスタイル 4,幅 0.28,長さ 28.35,距離 8.50(ポイント)
     ページ周囲にフレームを追加: いいえ
     シートサイズ:  200.000 x 200.000 インチ / 5080.0 x 5080.0 mm
     シートの最適化:  最適サイズ
     レイアウト: 1列 1行
     調整:  左上
      

        
     36.8504
     8.5039
     28.3465
     1
     JapaneseMid
     0.2835
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     17.0079 
     1
     36.8504
     0
            
       D:20220125114443
       14400.0000
       Maximum
       Blank
       14400.0000
          

     Best
     659
     297
    
     36.8504
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     36.8504
     1
     2
     1
     0
     17.0079 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0j
     QI+ 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



