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弊社のミッション



未来に向けた変化を起こせない原因の第一は、

住民と行政のコミュニケーション
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「声を上げても、

どうせ世の中変わらない」

「沢山の声が出てきても

対応が面倒…」

私たち 行政職員
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は、行政が変革を進めるときの

住民と行政の間のコミュニケーション・エージェント
（ 代 理 人 ）
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じっくり話してしっかり決める

市民参加型オンライン共創
プラットフォーム

Liquitousのプロダクト
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（市民参加型オンライン合意形成プラットフォーム）
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弊社の先行事例
具体的なプロジェクトについてのご紹介
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取り組みを進めている自治体の一覧（令和3年度〜令和4年度）

自治体ロゴ

埼玉県横瀬町 高知県土佐町 東京都府中市 奈良県生駒市 宮城県富谷市

埼玉県三芳町

高知県日高村大阪府河内長野市

連携協定締結

千葉県木更津市

連携協定締結包括連携協定に参画

香川県高松市

NECとWG設置 事業者が活用

神奈川県南足柄市 愛知県田原市

事業者が活用 事業者が活用

神奈川県鎌倉市

策定支援事業者が活用

柏の葉スマートシティ
（千葉県柏市）

大阪府豊中市

2-1
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各自治体での取り組み（令和4年度〜）2-2
自治体ロゴ

① 計画・構想の策定（策定前・策定プロセス中）

② 公有財産活用（活用の方向性・ルール策定）

③ 特定の政策課題についての広聴

④ 複数課による①〜③組み合わせの「プラットフォーム」

自治体名 プラットフォーム所管課・取り組む原課 類型

埼玉県三芳町 政策推進室・政策推進担当 ①（総合計画策定）

神奈川県南足柄市 企画課（企画政策班） ①（総合計画策定）

愛知県田原市 企画課 ①（総合計画策定）

宮城県富谷市 市民協働課 ③（町内会のあり方）

高知県日高村 企画課 ③（健康アプリ開発にあたってのニーズ探索・開発優先順位設定の投票）

香川県高松市 デジタル戦略課 ③（スマートシティ推進協議会のありかた）

大阪府河内長野市 政策企画課 ③（街の住みやすさ・困りごと）

高知県土佐町 企画推進課（SDGs推進室） ③（教育環境・子育て環境についての意見収集）

埼玉県横瀬町 まち経営課 ②（町有地利活用）、③（町政懇談会）

千葉県木更津市 企画課・市街地整備課・都市計画課 ①（基本構想 ビジョン部分）、③（公園PFI事業・まちのデザインコード）、④

奈良県生駒市 スマートシティ推進室・教育政策室 ①（スマートシティ構想策定）、③（教育フォーラム）、④

柏の葉スマートシティ 柏の葉アーバンデザインセンター ほか ー（リビングラボとの連携）

大阪府豊中市 都市整備課 ③（千里中央地域におけるまちづくり）
※ 現在調整中の自治体では、脱炭素関連（計画策定・市民の意識/行動変容）、公共交通関連などもテーマとして上がっているケースがあります。

取り組みの類型



鎌倉市オンライン共創プラットフォーム

「Liqlid」 機能紹介



2022/11/28



Liqlidによる
機能のカバー

コンテンツ
ページ

「アイデアを出す」ページ

「プロジェクト」
ページ

“シビックテックにおける市民参加型プラットフォームの機能分類” , 石田聖, 2021を一部改変2022/11/28

IAP2（国際市民参画協会）
「市民参加のスペクトラム」
に照らしたLiqlidの機能

ツールの運用で
実現する領域



ダッシュボード画面



ダッシュボード画面
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ダッシュボード画面：「Lid(質問別の部屋)の質問」

2022/11/28

への参加し、アイデア画面の遷移

への参加し、アイデア画面の遷移

「Lid(質問別の部屋)の質問」

全体のテーマに沿った質問が表示されます。各Lidの質問を確認
し、アイデア画面・プロジェクト画面に移動してください。



コンテンツページ



コンテンツ画面：「Lid(質問別の部屋)の質問と移動バー」
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への参加し、アイデア画面の遷移

「Lid(質問別の部屋)の質問と移動バー」
• 画面最上部にLidに設定されている質問が表示されます。

• 画面上部のバーを使って、Lid内のコンテンツページ
• アイデア画面・プロジェクト一覧画面への遷移が可能です。



コンテンツ画面：「コンテンツ閲覧画面」
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への参加し、アイデア画面の遷移
「コンテンツ閲覧画面」
• この画面から市からの情報の情報を閲覧できます。



「アイデアを出す」ページ



アイデア画面構成
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アイデア画面構成：「Lid(質問別の部屋)一覧」
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への参加し、アイデア画面の遷移

「Lid(質問別の部屋)一覧」

一覧で表示されている中から任意のLidに移動します。
自分が表示しているLidには、名称が赤文字になります。



アイデア画面構成：「アイデア一覧画面」

2022/11/28

への参加し、アイデア画面の遷移
「アイデア一覧画面」
• アイデアが一覧で表示されます。この画面からアイデアの投稿ができます。



「プロジェクト」ページ



プロジェクト画面構成

への参加し、アイデア画面の遷移

「プロジェクト詳細」
• 「タイトル」「概要」「案」の確認
• 新しい案の登録（管理者アカウントのみ）
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プロジェクト画面構成

への参加し、アイデア画面の遷移

「チャット・修正提案・採用アイデア」

• チャットでの会話
• 案に対する修正提案
• プロジェクトに採用されたアイデアの確認
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プロジェクト画面構成

への参加し、アイデア画面の遷移

「修正提案機能」
• 案に対する修正提案
• 画面下部のテキストボックスから

修正提案を入力
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これまで・これから
市民参加型オンライン共創プラットフォームの軌跡と今後
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全体のスケジュール3-3

初回WS
「価値と課題を見つける」

11月7日 11月19日

第2回WS
「方向性を絞る」

第3回WS
「具体的な共創を進める」

12月20日前後 1月中旬

西鎌倉のまちの
「魅力」と「課題」を洗い出す

STEP2の問いを
Liqlid上で公開

次の問いを
検討する期間

移行期間として
継続運用

移行期間として
継続運用STEP2

最終的なフィー
ドバックを検討

フィードバック
の公開期間

11月下旬

12月中旬〜

STEP3

プロジェクト内容を
検討する期間

プロジェクト
仮案公開

STEP3のプロジェクトを
Liqlid上で公開

1月下旬

対話内容へのフィード
バックをLiqlid上で公開

皆さんの意見をまとめ、
「西鎌倉地域での議論の方向性」をより絞りこんでいく

適宜プロジェクトの案をアップデート

西鎌倉地域を
「いつまでも住み続けたいまち」にするために、どうすればよいかを考えていく

10月3日

STEP1

10月28日

庁内運用

10月に3週間程度、
庁内運用を実施

西鎌倉地域を対象に、オンラインプラットフォーム・対面のワークショップによる
「市民参加型共創プラットフォーム」を展開（期間中もオンラインプラットフォームを随時アップデート）
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統計的な内容3-2

Liqlidへの参加人数

Liqlidへの参加者総数 173名

Q.1「西鎌倉の好きな場所は？」 140名

Q.2「行きにくい悩みは？」 107名

Liqlidへの投稿件数

Q.1「西鎌倉の好きな場所は？」 63件

Q.2「行きにくい悩みは？」 41件

使用してみた感想
（事務局投稿含む） 41件

※いずれも2022/11/28時点の情報
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対面のワークショップの様子3-3

オンライン共創プラットフォーム上で出てきた
アイデアを深め、今後の問いかけのテーマを
探索するワークショップを実施

日程：2022/11/19（土）
会場：西鎌みんなの家
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市民参加型共創プラットフォーム PVの作成（今後公開予定）3-4

弊社YouTubeチャンネル） https://youtu.be/BLPEedxAAck

https://youtu.be/BLPEedxAAck


2022/11/28

大きな流れ3-5

西鎌倉のまちの
「魅力」と「課題」を洗い出す

STEP1 STEP2 STEP3

現在地

プラットフォームで投げかける「問い」

• Q.1 「西鎌倉の好きな場所」はどこです
か？その理由はなんですか？

• Q.2「●●だから行きにくいんだよね」
といった悩みはありますか？

期間

11月7日(月)から開始

手法

・オンライン
・ワークショップ

プラットフォームで投げかける「問い」

現時点では未定
STEP1の「問い」で、皆さんに投稿してい
ただいた内容をもとに、ワークショップな
ども通して、決定します。

期間

11月下旬もしくは
12月上旬 から開始

手法

・オンライン
・ワークショップ

皆さんの意見をまとめ、
「西鎌倉地域での議論の方向性」
をより絞りこんでいく

プラットフォームで実施する「プロジェクト」

現時点では未定
STEP2の「問い」で、皆さんに投稿してい
ただいた内容をもとに、ワークショップな
ども通して、決定します。

期間

12月下旬もしくは
1月上旬から開始

手法

・オンライン
・ワークショップ

西鎌倉地域を
「いつまでも住み続けたいまち」に
するために、どうすればよいかを考えていく

※いずれのSTEPについても、現時点での想定であり変更する可能性があります。
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弊社概要
商号 株式会社Liquitous

設立 2020年（令和2年）2月25日

資本金 12,206,000円（資本準備金含）

本店登記地 〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町2044番地29

実質的拠点 〒107-0062 
東京都港区南青山７丁目３−６ 南青山ＨＹビル 7F

代表者 代表取締役CEO 栗本 拓幸

事業内容

1. ソフトウェア等の開発・販売
2. テクノロジー・意思決定・⺠主主義などについての情報の収集・分析
3. テクノロジー・意思決定・⺠主主義などについての総合的な研究調査及び提案業務
4. 組織戦略の立案、組織革新、組織内システムの構築及び支援
5. 各種研修・セミナーの企画・コンサルティング及び運営
6. 前各号に附帯関連する一切の事業

参画組織

連盟組織
1. 新公益連盟（正会員）
2. 三菱総合研究所『未来共創イニシアティブ』(会員)

省庁・自治体のコンソーシアム
1. 鎌倉市『スマートシティ官民研究会』（一般会員）
2. 浜松市『デジタル・スマートシティ官民連携プラットフォーム』(一般会員)
3. 三島市『スマートシティ推進協議会』(会員)
4. 小田原市『デジタルイノベーション協議会』(会員)
5. 高松市『スマートシティたかまつ推進協議会』(会員)
6. 豊中市『公民学連携プラットフォーム』（会員）
7. 西条市『SDGs推進協議会』（SDGsパートナー）
8. 熊本市『スマートシティくまもと官民連携プラットフォーム』（パートナー会員）
9. 内閣府 『地方創生SDGs官民連携プラットフォーム』 （3号会員）

ご連絡先 法人メール：office@liquitous.com
代表メール：kurimoto@liquitous.com 

参考



一人ひとりの影響力を発揮できる社会をつくる
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