
未来を創る Creating the future 

持続可能なコミュニティ：将来の世代が自らのニーズを満たす能

力を損なうこと なく、現在の環境的、社会的、経済的ニーズを

満たす都市を含む地域社会 

SDGs：持続可能な開発目標 

スマート：構築された環境における物理的、デジタ

ル、および人間のシス テムの効果的な統合により、

市民に持続可能で繁栄した包括的な未来を提供する 

レジリエンス：複雑で変化する環境としての組織の適応

能力 

SDGｓ、スマート、レジリエンスの観点から持続可能性の目的を考慮しながら、魅力的で持

続可能なコミュニティを推進するための戦略立案を行う。 

目的 

持続可能性の目的：都市がさまざまな方法と手段（つまり行動分野）を使

用して 達成しようとしている長期的な持続可能性の目標 

①ガバナンス    ②教育    ③共生

④健康  ⑤スポーツ文化  ⑥生活労働環境

⑦イノベーション ⑧生産消費・気候変動・経済金融

⑨生物多様性エコシステム 上下水道 ⑩安心安全

⑪インフラ・エネルギー・住居・通信

⑫モビリティ・交通



カードの種類   

要求事項 
 必ず実施する→要求事項を学習する                 

→相手が納得すると20万円入手できる 

投資    関連規格を通じて技術や仕組みを学び、投資するか考える。  

1投資＝5万円 12分野に分かれている 

イベント 
 経営にかかわるカードで、お金が上下する。  

投資カードの番号と同じであれば10万円ボーナス 

ハプニング 
 リスクを示しており、お金を失う  

投資した番号と同じであれば被災100％回避 

フル版ゲームボード 

 1 

フル版ルール 
3チームで議論を交えることでSDGs、スマート、レジリエンスを併

せて学習することができます。 

開始時の所持金は50万円  

3チームに分かれてそれぞれ分野（ＳDGs 、スマート、レジリエン

ト）を選択する。 

自分のチームのなりきる企業を選択する(例 名古屋市、某自動車

メーカー) 

ゲーム開始前に投資カードの中から3つまで自由に選択して投資す

ることができる。(投資1回につき5万円支払う) 

投資をしたカードの左下に書かれている数字とゲームボード上の対

応する場所に黒色で印をつける。 

１要求事項カードに答える。相手を納得させると20万円GET ただ

しカードの回答時間は3分以内 

２山札からランダムに引く投資カードに答える。 

投資額は5万円 投資するしないに関わらず相手が納得する理由を

答える 

３サイコロを振り、出た出目のカードをランダムに引く。 

（１～３イベントカード ４～６ハプニングカード） 

イベントカードを引いた場合は黄 ハプニングカードで被災した場

合は赤、被災を回避した場合は青でゲームボードの白丸の所に印を

つける。 

 1から3を交互に7回実施する。 

所持金が―50万円になったらゲームオーバー 

ゲーム終了時お金１万円を１ポイントに、 

ゲームボード上の赤＝－5ポイント 青＝3ポイントに換算しポイン

トの合計が多いチームの勝利。 
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未来を創れ Creating the Future 

ウェルビーイング 責任ある資源利⽤、レジリエンス、環境保全 

       スマート 

災害        

SDGs        

 1 2 3 4 5 6 7 

中部⼤学ESDエコマネーチーム 
Chubu University  

ESD Eco Money team  

社会的結束 



持続可能なコミュニティ  1 

持続可能：環境、社会、経済の側面を含

むグローバルシステムの状態。将来の世代

が自分のニーズを満たす能力を損なうことな

く、現在のニーズが満たすこと。 

コミュニティ：責任、活動、関係の取り決め

を持つ人々のグループ 

コミュニティの中で重視したいのは何ですか？  

その理由と共に答えなさい。 

1. 環境 

2. 経済 

3. 社会 

利害関係者のニーズ及び期待の把握  ２ 

利害関係者(ステークホルダー) : 

組織の意思決定や活動に影響を与えるあるい

は影響を受けていると認識することができる個人

や組織 

持続可能なコミュニティに関する地域のニーズを 

どうやって把握しますか？ 

１. アンケート調査 

２. ヒアリング調査 

３. 住民意見交換会 

４. その他 

 

持続可能性の目的  ３ 

目的：達成すべき結果 

SDGs：持続可能な開発のための目標 

レジリエンス：複雑で変化する環境における   

組織の適応能力 

ウェルビーイング：最適な身体的、精神的、   

感情的および社会的健康の状態 

持続可能なコミュニティの目的は何ですか？ 

１. 魅力        ２. 環境保全と改善 

３. レジリエンス    ４. 責任ある資源利用 

５. 社会的結束    6. ウェルビーイング 

持続可能性の課題  ４ 

持続可能性の課題 

持続可能なコミュニティの目的やSDGｓと整合

性がある分野別の持続可能性に関する課題 

コミュニティにおける重要課題は何ですか 

その理由と共に説明しなさい 

1. 環境：生態系 エコシステム 

2. 経済：イノベーション、経済、インフラ 交通 

3. 社会：ガバナンス、健康、文化、共生 

       教育、安全 



リーダーシップ・方針  5 

方針：経営者が持続可能なコミュティに 

関して正式に表明する組織の意図と方向

付け 

 

 

なぜ持続可能なコミュニティに取り組むのです

か？理由と共に説明しなさい 

１．SDGsの達成による誰も取り残さない社会

の実現 

２．スマート技術による市民の生活の質向上 

３．レジリエンスの向上による減災 

4.   その他 

組織の役割・責任・権限  ６ 

役割：責任者や担当者の仕事での役割 

責任：責任者や担当者の任務 

権限：責任者や担当者の権利、権力の 

         範囲 

 

持続可能なコミュニティの責任者は誰ですか？ 

※経営者を除く 

１．企画部門 

２．地域連携部門 

３．その他 

リスクと機会への対応  ７ 

リスク : 目的に対する不確実性の影響 

機会 : 有益な影響を与えるリスクの発生 

持続可能なコミュニティを実現する上で    

どのリスクにどう対応しますか 

１. SDGs  : 衡平性 

２. スマート：セキュリティ 

３. レジリエンス：激甚災害 

４. その他 

順守義務  ８ 

順守義務：組織が順守しなければならな

い法的要求事項、および組織が順守する

ことを選んだ その要求事項 

 

持続可能なコミュニティに関する 順守義務

をどうやって満たすか理由と共に答えなさい。 

１.専門家を依頼する 

２.詳しい人を雇う 

3. 自ら勉強し、解決を目指す 

４．その他 



持続可能なコミュニティの目的、計画、戦略  ９ 

目的 : 達成すべき結果 

計画 : 目的を実施する方法、手順 

戦略 : 目的を達成するための組織のアプ

ローチ 

 

 

 

持続可能なコミュニティの戦略、重点目的

（環境、経済、社会）の中から、具体的

な目標（いつまでに何をどう実施するか）

を説明しなさい。 

 

 

資源・力量・認識  1０ 

資源：方針の実現のために必要なもの 

力量：意図した結果を達成するために、 

知識及び技能を運用する能力 

認識：方針の約束を理解して、成果を  

向上するために行動すること 

 

 

持続可能なコミュティに関する力量及び 

認識を高めるために何をしますか？ 

１.勉強会をする 

２.テストをする 

３.その他 

 

コミュニケーション  1１ 

コミュニケーション：持続可能なコミュニティ

に関して、組織の内部と外部の人に伝える

こと 

利害関係者(ステークホルダー) : 

組織の意思決定や活動に影響を与えるあ

るいは影響を受けていると認識することがで

きる個人や組織 

持続可能なコミュニティについて組織の内部

と外部の誰に何をどう伝えて意見を取り   

入れるかそれぞれ説明しなさい 

 

 

文書化した情報と管理  1２ 

文書化した情報：組織が管理し、維持  

するよう要求されている情報、およびそれが

含まれている媒体 

 

 

文書やデータ管理の方法は？ 

１. 紙媒体 

２. 電子媒体 

３. スマート技術活用 

４. その他 



運用の計画と管理  1３ 

運用管理：計画した内容を組織全体で

実行するように管理すること 

 

 

持続可能なコミュニティの運用管理で重要

なのは何ですか？理由と共に説明しなさい 

1. 適切性 

2. 妥当性 

3. 有効性 

4. その他 

監視、測定、分析及び評価  1４ 

測定：値を決定するプロセス 

評価：個人、手順、システム、またはプログラム

が正式に合意された目的と要件をどの程度満た

しているかを決定する体系的なプロセス 

持続可能なコミュニティの評価をするうえで

重要なのは何か 理由と共に答えなさい。 

1． パフォーマンス（成果） 

2． プロセス（運用管理） 

3． 持続可能な課題への貢献度 

４．その他 

内部監査  1５ 

内部監査：監査基準が満たされている程度を

判定するために、監査証拠を収集し、それを客

観的に評価する体系的で、独立し、文章化した

プロセス 

 

 

監査で何を重点的に見るか 理由と共に答えな

さい。 

1．長所を伸ばし、短所をなくす 

2．良い点、悪い点の把握 

3．現場の対応 

 

 

マネジメントレビュー  1６ 

マネジメントレビュー：持続可能なコミュニティに

関する経営層による見直し 

 

 

 

組織の長として持続可能なコミュニティの見直し

でどこに重点を置くか、理由と共に説明しなさい。 

1．コミュニティのパフォーマンスに関する情報 

2．外部および内部の課題の変化 

3. 監査結果 

4.  その他 

 



不適合及び是正措置  1７ 

不適合：要求事項を満たしていないこと 

是正措置：不適合の原因を除去し、再発を防

止するための処置 

 

 

不適合が発生した際に取る措置を正しい順に

並べなさい 

1． 緩和措置  

2． 是正措置 

3. 再発防止 

4. 予防 

継続的改善  １８ 

継続的改善：パフォーマンスを向上するために 

繰り返し行われる活動 

 

 

持続可能なコミュニティをさらに進展させるために

何をしますか 

1.  SDGｓの強化 

2.  AIやIOTの活用 

3．レジリエンスの強化 

4.  その他 



社会的責任 

社会的責任： 組織の活動や決定が社

会や環境に及ぼす影響について組織

が担う責任 

 

専門委員会  ISO/TMBG  

規格番号 ISO 26000 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

社会的責任の中で重要な分野は何か、理由と共

に説明しなさい。 

① 環境 

② 社会 

③ 経済 

1 

R
S

C

持続可能な調達 

調達：サプライヤーからの製品や 

サービスの取得活動 

 

専門委員会 ISO/PC 277 

規格番号 ISO 20400:2017 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

調達において持続可能性をどう配慮しますか。 

① 調達に関する戦略立案と公開 

② 既存の調達先の調査と見直し 

③ その他 

1 

提携事業関係マネジメントシステム 

提携事業関係：組織内または組織間

の協力的なビジネス関係 

 

専門委員会 ISO/TC 286  

規格番号 ISO 44001 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

ＳDGsを推進する上で、何についてどこと連携事業を

行いますか。 

①SDGsの分野 

環境 経済 社会 

②連携先 

公的機関、産業界、NGO、その他 

1 

コンプライアンス管理システム 

コンプライアンス：法的その他の要

求事項（順守義務）を遵守すること 

専門委員会 ISO/TC 309  

規格番号 ISO 37301 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2.クイズ 

組織内の効果的なコンプライアンス

管理を行うには何を行いますか。 

①研修 

②マニュアル作成 

③その他 

1 



環境マネジメントシステム 

環境マネジメントシステム：環境を

管理するための仕組み 

 

該当する専門委員会 TC207  

規格番号 ISO 14001 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2.クイズ 

どの環境対策を行うか理由と共に説明しなさい。 

①脱炭素・水素エネルギー 

②環境配慮製品・サービス 

③その他  

 

1 

持続可能なコミュニティ 

コミュニティ：責任、活動、関係の

取り決めを持つ人々のグループ 

専門委員会 TC268   

規格番号 ISO 37101 

1 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２クイズ 

コミュニティの持続可能性で重要なもの

は何ですか？ 

１強靭さ ２生活の質 ３環境  

 

1 

コミュニティの成熟度 

コミュニティの成熟度 

 

専門委員会 ISO/TC 268 

規格番号 ISO 3710７ 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２ クイズ 

スマートで持続可能なコミュニティを推進する

上で重要なのは何ですか 

戦略 

市民中心のサービス 

デジタル及び物理的資源 

1 

スマートコミュニティインフラストラクチャ 

 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２ クイズ 

スマートシティを立案する際のデータに関し

て、重要なのは何 

① 精度 

② 統合 

③ セキュリティ 

スマートコミュニティインフラストラク

チャ：持続可能な開発とコミュニティの回

復力に貢献するように設計、運用、維持さ

れている、強化された技術的パフォーマン

スを備えたコミュニティインフラストラク

チャ 

専門委員会 ISO/TC 268 

1 



オープンデータ 

オープンデータ：利用可能/他の人に

見えるデータであり、誰でも自由に

使用、再利用、再公開、再配布でき

るデータ 

専門委員会 ISO/TC 268 

規格番号 ISO 37110 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２ クイズ 

スマートシティに関しオープンデータできるこ

とは何ですか 

①データ集約    ②データ活用 

③実証実験     ④その他 

1 

情報ガバナンス 

情報ガバナンス：組織がその情報に

対するリスク、組織の運用能力と完

全性が効果的に識別および管理され

ている保証を取得するプロセス 

専門委員会  ISO/TC 46      

規格番号 ISO 24143 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２ クイズ 

スマートシティにおけるセキュリティ対策とし

て何をしますか 

①サプライチェーン全体管理 

②インシデント時の連携 

③データ連携時のセキュリティ確保 

1 

提携協定 

提携：関連する法律に関してセキュリ

ティと回復力に影響を与えるインシデン

トを防止および管理するための範囲、役

割、手順、およびツールを確立する2つの

組織（公的-公的、私的-公的、私的-私

的）間の組織化された関係 

専門委員会 ISO/TC292 

規格番号 ISO 22397 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

防災の提携先を選択する際に最も重視すること

は何ですか？ 

１．力量  

2． 経験  

3．その他 

1 

都市のレジリエンス  

都市のレジリエンス：変化する環境に 

おいて、住民とともに衝撃を予測、準

備、対応、吸収しストレスや課題に直面

して積極的に適応して変革すると同時に

包摂的で持続可能な開発を促進する都市

システムの能力 

専門委員会 ISO/TC 292 

規格番号 ISO / TR 22370 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

都市のレジリエンスをどうやって高めますか？ 

①教育 訓練 ②データ収集と診断 

③実践   ④その他 

1 



組織のレジリエンス 

組織のレジリエンス：変化する環境

に吸収し適応する組織の能力 

専門委員会 ISO/TC292 

規格番号 ISO 22316 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

クイズ 

組織のレジリエンスを高めるために必要なのは何です

か？ 

① 組織活動のビジョンや目的と整合性を持

つ 

② 組織を取り巻く情勢を理解する 

③ トップの関与 

1 

レジリエントシティ         

レジリエントシティ：衝撃やストレ

スに備え、それらから回復し適応す

ることができる都市 

該当する専門委員会 ISO/TC268 

規格番号 ISO 37123 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

都市の回復力評価指標で重要なのは何ですか？ 

① 環境 気候変動 エネルギー 廃棄物 水 

② 経済 金融 農業 交通 

③ 社会 教育 ガバナンス 健康  

  家 人口 安全  

1 

コミュニティの持続可能な開発 

都市の持続可能な開発と回復力に関する既存のガイドラインとアプローチの目録 

専門委員会 ISO/TC 268 

規格番号 ISO / TR 37121 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

レジリエンス計画において何を強化しますか？ 

1．経済  

2．社会  

3．環境  

4．組織 

1 

インシデントマネジメント 

インシデント：計画外の事態に対応

し、通常の運用状態に回復するため

のプロセス 

該当する専門委員会 ISO/TC 292 

規格番号 ISO 22320 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

危機対応で大事なのは何ですか？ 

① 指揮・調整 

② 活動情報 

③ 連携・協力  

1 



事業継続マネジメントシステム 

事業継続：事業の中断・阻害などを引き

起こす状況の発生後も製品またはサービ

スを提供し続ける組織の能力 

 

専門委員会ISO/TC 292  

規格番号 ISO22301 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

震度7の大地震発生後いち早く事業を

再開するために何をしますか？ 

1 

教育マネジメント 

教育マネジメント：教育管理 

該当する専門委員会 ISO/TC 232 

規格番号 ISO 21001 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

２．クイズ 

SDGsに関してどのように教育を行い

ますか。 

①座学（講義 授業） 

②実践型 

③その他 

2 

eラーニング 

eラーニング： 

情報通信技術による学習の促進 

専門委員会  ISO/IEC JTC 1/SC 36 

規格番号 ISO/IEC 24751 

１. 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２. クイズ 

eラーニングを用いて何をしますか？ 

① 研修管理  

② 課題・テーマの浸透 

③ その他 

2 

大量避難                          

避難：危険なまたは潜在的に危険な

エリアから安全な場所への人々の組

織化され、段階的かつ監督された移

動 

専門委員会 ISO/TC292 

規格番号 ISO 22315  

1. 5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

2. クイズ 

避難計画において何が重要ですか？ 

1．リスクや影響のあるエリアの可視化  

2．公共の場での警告  

3．避難者の動きを分析 4．その他 

 

2 



図記号-安全色と安全標識 

安全色と安全標識：多様な色覚を持

つ人々に配慮したデザインと色使い

を取り入れた安全標識 

 

専門委員会 ISO/TC 145 

規格番号 ISO / DIS 22578 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

災害時の安全標識に含まれるのは何ですか？ 

①避難所図記号 

②適不適表示  

③災害種別避難誘導標識  

④方向矢印 

2 

ピアレビュー 

ピアレビュー：レビュアーがホストのパ

フォーマンスを調査、分析領域に関する

フィードバックを提供し、独自のコンテ

キストに転送可能なレッスンを学習する

ために使用するプロセス 

専門委員会 ISO/TC292 

規格番号 ISO 22392 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

災害対策のピアレビューの目的は何ですか？ 

①回復力の強化とリスクの軽減 

②優れた実践を共有 

③代替アプローチの特定 

 

2 

情報と文書化-緊急時の準備と対応 

コレクション：形式に関係なく、

アーカイブ、図書館、または美術館

の管理下にある文書およびアイテム 

専門委員会 ISO/TC 46 

規格番号 ISO 21110 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

災害発生時、重要文書（文化財）にどう対応し

ますか？ 

① 収蔵品を安全な場所に移動する 

② 応急処置をとる・修理する 

③ 防災設備の充実 

2 

消費者の脆弱性–包括的サービスの設計と提供 

脆弱性：個人的、状況的、市場環境要因

の存在により、サービスプロバイダーと

のやり取りの中で、個人が不利な立場に

置かれたり、不利益を被るリスクがある

状態 

専門委員会 ISO/TC 311 

規格番号 ISO 22458 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

２．クイズ 

消費者の不利益を防ぐために何をしますか。 

① 情報格差の是正 

② 消費者志向経営 

③ その他 

3 



都市(持続可能＋スマート) 

 

 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２ クイズ 

都市の運用モデルで重要なのは何ですか？ 

①オープン 

②連携 

③市民中心  ④デジタル対応 

持続可能なコミュニティのための    

スマートシティ運営 

専門委員会 ISO/TC 268 

規格番号 ISO 37106 

3 

ボランティア  

自発的なボランティア：既存のインシデ

ント対応組織または任意組織に所属して

いないが、広範囲な事前計画なしにイン

シデントへの対応およびインシデントか

らの回復をサポートする個人 

専門委員会 ISO/TC292 

規格番号 ISO 22319 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

災害ボランティアの関与で重要なのは何です

か？ 

①選択    ②安全な関与 

③運用対応  ④長期間び関与継続 

3 

健康情報学 

健康情報学：医療の実践、教育、研究に

おける認知、情報処理、コミュニケー

ションのタスクに関わる科学分野であ

り、これらのタスクをサポートする情報

科学と技術を含む 

専門委員会  

ISO / TS 14265 

規格番号 ISO/TC 215 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

２．クイズ 

持続可能な社会を実現するには、あなたはどの

ような医療を取り入れますか。 

① 医療情報の共有 

② 遠隔医療の導入 

③ その他 

4 

パンデミック対応（呼吸器） 

パンデミック：病気の世界的な広がり 

専門委員会  ISO/TC 304 

規格番号 ISO 5258 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

２.クイズ 

パンデミックを回避するため、どのような取り

組みを行いますか。 

① 広範囲な検査 ② 接触者の追跡 

③ ワクチン接種 ④ 厳密な治療 

⑤ ロックダウン ⑥その他 

4 



健康情報（セキュリティ） 

健康情報：人の健康に関する情報 

専門委員会 ISO/TC 215  

規格番号 ISO 27799 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

２．クイズ 

健康情報のセキュリティ対策で必要なのは何で

すか？ 

①アクセス制御 

②暗号化 

③監視と記録の保護 

4 

遠隔医療 

遠隔医療：遠隔医療、医学教育、お

よび遠隔医療教育を提供する目的で

の電気通信技術の使用 

該当する専門委員会 ISO/TC 215 

規格番号 ISO 13131 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２ クイズ 

スマート医療でできることは何ですか 

① オンライン診療   

② 服薬指導 

③ 薬剤配送   ④ その他  

4 

健康管理アプリ 

健康管理アプリ：健康管理を目的と

したモバイルの中のアプリ     

 

該当する専門委員会 ISO/TC 215 

規格番号 ISO/TR 17522 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２ クイズ 

モバイルによる健康情報の管理で重要なのは何

ですか？ 

① 精度        

② 互換性 

③ その他 

4 

事業継続―人の側面 

事業継続人の側面 

苦痛を最小限に抑え、生産性と回復を最大化

し、組織の事業継続性プログラムの回復目標を

達成するためにインシデントに関与する、また

はインシデントの影響を受ける人々の管理に関

連する要素 

専門委員会 ISO/TC 292 

規格番号 ISO / TS 22330 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

事業継続に関する人の支援で重要な

のは何ですか？ 

① スタッフの安心・安全・健康 

② コミュニケーション 

③ 支援サービスの推進  

4 



R S
Cイベント案

持続可能なイベントマネジメントシステム 

イベント：行事 

専門委員会 ISO/PC 250 

規格番号 ISO 20121 

 1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

２.クイズ 

持続可能なイベントで重視するのは何ですか？ 

① 運営に関する環境負荷の削減 

② 学習機会の提供（SDGs等） 

③ その他  

5 

人的資源管理 

人的資源：組織内で働いている、 

または組織に貢献している人々 

該当する専門委員会 TC260   

規格番号 ISO 23326 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

２．クイズ 

人的資源管理で重視するのは何か？理由と共に

説明しなさい。 

①不平等をなくす 

②人材育成   

③その他  

5 

パーソナルヘルスディバイス 

パーソナルヘルスディバイス：パー

ソナルヘルスアプリケーションで 

使用されるデバイス 

専門委員会 ISO/TC 215 

規格番号           

ISO / IEEE 11073-00103 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２ クイズ 

デバイスを使ってできることは何ですか 

① 見守り 

② 健康管理 

③ その他 

5 

プライバシー保護 

プライバシー保護：プライバシーを

確保するために講じられた措置 

 

専門委員会  ISO/IEC JTC 1 SC27 

規格番号 ISO/IEC TS 27570 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２ クイズ 

スマートシティにおけるプライバシーで問題に

なるのは何ですか 

① 個人データの収集、処理、開示 

② 個人の特定、追跡、監視 

③ 匿名性 

5 



都市とコミュニティの記述的枠組み 

記述的枠組み：特定のドメイン内の

主要なエンティティが、相互の関係

を示すようにどのように分類できる

かを記述した論理構造 

専門委員会 ISO/TC268 

規格番号 ISO 37105 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

市の構成要素で防災において重要なのは何ですか？ 

① 構造・システム（環境 インフラ ドメイン） 

② 相互作用（機能 経済 文化 情報） 

③ 社会（市民 政府） 

5 

触覚ガイドマップ 

触覚ガイドマップ：一般市民、公共

交通機関、公園などの建物の内外の

位置情報を障害者や視覚障害者に提

供する情報マップ 

専門委員会 ISO/TC 173 

規格番号 ISO 19028 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

視覚障害者へハザードマップ情報をどう伝えま

すか？ 

① 点図 

② 立体地図 

③ その他 

5 

労働安全衛生マネジメントシステム 

労働安全衛生：職場における健康

と安全 

ディーセントワーク：働き甲斐の

ある人間らしい仕事 

専門委員会 ISO/PC 283 

規格番号 ISO 45001 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

２．クイズ 

ディーセントワークで特に重要なのは何

か？理由と共に説明しなさい。 

１．労 働   ２．安 全   

３．衛生 

6 

 高齢化社会 

高齢化社会：人口の中で65歳以上の

割合が７％以上の社会 

 

専門委員会 TC 314 

規格番号 ISO 23617 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

 

２．クイズ 

高齢者の社会参加を促す方法は何ですか？ 

① 健康管理 ②継続的な雇用 ③その他 

6 



 AIビッグデータ解析 

AI：推論や学習などの人間の知識に関す

る機能を実行する機能ユニットの能力 

ビッグデータ：事業に役立つ知見を導出

するためのデータ 

専門委員会 ISO/IEC JCT 1/SC 42 

規格番号 ISO/IEC 24668 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

2 クイズ 

AIがビッグデータを解析することで行いたい スマー

トシティ戦略は何ですか？ 

① 人流データを用いた交通インフラ整備 

② データ利活用による住民サービス向上 

③ その他 

6 

AI 

AI：推論や学習などの人間の知識に

関する機能を実行する機能ユニット

の能力 

該当する専門委員会 ANSI 

規格番号 ISO/IEC JTC 1/SC 42  

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

2 クイズ 

AIをスマートシティにどう活用しますか？ 

① エネルギー制御 

② 人々の暮らしや経済活動をスマート化 

③ 構成要素の抽出による地域にあった

投資 

6 

IOT 

IoT：相互に接続されたモノ、ヒト、

システム、情報資源のインフラ情報

を処理し、反応させるためのサービ

ス 

専門委員会 ISO/IEC JTC 1/SC 41  

規格番号 ISO/IEC TR 22417 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

2 クイズ 

スマートシティでIOTを用いて何を可視化しま

すか 

①健康 換気状況、体温とマスク着用 

②防災 河川の水位 

③福祉 高齢者の心拍等 

6 

 パーソナルケアロボット 

パーソナルケアロボット:医療用途を

除く人間の生活の質の向上に直接貢

献する行為を行うサービスロボット 

専門委員会 ISO/TC 184 

規格番号 ISO13482 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

2 クイズ 

パーソナルケアロボットはどう活用しますか？ 

① 障碍者の自立支援 

② 高齢者の支援 

③ その他 

 

6 



労働安全衛生‐COVID19パンデミック 

パンデミック：疾病の世界的拡大 

該当する専門委員会 ISO/TC 283 

規格番号 ISO/PAS 45005 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

職場のコロナ対策で重要なのは何ですか？ 

① 労働者や利害関係者の保護 

② 体系的なアプローチによるリスク管理 

③ 状況変化への柔軟な適応 

6 

緊急時の脆弱な人々の支援 

脆弱な人々：緊急事態の影響を予

測、対処、抵抗、回復する能力が低

いと思われる人 

専門委員会 ISO/TC 292  

規格番号 ISO 22395 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

災害時の脆弱な人々への支援内容

は何ですか？ 

①生理学的な支援      

②心理社会的支援 

③移 動 に 関 す る 実 用 的 な 支 援     

6 

イノベーションマネジメント  

イノベーション：新しい製品やサー

ビスの探求、発見、実験、開発、実

装、採用 

 

該当する専門委員会 ISO/TC 279  

規格番号 ISO 56002:2019 

 

１. 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

2. クイズ 

スマート社会を実現する上でイノベーションに

求めるのは何ですか？ 

① 社会課題の解決 

② 最先端技術の開発 

③ その他 

7 

地滑り早期警告システム 

早期警告システム：確立されたネッ

トワークを介して一般市民に情報を

伝達する方法 

 

専門委員会 ISO/TC 292 

規格番号 ISO 22327 

１. 5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

2. クイズ 

早期警報システムで重要なのは何ですか？ 

① リスク知識 

② 監視及び警告サービス 

③ 普及とコミュニケーション        

④ 応答能力 

7 



イノベーションマネジメント 

イノベーション：新しい製品やサービス

の探求、発見、実験、開発、実装、採用 

 

専門委員会 ISO/TC 279  

規格番号 ISO 56002:2019 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

２．クイズ 

持続可能な社会を実現する上でイノベーション

に求めるのは何ですか？ 

① SDGsの課題解決 

② 最先端技術の開発 

③ その他 

8 

エコデザイン 

エコデザイン-：製品のライフサイク

ルを通して環境への悪影響を低減す

ることを目的とし、設計・開発にお

いて環境側面を考慮する体系的なア

プローチ 

専門委員会 ISO/TC 207 

規格番号 ISO 14006 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

２．クイズ 

エコデザイン製品で大事なのは何ですか？ 

① 分解可能性（循環型社会） 

② 脱炭素 

③ 長寿命設計     ④その他 

８ 

分解及び適応性のための設計（建築） 

分解：建設工事または建設資産を構成材

料またはコンポｰネントに対して非破壊的

に分解すること 

専門委員会 ISO/TC 59/SC 17 

規格番号 ISO 20887 

 

 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

２．クイズ 

建築リサイクルで重要なのは何ですか？ 

１．分解・解体  

２．再資源化 

３．その他 

８ 

サーキュラーエコノミー 

サーキュラーエコノミー(循環型経

済)：製品、部品、材料の有用性や価

値を保ち、技術的循環と生物学的循

環を区別することを目的とした経済 

 

専門委員会 ISO/PC 277 

規格番号 ISO 20400:2017 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

循環型社会で重要なのは何ですか？ 

① リデュース 

② リユース 

③ リサイクル  ④その他 

８ 



気候変動 

気候変動：実際の気候または予測さ

れる気候とその影響 

 

該当する専門委員会 ISO/TMBG 

規格番号 ISOguide 84  

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

気候変動対策として何をしますか？その理由と

共に答えなさい。 

① 脱炭素 

② 気候変動に対する教育や啓発 

③ その他 

８ 

カーボンフットプリント 

カーボンフットプリント：CO2換算

で表された温室効果ガス排出量と除

去量の合計 

専門委員会 ISO/TC 207 

規格番号 ISO 14067 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

カーボンフットプリントは何に貢献しますか？ 

① 脱炭素社会 

② 水素社会 

③ その他 

８ 

CO²

気候変動関連の投融資活動 

気候変動に関連する投資と資金調達

活動を評価および報告するための原

則と要件 

専門委員会 ISO/TC 207 

規格番号 ISO 14097 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

気候変動に対する投資では何を重視しますか？ 

① 投資先の透明性 

② 投資先が実際に与える気候目

標の達成度 

③ その他 

８ 

CO²

CO²
CO²

二酸化炭素回収システム 

二酸化炭素回収と貯蔵：産業および

エネルギー関連の発生源からのCO2

の分離、輸送、および地層への注入

からなるプロセス 

 

専門委員会 ISO/TC 265 

規格番号 ISO/TR 27912 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

二酸化炭素に関する技術で重要なのは何です

か？ 

① カーボンニュートラル 

② カーボンリサイクル 

③ その他 

８ 



CO²

気候変動対策行動 

気候変動対策：実際の気候または予

想される気候影響、影響に応じた生

態学的、社会的および経済システム

の調整 

専門委員会 ISO/TC 207 

規格番号 ISO 14080 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

気候変動対策で重要なのは何ですか？ 

①SDGsと関連させた長期目標の設定 

②気候変動行動の特定 

③その他 

８ 

H₂

燃料用水素 

燃料用水素：水素を利用したエネル

ギー  

専門委員会 ISO/TC 197 

規格番号 ISO 14687 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

水素社会を実現する上で重要なのは何ですか？ 

1．水素燃料供給施設の増加 

2．水素燃料の低コスト化 

3．その他 

８ 

環境パフォーマンス評価 

環境パフォーマンス評価：組織の環境パフォー

マンスに関して、指標の選択、データの収集と

分析、環境パフォーマンス基準に照らした情報

の評価、報告と伝達、およびこのプロセスの定

期的な見直しと改善によって、経営者の意思決

定を促すプロセス 

専門委員会 ISO/TC 207 

規格番号 ISO 14030 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

重点的に測定する環境パフォーマンスは何ですか？ 

1．エネルギー、廃棄物等の投入・排出 

2．環境マネジメント 

3．その他 

８ 

持続可能な金融 

金融：取引に関連する金銭情報 

該当する専門委員会 ISO/TC 322 

規格番号 ISO 32210 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

持続可能な金融で重要なのは何ですか？ 

① ESG（環境・社会・経済）情報の開示 

② 市場の成熟 

③ その他 

８ 



シェアリングエコノミー 

シェアリングエコノミー：プラット

フォームによりプロバイダと顧客が

情報技術を使用して十分に活用され

ていない商品やサービスを交換でき

る経済活動の形態 

該当する専門委員会 ISO/TC 324 

規格番号 ISO 42500 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

シェアリングエコノミーを提供する場合は何を

提供しますか？ 

1．空間 3．移動 

2．スキル 4．お金 

5．モノ 

８ 

砂漠化防止  

砂漠化：乾燥地域、半乾燥地域、

乾燥半湿潤地域における土壌の劣

化 

専門委員会 ISO/TC 207 

規格番号 ISO 14055-1 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

砂漠化防止として何に取り組みます

か？ 

①自然の回復 

②食料生産や持続可能な農業 

③その他 

８ 

スマートマニュファクチャリング  

スマートマニュファクチャリング:      

工場内の設備等に情報通信技術及び

情報処理技術を取り入れて工場の生

産性の向上や新しいビジネスの創造

を目指す技術 

専門委員会 ISO/TC 184 

規格番号 ISO/IEC TR 63306 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２ クイズ  

スマートマニュファクチャリングを活用して工

場内のどのような対策を優先します

か？ 

1 生産性の向上  ２ 人手不足 

3 ビジネスの創造 ４ その他 

８ 

データ交換と共有 

データ：コミュニケーション、解

釈、または処理に適した形式化され

た方法での情報の再解釈可能な表現 

 

専門委員会 ISO/TC 68/SC 9 

規格番号 ISO 37156 

１. 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２. クイズ 

スマート社会におけるデータ活用で重要

なのは何ですか 

① 追跡可能性と透明性 

② データの信頼性 ③その他  

８ 



持続可能性を標準に取り組むためのガイドライン 

標準：標準化によって決められた

「取り決め」  

 

専門委員会 ISO/TMBG 

規格番号 ISO guide82 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しないクイズ 

2 クイズ  

持続可能性を取り入れるのはなぜ？ 

① リスク管理  ②予防措置 

③ システム思考 ④ライフサイクル思考 

⑤ ステークホルダーの対応 

８ 

都市の持続可能な開発と回復力  

レジリエンス（回復力）：変化する

環境を吸収して適応する能力    

 

該当する専門委員会 ISO/TC 268  

規格番号 ISO/TR 37121 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

2 クイズ 

スマート技術を用いて強化したい都市の

レジリエンスは何ですか 

① エネルギー  ② 防災 

③ 脱炭素    ④ その他 

８ 

モバイル金融サービス 

モバイル金融サービス：     

モバイル決済（小売決済を含む） 

およびモバイルバンキングサービス 

専門委員会 ISO/TC 68/SC 9 

規格番号 ISO 12812 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２ クイズ 

スマート技術を用いたモバイル金融 

サービスで重要なのは何ですか 

① 相互運用性 

② リスク管理  ③ その他 

８ 

サプライチェーン継続 

サプライチェーン継続：サプライ

チェーンへの事業継続管理の適用 

専門委員会 ISO/TC 292 

規格番号 ISO/TS 22318 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

サプライチェーン継続戦略の選択肢として重視

するのは何ですか？ 

① 依存性の低下 

② レジリエンスの強化 

③ サプライチェーンとの協働 

８ 



施設管理 

施設管理：人々の生活の質とコアビ

ジネスの生産性を向上させることを

目的として構築された環境内で人、

場所、およびプロセスを統合する組

織機能 

専門委員会 ISO/TC 267 

規格番号 ISO 41001 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

施設のレジリエンス強化で重要なのは何です

か？ 

① 事前防災 

② 減災 

③ インフラの整備・維持・管理 

８ 

 気候変動への適応 自治体  

気候変動への適応：実際の気候また

は予想される気候への調整プロセス

とその影響 

該当する専門委員会 ISO/TC 207/

SC ７ 

規格番号 ISO/TS 14092:2020 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

気候変動適応計画の策定方法を順番に並べなさい。 

① 事前計画   ② 気候変動の評価 

③ 適応計画の策定 ④ 監視と評価 

⑤ レポートとコミュニケーション 

８ 

持続可能な金融 

持続可能な金融：持続可能性の目標を達

成するための金融サービスの適用 

該当する専門委員会 ISO/TC 322 

規格番号 ISO/TR32220 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

持続可能な金融におけるレジリエンスの課題は

何ですか？ 

1．気候リスク 

2．災害リスク 

3．その他 

８ 

給水・排水システム 

給水：上水道 

排水：下水道 

 

該当する専門委員会  ISO/TC 224 

規格番号 ISO 244516 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

水の使用を抑えるために何をしますか？ 

①節水 

②再使用 

③その他 

9 



水効率管理システム 

水効率：機能、タスク、プロセス、サー

ビス、または目標の達成、実行可能な最

小量の水 

該当する専門委員会 TC 224 

規格番号 ISO 46001 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

水の使用を抑えるために何をしますか？ 

①節水 

②再使用 

③その他 

9 

H2O

ウォーターフットプリント 

ウォーターフットプリント：水に関

連する潜在的な環境影響を定量化す

る指標 

 

該当する専門委員会 TC207 

規格番号 ISO 14046 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

ウォーターフットプリントで考慮すべき水への

影響は何ですか？ 

① 水資源の枯渇 

② 水資源の汚染 

③ その他 

9 

スマートウォーター 

スマートウォーターマネジメント：

情報通信技術（ICT）とリアルタイム

のデータやレスポンスを、水管理の

課題解決に不可欠な要素として活用

する 

該当する専門委員会 ISO/TC224 

規格番号 ISO24591-1 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

2 クイズ 

スマートシティの水管理、実施したいのは何ですか？ 

①水流データを用いた水管理 

②降雨データを用いたリスク管理 

③その他 

9 

水道事業の危機管理 

危機管理：組織を脅かす潜在的な影響を

特定し、回復力を構築するためのフレー

ムワークを提供する包括的な管理プロセ

ス 

 

該当する専門委員会 ISO/TC 224 

規格番号 ISO 24518 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

水道に関する危機として影響が大きいのは何で

すか？ 

① 自然災害   ② 水質汚染事故 

③ 停電     ④ その他 

9 



リスクマネジメント 

リスクマネジメント：起こりうる脅

威、その結果、成功の確率または可

能性の分析に基づいて、経営上の意

思決定を行うプロセス 

該当する専門委員会 ISO/TC 262 

規格番号 ISO 31000 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

どのリスクを最も優先しますか？その理由と共

に答えなさい。 

① 環境（気候変動） 

② 経済 

③ 社会（感染症、雇用教育等） 

10 

消費者製品の安全性 

消費者製品：専門的ではなく個人的

に取得して使用することを目的とし

た製品 

該当する専門委員会 ISO/TC 243 

規格番号 ISO 10377 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

消費者製品の安全性を高めることで

得られる メリットは何ですか？ 

1．信頼・売り上げの向上 

2．持続可能性の向上 

3．その他 

10 

 情報セキュリティマネジメントシステム 

情報セキュリティ：情報の機密性、

完全性、可用性の維持 

専門委員会 ISO/IEC JTC 

規格番号 ISOIEC 27001 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

情報セキュリティで大事なのは何ですか？ 

① 気密性 

② 完全性 

③ 可用性 

 

10 

スマートシティ 

スマートシティ:構築された環境にお

ける物理的、デジタル、および人間

のシステムの効果的な統合により、

市民に持続可能で繁栄した包括的な

未来を提供する 

専門委員会 ISO/TC 268 

規格番号 ISO37122 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

２ クイズ 

スマートシティで重視するのは何ですか？ 

①環境（エネルギー 水 廃水 廃棄物等） 

②経済（金融、都市計画 農業 食品 通信

等） 

③社会（健康 行政 安全 交通等） 

 

10 



災害早期警告システム 

早期警告システム：確立されたネッ

トワークを介して情報を公衆に伝達

する方法 

専門委員会 ISO/TC 292 

規格番号 ISO22328-1 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

早期警報システムで重要なのは何ですか？ 

① リスク知識  

② 監視及び警告サービス 

③ 普及とコミュニケーション 

④ 応答能力 

10 

R S

C

建物および土木工事における持続可能性 

建築物とそれに関連する外部工事の

環境性能を評価 

専門委員会：ISO/TC 59/SC 17 

規格番号 ISO /  21931-1 

 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

持続可能な建物及び土木工事を行うためにどれを重要

視しますか？理由とともに述べなさい。 

1．産業廃棄物の有効利用 

2．バリアフリー設計、障害者・高齢者

の生活環境整備 

3．その他 

11 

エネルギーマネジメント 

エネルギー管理システム：エネル

ギー効率の監視，分析，報告及び改

善のためのプロセス 

 

専門委員会 ISO/TC 242 

規格番号 ISO 50001 

 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

エネルギーマネジメントで重要なのは何です

か？ 

① 省エネ 

② 創エネ 

③ 畜エネ 

11 

省エネルギー 

省エネルギー：エネルギーの使用量を減らすこと 

 

該当する専門委員会 ISO/TC 257 

規格番号 ISO 17742 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

省エネを実現するために何をしま

すか？ 

① 設備の変更 

② 省エネ活動の推進 

③ その他 

11 



CO2

建物のエネルギーパフォーマンス 

 

該当する専門委員会 ISO/TC 301    

規格番号  ISO 52000 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

建物のエネルギーパフォーマンスを上げるために何を

しますか？ 

1．脱炭素 

2．見える化 

3．その他 

11 

施設のスマートグリッド情報モデル 

施設のスマートグリッド情報モデ

ル：IT技術によって、供給側・需要

側の双方から電力量をコントロール

できる送電網 

 

該当する専門委員会 ISO/TC 205 

規格番号 ISO 17800 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

スマートグリッドの導入で得られるメリットは何です

か？ 

1．必要な電力だけの供給 

2．大規模停電の回避 

3．その他 

11 

スマートコミュニティインフラストラクチャ  

スマートコミュニティインフラスト

ラクチャ：地域社会の持続可能な発

展と回復力に貢献するように設計、

運用、保守された技術的性能の高い

地域社会のインフラ 

専門委員会 ISO/TC 268/SC 1 

規格番号 ISOTR 3715１ 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない  

2 クイズ 

スマートシティの評価をどの視点で行います

か？ 

①住民（安心 安全 サービス アクセス等） 

②地域運営者（運営 効率 レジリエンス等）  

③環境（資源 気候変動 汚染防止 生物） 

11 

スマートグリッド 

スマートグリッド：電気の安定性と

可用性を向上させるための自動化を

備えた情報通信技術を使用した配電

システム 

専門委員会  IEC TC57 

規格番号 IEC 61970 

１. 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない 

2. クイズ 

スマートグリッドで可能なのは何ですか 

①電力の最適化 

②災害時の電力供給 

③その他 

11 



スマートシティICT フレームワーク 

フレームワーク：シナリオを説明した

り、問題を解決したりするために参照さ

れる特定の信念やアイデアのセット 

 

専門委員会 ISO/IEC JTC １ 

規格番号 ISO/IEC 30145-1 2 3 

１. 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない 

2. クイズ 

スマートシティを構築する上で重要なフレーム

ワークは何ですか？ 

①ビジネスプロセス 

②ナレッジマネジメント 

③エンジニアリング  

11 

スマートシティのICT指標 

ICT：情報通信技術 

 

専門委員会 ISO/IEC JTC １ 

規格番号 ISO/IEC 30146 

１. 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない 

２. スマートシティのICTを評価するうえで重要なの

は何ですか 

①市民サービス  ②効率的なガバナンス 

③住みやすい環境 ④スマートな施設 

⑤情報リソース  ⑥サイバーセキュリティ 

 

11 

ストレージセキュリティ 

ストレージ：ストレージシステムおよび

インフラストラクチャ、ならびにその中

に保存されているデータを保護するため

のセキュリティ 

専門委員会 ISO/IEC JTC １ 

規格番号 ISO/IEC 27040 

１ 5万円投資をするかしないか  

投資する  投資しない  

２ クイズ 

ストレージのセキュリティで強化すべきなのは

どれですか 

① 外部攻撃対策 

② 内部不正への対策 

③ データ消失（災害） 

11 

耐久性 

耐久性：設計耐用年数の間、特定の

環境での保守性の段階的な低下に抵

抗する構造の特性 

 

専門委員会 ISO/TC 98 

規格番号 ISO 13823 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

レジリエントな建物で注目するのは何ですか？ 

① 耐久性 

② 耐震性 

③ 耐火性  

 

11 



エネルギーマネジメント    

エネルギーマネジメントシステム： 

エネルギー政策、目的、エネルギー目

標、行動計画、および目的とエネルギー

目標を達成するためのプロセスを確立す

るための特徴的な管理システム 

専門委員会 ISO/TC 301  

規格番号 ISO 50001 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

非常時のエネルギーとして大事なのは何です

か？ 

1．エネルギーの分散 

2．電源確保 

3．その他 

11 

施設のスマートグリッド情報 

スマートグリッド：電気の安定性と

可用性を向上させるための自動化を

備えた情報通信技術を使用した配電

システム 

専門委員会 ISO/TC 205 

規格番号 ISO 17800 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

レジリエント強化に必要なのは何ですか？ 

① 強靭な電力ネットワーク 

② 災害に強い分散グリッド 

③ その他 

11 

建物や土木工事のレジリエンス 

レジリエンス：複雑で変化する環境

における組織の適応能力 

 

該当する専門委員会 ISO/TC 59 

規格番号 ISO / TR 22845 

1.   5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

2.   クイズ 

どのレジリエンス対策に重きを置きますか？ 

① 気候起因  ② 地震起因  

③ 人為的   ④ その他 

 

 

11 

施設管理戦略 

施設管理戦略：要求組織の分析され

たニーズ、提案された施設管理ソ

リューション、および実施のための

概略計画を示すステートメント 

該当する専門委員会 ISO/TC 267 

規格番号 ISO 41014 

1.   5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

2.   クイズ 

レジリエンスに関する施設管理戦略で重点的に

対策をする分野は何ですか？ 

① 水害   ② 停電  

③ 地震   ④ パンデミック 

 

 

11 



情報共有 

緊急事態管理共有情報：災害等緊急

時に共有される情報 

該当する専門委員会 ISO/TC 292 

規格番号 ISO / TR 22351 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

災害情報をどのように入手しますか？ 

①災害情報共有システム  

②リアルタイム防災データ      

③その他 

 

11 

サービスレベル合意書(SLA) 

サービスレベル合意書：クラウドサービ

ス契約の一部で、対象となるクラウド

サービスに関するクラウドサービスレベ

ル目標及びクラウドサービス品質目標を

含む 

専門委員会 ISO/IEC JTC 1/SC 38  

規格番号 ISO / IEC 19086-1 

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

災害に関するSLAで重要なのは何ですか？ 

① データバックアップ  

② システム復旧 

③ その他 

 

 

11 

ICTのサービス継続 

事業継続のためのICTの準備：ICT

サービスの中断と回復の防止、検

出、および対応によって事業運営を

サポートする組織の能力 

専門委員会 ISO/IEC JTC 

規格番号 ISO / IEC 27031 

1.  5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

2.  クイズ 

災害時のICT対策で重要なのは何ですか？ 

①遠隔バックアップ 

②遠隔地へのシステム切り替え 

③その他 

11 

道路交通安全 

道路交通：道路利用者の死亡・重傷に影響を与

えるまたは影響を与える可能性のある道路交通

事故およびその他の道路交通事故に関連する条

件および要因 

 

専門委員会 ISO/TC 241  

規格番号 ISO 39001  

 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

道路交通安全を導入することで得られるメリッ

トは何ですか？ 

1．事故減少によるコストの削減 

2．信頼性・価値の向上 

3．その他 

12 



高度道路交通システム 

高度道路交通：安全性，持続可能

性，効率性，快適性を高めるため

に，インターネットを含む高度な情

報，通信，センサー，制御技術が適

用された交通システム  

該当する専門委員会 ISO/TC 204 

規格番号 ISO / TR 17185-2 

1．5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない 

2．クイズ 

渋滞解消で有効なのはどれですか？理由とともに述べ

なさい。 

① ETC 

② 自動運転 

③ その他 

12 

スマート交通 

スマート交通：輸送サービスに   

よって提供されるスマート輸送      

ソリューションを提供する輸送 

専門委員会 ISO TC268 

規格番号 ISO 37154 

１. 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない 

2. クイズ  

スマート交通で実現するのは 

①交通渋滞の解消 

②自動運転       

③その他 

12 

グリーンITS 

グリーンITS:運輸部門における環境

に配慮した低炭素グリーン成長に向

けた新しい概念の輸送システムを、

世界的な政策として推進する 

該当する専門委員会 ISO  

規格番号               

ISO / TR 20529-1：2017 

１. 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない 

2. クイズ 

高度道路交通システムを整備することでどういった問

題が改善できますか？ 

12 

道路車両 

道路車両 目的機能の安全性：      

SOTIF(性能限界・誤操作)が起こらな

いようにするために必要な設計、 

検証、および妥当性を確認する 

該当する専門委員会 ISO  

規格番号 ISO / PAS 21448 

１ 5万円投資をするかしないか 

投資する  投資しない 

2 クイズ 

もし、SOTIFが起こった場合どうなりますか？ 

12 



公共交通機関の意思決定支援システム 

公共交通機関：一般の人々が利用できる

共有輸送サービスで、市内バス、トロ

リーバス、路面電車（またはライトレー

ル）、旅客列車、高速輸送（地下鉄/地下

鉄/地下鉄など）、フェリーを含む 

専門委員会 ISO/TC 204 

規格番号 ISO / TR 19083-1：2016  

5万円投資をするかしないか。 

投資する  投資しない  

クイズ 

災害に関する公共交通機関の意思決定で重要な

のは何ですか？ 

① 計画運休 

② 緊急避難および災害対応 

③ 復旧    ④その他 

12 



SDGｓ未来都市  

SDGs未来都市に選定されまし

た。 

SDGs未来都市：持続可能なま

ちづくりや地域活性化に向け、

優れたSDGsの取組を提案する

地方自治体のこと 

お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+10万  

1 

エシカル消費 

エシカル消費の取り組みが評価

されました。 

エシカル消費：地域の活性化や

雇用なども含む、人や社会・環

境に配慮した消費行動（倫理的

消費 ）のこと 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

 

  1 

官民連携 

官民連携によるプロジェクトが評

価されました。 

官民連携：行政と民間が連携して

お互いの強みを生かすことによっ

て、 最適な公共サービスの提供を

し、地域の価値向上など図ること 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万 

1 

コンプライアンス研修の実施 

コンプライアンス研修により企

業価値が向上しました。 

 

コンプライアンス：定められた

法律や規則、倫理観、道徳観な

どを守って経営を行うこと  

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+1万  

 

1 



市場で評価される 

活動が市場で評価されました。 お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+10万  

1 

アジャイル・ガバナンス 

スマート社会実現に必要なガバ

ナンスを導入しました。 

アジャイル・ガバナンス：常に

周囲の環境変化を踏まえてゴー

ルやシステムをアップデートし

ていくガバナンスモデル  

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

1 

持続可能な社会の実現 

地球環境や自然環境が適切に保

全され、将来の世代が必要とす

るものを損なうことなく、現在

の世代の要求を満たすような開

発が行われている社会を実現し

ました。 

お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋10万円 

 

1 

地方創生 

スマート技術を活用した地方創

生に取り組みました。 

 

地方創生：各地域がそれぞれの

特徴を活かした自律的で持続的

な社会を創生するための政策 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

1 



都市の魅力拡大 

スマート技術を活用し、都市の

魅力を拡大しました。 

 

 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

1 

地域における持続可能性 

地域における持続可能性が向上

しました。 

お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋10万円 

1 

都市OS 

都市OSにより、社会課題解決

に向けて進展がありました。 

都市OS：都市にある様々な

データを収集・分析し、それら

を活用するため様々な機関が連

携するプラットフォームのこと 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

1 

行政DX 

行政のDX化により、業務の 

効率が上がりました。 

 

行政DX：行政システムを統一

し、サービス・質の向上を実現

するもの 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

1 



組織を超えたネットワーク 

組織を超えたネットワークが評

価されました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

1 

減災 

減災に対する活動が評価されま

した。 

 

減災：災害による被害を、でき

るだけ小さくする取り組み 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

 

 

1 

非常時における動員体制の構築 

非常時における動員体制の構築

が評価されました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋１万円 

1 

都市の課題の見える化と対策 

都市の課題の見える化と対策が

評価されました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋１万円 

 

 

1 



必要な資源の適切な配分 

必要な資源の適切な配分活動が

評価されました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

1 

インシデント対応戦略が評価さ

れました。 

インシデント対応戦略：サイ

バーセキュリティ侵害に対し

て、検知・復旧を行うための取

り組みのこと 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

 

 

インシデント対応戦略 

1 

迅速な復旧 復興 

迅速な復旧・復興により、被害

を最小限にした活動が評価され

ました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

1 

資質・能力の向上 

子供たちの資質・能力が向上

し、多くの優秀な人材が育ちま

した。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

2 



教育の質向上 

情報通信技術の導入により教育

の質が向上しました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

2 

防災訓練・教育 

防災訓練と気候変動、災害と感

染症に関する教育が行われまし

た。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋１万円 

2 

避難誘導 

避難・誘導標識を設置し被災時

の避難誘導を図りました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋１万円 

2 

被災者の自立支援 

被災者の自立支援により、被災

地の復興が加速しました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋１万円 

 

2 



被害の抑制 

事前の対策により、緊急時の被

害が抑制さました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋５万円 

 

 

2 

消費者保護 

消費者保護の活動が評価されまし

た。 

消費者保護：消費者を様々な犯罪

や事故、災害から保護することで

ある。また市場で起こるリスクか

ら消費者を守ること  

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

3 

地域循環共生圏  

地域資源を活用しながら自律分

散型の社会を構築する地域循環

共生圏の取り組みが進み、地域

の活力が発揮されました。 

お金が２０万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1０万円 

3 

災害の記録と継承 

被災後の現状を記録し、後世に

継承しました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋５万円 

 

3 



災害ボランティア 

被災した地域に出向き、ボラン

ティアとして復興活動を行いま

した。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

3 

健康経営 

健康経営により生産性の向上し

ました。 

 

健康経営：企業が積極的に従業

員の健康状態を把握すること 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+1万  

4 

ロックダウン 

感染症拡大防止のため都市が

ロックダウンされました。 

 

ロックダウン：緊急事態によ

り、建物やエリアへの出入りが

自由にできない状況 

お金を20万円失います。 

 

投資をしていたら 

+10万  

4 

医療の質向上 

質の高い医療サービスの確保が

できました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

4 



医療の効率化 

医療の効率化により、質の向上

とコストの削減が行われまし

た。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

4 

ヘルスケアのパーソナライズ 

ヘルスケアのパーソナライズに

より、最適な情報やサービスを

提供できるようになりました。 

パーソナライズ：1人に合わせ

た、適切な情報やサービスを提

供すること 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

4 

健康寿命の延長 

健康寿命の延長により、多くの

年代の人が社会参加できるよう

になりました。 

健康寿命：健康上の問題で日常

生活が制限されることなく生活

できる期間のこと 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

 

 

4 

心のケアとしての危機介入のシステムづくり 

心のケアとして、危機介入シス

テムを作成したところ評価され

ました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

 

 

4 



イベントにおけるSDGs 

イベント開催におけるSDGsの

取り組みが評価されました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

5 

多様性 

持続可能コミュニティに対する

多様性が評価されました。 

 

多様性：ICTを使った多言語に

よる環境教育など 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

5 

個人情報保護 

個人情報を保護することで顧客

からの信頼性が向上しました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

 

 

5 

スポーツ まちづくり 

スポーツにおけるデータ利活用

を行い、まちづくりが進展し

た。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

 

 

5 



スポーツにおける安全配慮 

スポーツにおける安全配慮が評

価されました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋５万円 

 

 

5 

多言語災害情報発信 

多言語災害情報を発信する活動

が評価されました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

 

 

5 

働き方改革 

働き方改革の取り組みを評価さ

れました。 

働き方改革：多様な働き方を選

択できる社会を実現し、働く方

一人ひとりがより良い将来の展

望を持てるようにすること 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

6 

高齢化社会対策 

高齢化社会への対策を行い、活

動が評価されました。 

 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

6 



AI for good 

AIを導入したことで社会課題を

解決しました。 

 

AI for good：AI（人工知能）

による社会貢献（災害の早期兆

候予測など） 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

 

 

６ 

就業形態の変容 

デジタルワーカーの活用により

効率性が向上しました。 

デジタルワーカー：人間の従業

員のスキルセットを模倣し、ビ

ジネス機能を自動化するバー

チャル従業員  

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

 

 

６ 

ドローンによる物流効率化 

ドローンを導入したことで物流

の効率が良くなりました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

 

 

６ 

買い物の利便性向上 

オンラインショップを開設した

ことで買い物の利便性が向上し

ました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

 

 

６ 



高齢者 障害者の支援 

介護ロボットが普及し高齢者、

障害者の支援が効率化されまし

た。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

 

 

６ 

ワクチン接種 

感染症対策としてワクチンを接

種しました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

６ 

災害時の要配慮支援 

災害時に要配慮者への社会的支

援を行いその活動が評価されま

した。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋５万円 

 

 

６ 

新規事業創出 

新規市場創出により、高い利益

を得ました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

７ 



競争力の強化 

競争力の強化により、収益性が

向上しました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

７ 

災害予測 

AIや外部データを用いて自然災

害の被害を予測する取り組みが

評価されました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

７ 

Society 5.0 for SDGS 

IoTやAIを導入したことで単純作

業や重労働の負担が減り、人手不

足が解消しました。Society 5.0：

ビッグデータなどの革新技術をあ

らゆる産業や社会に取り入れるこ

とによりする実現する新たな未来

社会のこと 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

８ 

環境配慮型製品 売れた 

環境配慮型製品が売れました。 

 

 

環境配慮型製品：環境に配慮あ

るいは環境保全に貢献している

製品の一つ  

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

８ 



廃材の循環活用 

廃材の循環活用する取り組みが

評価されました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

８ 

生分解性材料への転換 

生分解性材料への転換を行いま

した。 

生分解性材料：物質が微生物な

どの生物の作用により分解する

性質をもつもの 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

８ 

温室効果ガス削減 

コミュニティの温室効果ガス削

減に向けて取り組みが高く評価

されました。 

温室効果ガス：二酸化炭素、メ

タン、一酸化二窒素、フロンガ

ス  

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

８ 

排出権取引市場の活用 

排出権取引市場を活用することで

削減費用を低コストに抑えること

ができました。 

排出権取引:排出量の削減を達成

し、排出上限を下回った際に余剰

分を市場で売ることができる取引 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

８ 



気候関連財務情報開示 

気候関連財務情報開示によって

投資家の支持を得ることができ

ました。 

気候関連財務情報：企業の気候

関連のリスクや機会を適切に評

価できるような情報 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

８ 

回収・貯留によるCO2削減 

CO2の回収・貯留システム(CCS)

への取り組みが評価されました。 

CO2の回収・貯留システム

(CCS)：排出された二酸化炭素を

ほかの気体から分離して集め、地

中深くに貯留・圧入するというも

の  

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

８ 

カーボンニュートラル 

脱炭素社会の実現に向けた取り

組みが評価されました。 

カーボンニュートラル：2050

年までに、温室効果ガスの排出

を全体としてゼロにする、脱炭

素社会の実現を目指すこと 

お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+10万  

８ 

水素発電による脱炭素 

水素発電の取り組みを開始し、

脱炭素社会の実現に貢献をしま

した。 

お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+10万  

８ 



資金調達 

トランジション･ファイナンス

による資金調達を行いました。 

 

トランジション･ファイナンス:

温室効果ガス削減の取り組みを

行っている企業を支援する金融

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

８ 

ESG投資 

ESG投資の普及によってSDGs

に取り組む企業が増えました。 

 

ESG投資:環境、社会、ガバナ

ンスの3つの観点を含めた投資

活動のこと 

お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+10万  

８ 

循環型社会 

循環型社会への取り組みが評価されまし

た。 

循環型社会：大量生産・大量消費・大量

廃棄型の経済社会から脱却し、生産から

流通、消費、廃棄に至るまで物質の効率

的な利用やリサイクルを進めることによ

り、資源の消費が抑制され、環境への負

荷が少ない社会 

お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+10万  

８ 

生産効率向上 

ビッグデータやAIを利用するこ

とで生産効率が上昇しました。  

 

ビッグデータ：インターネット

とIT技術の発展によって蓄積さ

れた膨大なデータ 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

 

 

８ 



スマート廃棄物管理 

スマート技術を駆使したスマート廃

棄物管理を導入しました。 

スマート廃棄物管理：廃棄物のセン

サーを使用して、ゴミ箱を空にす

る、または満たす準備ができたとき

に、都市の廃棄物収集サービスのラ

イブステータスを追跡する概念 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

８ 

脱炭素 

コミュニティの取り組みを発信

することで、社会全体の関心が

高まり脱炭素化が進みました。 

脱炭素：温室効果ガス排出を 

ゼロにする取り組み    

（カーボンニュートラル） 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

８ 

スマートバンキング 

携帯やその他のデジタルプラッ

トフォームを通じて取引を行う

スマートバンキングが普及しま

した。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

８ 

サプライチェーン継続 

受注・製造・販売・物流を効率

化する構造を作り上げ利益を上

げました。  

お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1０万円 

 

 

８ 



公衆衛生 

施設管理に取り組み公衆衛生上

の課題が改善されました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

 

 

８ 

必要な資源の適切な配分 

市場の動きを補整し必要な資源

を適切な場所に配分しました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋５万円 

 

 

８ 

レジリエンスのリスク体制

リスク体制を強化したことで、

災害時の被害が減少しました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋５万円 

８ 

土壌汚染改善 

土壌汚染の改善活動が評価され

ました。 

 

土壌汚染：土壌が人間にとって

有害な物質によって汚染された

状態  

 お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

９ 



水質浄化技術の向上 

水質浄化技術の向上により、水

質の向上や生物生息環境の改善

を図りました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

９ 

節水 

組織内で節水の取り組みを強化

しました。 

 お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+1万  

９ 

消費者に評価される 

SDGs活動が消費者に評価され

ました。 

 お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+1万  

9 

スマート農業 

ロボット技術や情報通信技術

ICTを活用することで、農作業

の効率が向上しました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

9 



公衆衛生の改善 

スマートウォーターによって公

衆衛生が改善しました。 

 

スマートウォーター：水供給過

程全体をデータで管理すること

で運用改善を行うシステム 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

 

 

9 

自然の復元力の状況把握 

自然復元力の状況を考慮した自然再生事

業が評価されました。 

自然再生事業：過去に損なわれた自然を

積極的に取り戻すことを目的として、関

係行政機関、関係地方公共団体、ＮＰ

Ｏ、専門家等の地域の多様な主体が参加

して、自然環境の保全し、再生し、創出

し、またはその状態を維持管理すること  

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋５万円 

9 

衛生管理  

水道施設の衛生管理を徹底し汚

染事故の発生を阻止しました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

 

 

9 

リスク管理 

リスクを未然に防ぐまたは軽減するよ

うに働きかけました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

10 



消費者の信頼を得る 

消費者の信頼を得て販売促進を

行いました。 

お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+10万  

10  

ステークホルダーからの信頼

ステークホルダーからの信頼を

得ました。 

ステークホルダー：意思決定や

活動に関わる全ての利害関係者

のこと  

お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋10万円 

 

 

10  

ハザードマッピング 

気象災害のハザードマッピング

システムを導入し事故を未然に

防ぎました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋５万円 

10  

長寿命設計 

既存施設の超寿命化を通じて 

劣化しにくい建物の生産が出来

ました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

11 



資源の再利用・環境改善 

エネルギー資源の再利用によ

り、脱炭素に貢献しました。 

お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+10万  

11 

エネルギーの見える化 

エネルギーの見える化により無

駄なエネルギー消費を抑えるこ

とができました。 

エネルギーの見える化：エネル

ギーの収支や消費量が見える 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+1万  

11 

省エネ 蓄エネ 創エネ 

エネルギーに対する取り組みが評価

されました。 

省エネ：エネルギーの無駄を省いて           

効率化する 

蓄エネ：エネルギーを蓄える 

創エネ：エネルギーを自ら創る 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+1万  

11 

エネルギーの最適化 

エネルギーの最適化により、効

率良くエネルギーを使うことが

できるようになりました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+1万  

11 



情報セキュリティ 

情報セキュリティへの取り組み

が評価されました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+1万  

11 

インフラのICT化による機能向上 

インフラのICT化により機能が

向上しました。 

インフラ（インフラストラク

チャー）：道路・通信・公共施

設等の産業や生活の基盤となる

施設  

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

 

 

11 

再生可能エネルギーの普及 

再生可能エネルギーを普及さ

せ、持続可能な社会を実現しま

した。 

再生可能エネルギー：太陽光等

をエネルギー源とした、永続的

に利用できるエネルギー 

お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋10万円 

 

 

11 

H₂

H₂

水素社会 

水素を利用した社会システムに

取り組み、脱炭素化が進みまし

た。 

お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋10万円 

 

 

11 



ICTの導入 

ICTの導入によりネットワーク

を介して情報の共有が可能にな

りました。 

ICT:情報通信技術（メールでの

コミュニケーションなど） 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

 

 

11 

地域間格差の是正 

スマート技術の導入でデジタル

ディバイドが解消され、地域間

格差が是正されました。 

デジタル・ディバイド（情報格

差）：ITの恩恵を受ける人と受

けない人の間の経済格差 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

11 

データの暗号化 

データを暗号化することでセ

キュリティの強化をしました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

 

 

11 

耐震設計 

耐震性に配慮した耐震設計が評

価されました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋１万円 

11 



災害時の自立運転 

災害時における太陽光発電の自

立運転の有用性が評価されまし

た。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

 

 

11 

危機時の融通余力 

融通電力の余力を消費し、停電

を回避しました。 

融通電力：電力が余っていると

ころと、不足しているところ

が、電力を相互にやりとりする

こと  

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

 

 

11 

災害に強い建物 

自然災害に対応した構造の建物

が評価されました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

11 

災害時の施設管理 

災害時の施設管理を行い被害を

最低限に抑えました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

11 



災害状況の把握 

災害状況をいち早く把握し、災

害対応を迅速化しました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

 

 

11 

災害情報管理 

災害情報の管理を行い、防災力

の向上を可能にしました。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋１万円 

11 

災害に強いIT環境 

クラウドサービスを活用し災害に強

いIT環境を整えました。 

クラウドサービス：従来は利用者が

手元のコンピュータで利用していた

データやソフトウェアを、ネット

ワーク経由で、サービスとして利用

者に提供するもの  

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋5万円 

 

 

11 

事故の削減 

道路の交通安全が確保され事故

率が減りました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+5万  

12 



公共交通機関 

公共交通機関が充実し交通手段

が増えたことで経済活動が活発

になりました。 

お金が20万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

+10万  

12 

スマート信号機 

スマート信号機の普及により、

交通の待ち時間が大幅に改善さ

れました。 

スマート信号機：情報センサー

を使い道路の交通量に応じて 

表示時間が変わる信号機 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

 

 

12 

ITSの普及 

ITSが普及し交通事故や渋滞を

回避できるようになりました。 

ITS：人・道路・車両の情報を

ネットワークで管理し交通事故

等の交通問題を解決する最先端

の情報通信技術 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

 

 

12 

自動運転 

自動運転により、運転者のミス

に起因する交通事故を削減しま

した。 

お金が5万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋1万円 

 

 

12 



運行規制による被害予防 

自然災害が発生したため交通機

関の運行を規制し事故を未然に

防ぎました。 

お金が10万円もらえます。 

 

投資をしていたら 

＋５万円 

12 



虚偽情報公開に伴う信頼失墜 

虚偽情報公開により、信頼を失

いました。 

お金を20万円失います。 

1 

取引先を失う 

取引先を失いました。 お金を10万円失います。 

1 

不利な契約 

契約時に不利な契約を結んでし

まいました。 

お金を10万円失います。 

1 

グリーンウオッシュ（不正の発生） 

グリーンウォッシュが発覚し、大

きく信頼を失いました。 

グリーンウォッシュ：実際は環境

改善効果がなく、不正に水増しさ

れていたり、調達資金が適正に環

境事業に当てられてないこと 

お金を20万円失います。 

1 



不正審査による認証停止 

不正審査により認証が停止しま

した。 

 

お金を10万円失います。 

1 

ガバナンスの問題 

スマート技術の社会実装でガバ

ナンスが問題が発生し、プロ

ジェクトが中断しました。 

 

  

 

、 

お金を20万円失います。 

1 

都市計画の失敗 

都市計画が失敗しました。 

都市計画：都市内の限られた土

地資源を有効に配分し、自然環

境の健全な調和を図りつつ、 

健康で文化的な都市生活を確保

しようとするもの  

お金を20万円失います。 

 

1 

データの悪用 

データが悪用され、信頼を大き

く失いました。 

お金を20万円失います。 

 

1 



孤立 

地域コミュニティ内で問題が発

生し孤立しました。 

お金を10万円失います。 

1 

脆弱な国土 

脆弱な国土により、国際的な信

頼性が失われました。 

脆弱な国土：位置、地形、地

質、気象等の国土・自然条件か

ら、地震、台風、集中豪雨等の

自然災害に対し脆弱な国土  

お金を10万円失います。 

1 

復旧の遅延 

交通機関の復旧の遅延により、

活動再開ができません。 

お金を10万円失います。 

 

1 

激甚災害の発生 

激甚災害により、事業活動に大きな支障

をきたしました。 

 

激甚災害（げきじんさいがい）：国民経

済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災

害による地方財政の負担を緩和し、また

被災者に対する特別の助成措置を行うこ

とが特に必要と認められる災害  

お金を20万円失います。 

 

1 



対策本部の混乱 

対策本部の混乱により、復旧に

大きな遅延が発生しました。 

お金を10万円失います。 

1 

同時複数大規模災害発生 

同時複数大規模災害の発生に

よって復旧・再開が大幅に遅延

しました。 

お金を20万円失います。 

 

1 

取引先を失う等の経済的不利益 

取引先を失い、経済的不利益を

被りました。 

お金を5万円失います。 

 

1 

教育格差 

貧困・性差別によって、教育格

差が生まれました。 

お金を10万円失います。 

 2 



教育格差 

デジタルデバイドによる教育格

差が生まれました。 

 

デジタルデバイド：情報格差 

お金を5万円失います。 

 

2 

正常性バイアス 

災害時に正常な判断を行えず、

事故に遭いました。 

 

正常性バイアス：根拠なく大丈

夫と思ってしまう心理 

お金を20万円失います。 

 

2 

災害時のパニック発生 

災害時にパニックとなり群衆雪

崩が発生、甚大な被害をもたら

しました。 

お金を20万円失います。 

 

2 

被災地支援が続かない 

被災地への支援物資がストップ

し危機に瀕しました。 

お金を10万円失います。 

 

2 



緊急時の対応の遅れ 

災害発生時の初期対応が遅れ被

害を受けました。 

お金を10万円失います。 

2 

リコールの発生 

リコールが発生しました。 

リコール：設計・製造上の過誤な

どにより製品に欠陥があることが

判明した場合に、法令の規定また

は製造者・販売者の判断で、無償

修理・交換・返金などの措置を行

うこと 

お金を10万円失います。 

3 

住民の参加 

スマートシティ実践における住

民参加が行われませんでした。 

スマートシティ：構築された環境に

おける物理的、デジタル、および人

間のシステムの効果的な統合によ

り、市民に持続可能で繁栄した包括

的な未来を提供する 

お金を5万円失います。 

 

3 

防災意識の薄れ 

防災意識の薄れによって災害時

の備えが不足しました。 

お金を10万円失います。 

 

3 



ボランティア不足 

3 

ボランティア不足によって、復

興活動が円滑に進みませんでし

た。 

お金を10万円失います。 

 

健康寿命の縮小 

健康寿命の縮小により経済活動

が縮小されました。 

健康寿命：健康上の問題で日常

生活が制限されることなく生活

できる期間のこと 

お金を5万円失います。 

4 

パンデミックの発生 

パンデミックの発生により、

様々な施設に大きな影響がでま

した。 

パンデミック：病気が国から国

に広がるのをもはや制御できな

い段階に達したこと  

お金を20万円失います。 

4 

電子カルテの漏洩 

電子カルテの情報漏洩により、 

信用問題となりました。 

電子カルテ：診療録を構成するす

べての情報種が電子的に扱われ、

同時に他箇所で、迅速に、充分に

古いものも参照できること  

お金を20万円失います。 

4 



医療でのICT 

医療でのICT活用が行われませ

んでした。 

 

ICT:情報通信技術（メールでの

コミュニケーションなど） 

 

お金を10万円失います。 

 

4 

ヘルスケアアプリ 

ヘルスケアアプリが普及しませ

んでした。 

 

ヘルスケアアプリ：睡眠や栄養

など様々な健康を管理できるア

プリ 

お金を10万円失います。 

4 

トラウマティックストレスの発生 

トラウマティックストレスの発生

により、活動の幅が縮小した。 

 

トラウマティックストレス：生命

や身体に脅威を感じるような危機

的体験とそれがもたらす影響  

お金を10万円失います。 

4 

差別 

組織内において差別問題が発覚

しました。 

お金を10万円失います。 

5 



理解や同意 

運動や健康に関するデータ活用

に関する理解や同意を得ること

ができませんでした。 

お金を20万円失います。 

5 

個人情報の流出 

個人情報の流出により、大きく

信頼性を失いました。 

お金を20万円失います。 

5 

スポーツイベント中の被災 

スポーツイベント中に災害が発

生し甚大な被害を受けました。 

お金を20万円失います。 

5 

情報支障 

高齢者・障がい者との情報格差

が生じました。 

お金を5万円失います。 

 

5 



労働災害の発生 

労働災害が発生し、活動が停止

しました。 

労働災害：労働者の業務上また

は通勤途上の負傷・疾病・障

害・死亡のこと 

お金を10万円失います。 

6 

高齢者雇用の減少 

高齢者雇用の減少により、労働

生産性が減少しました。 

お金を10万円失います。 

6 

ＤX未着手 

ＤＸ未着手の企業が多く、地域

の経済が停滞しています。 

 

DX：デジタル技術による（生

活やビジネスの）変革  

お金を20万円失います。 

 

6 

AIによる雇用代替 

AIの普及により失業者の増加し

ました。 

AI：人工知能。言語の理解や計

算など、知的行動を人間に代

わってコンピューターに行わせ

ること 

お金を20万円失います。 

 

6 



ドローンによる事故 

ドローンによる事故が発生しま

した。 

 

  

お金を10万円失います。 

6 

買い物方法の変化 

ネット通販の広がりにより、実

店舗での買い物が減ることで、

地域経済が衰退しました。                           

お金を5万円失います。 

 

6 

ITリテラシー 

高齢者のITリテラシーが低く、

支援が必要となりました。 

お金を10万円失います。 

 

6 

ロックダウン 

感染症の拡大によって都市の行き

来がロックダウンされました。 

 

ロックダウン：緊急事態により、

建物やエリアへの出入りが自由に

できない状況 

お金を10万円失います。 

6 



被災者のPTSD 

被災後の不安やストレスの影響

でPTSDを発症しました。 

 

PTSD：人の対応能力を超えた

強い衝撃的な体験が心に傷を残

し引き起こされる精神障害 

お金を10万円失います。 

6 

新市場の減少 

新市場が減少し、売上が減少し

ました。 

お金を10万円失います。 

7 

水需要のひっ迫 

スマート技術活用による最適な

水資源の配分が行われませんで

した。 

 

お金を10万失います。 

 

7 

正常性バイアス 

正常性バイアスにより、被害が拡

大しました。 

 

正常性バイアス：多少の異常事態

が起こっても、それを正常の範囲

内として心の平静を保つ働きのこ

と。 

お金を10万円失います。 

7 



産業廃棄物の増大 

産業廃棄物の増大により信用を

失いました。 

 

産業廃棄物：事業活動によって

生じた廃棄物のこと  

お金を10万円失います。 

8 

廃棄物の発生 

産業廃棄物の処理のためコスト

がかかりました。 

 

産業廃棄物：事業活動によって

生じた廃棄物のこと  

お金を10万円失います。 

8 

環境型配備製品 売れない 

新しく開発した環境型配備製品

の売れ行きが不調になりまし

た。 

環境型配備製品：環境に配慮あ

るいは環境保全に貢献している

製品の一つ  

お金を20万円失います。 

8 

マイクロプラスチック問題 

マイクロプラスチック問題が深刻

化しました。 

マイクロプラスチック：微細なプ

ラスチックごみであり、含有・吸

着する化学物質が食物連鎖に取り

込まれ、生態系に及ぼす影響が懸

念される  

お金を10万円失います。 

8 



自然災害発生 

自然災害により大きな被害を受

けました。 

 

お金を20万円失います。 

8 

市場で評価されない 

温室効果ガス削減に取り組んでい

なかったことから、市場で評価さ

れなくなりました。 

 

温室効果ガス：二酸化炭素、メタ

ン、一酸化二窒素、フロンガス 

お金を10万円失います。 

8 

不買 市場締め出し 

不買運動が起こり、市場から締

め出されました。 

 

不買運動：抗議活動の一種であ

り、該当企業の商品を不買に

よって抗議すること 

お金を10万円失います。 

8 

気候変動リスクの増加 

温室効果ガスの管理を怠っていた

ため、気候変動リスクが増加しま

した。 

 

気候変動リスク：異常気象などに

よりこのような影響を受ける可能

性  

お金を10万円失います。 

8 



爆発事故(水素) 

水素燃料の品質管理をしていな

かったため、爆発事故が発生し

ました。 

お金を20万円失います。 

8 

株価下落 

環境への配慮が不足していたこ

とが株価の下落を招きました。 

お金を10万円失います。 

8 

ESG格付けの下落 

ESG格付けが下落しました。 

 

 

ESG投資:環境、社会、ガバナ

ンスの３つの観点を含めた投資

活動のこと。 

お金を10万円失います。 

8 

資金不足 

資金不足に陥りました。 お金を20万円失います。 

8 



廃棄物の増加 

シェアリングエコノミーなどに取

り組まなかったことで廃棄物が増

加しました。 

シェアリングエコノミー：個人が

保有する遊休資産（スキルのよう

な無形のものも含む）の貸出しを

仲介するサービス  

お金を10万円失います。 

8 

雇用を失う 

AIを使ったデジタルワーカーの台

頭により雇用が失われました。 

デジタルワーカー：人が RPA や AI 

などを活用して開発したソフトウェ

ア・ロボット  

RPA：単純な事務作業や定型業務を自

動化する仕組み  

お金を10万円失います。 

 

8 

市場を失う 

ＤXに対応できず市場を失いま

した。 

 

DX：デジタル技術による（生

活やビジネスの）変革 

お金を10万円失います。 

 

8 

競争力を失う 

ＤXに対応できず競争力を失い

ました。 

 

DX：デジタル技術による（生

活やビジネスの）変革 

お金を10万円失います。 

 

8 



サプライチェーン寸断 

移動・操業制限措置によって、サ

プライチェーンが寸断・停滞しま

した。 

 

サプライチェーン：原料調達・製

造・物流・販売・廃棄等、一連の

流れ全体 

お金を10万円失います。 

8 

災害廃棄物大量発生 

被災後、災害廃棄物が大量発生し

ました。 

災害廃棄物：自然災害に直接起因

して発生する廃棄物のうち、生活

環境保全上の支障へ対処するた

め、市区町村等がその処理を実施

するもの 。 

お金を10万円失います。 

8 

気候変動による異常気象 

気候変動の影響で異常気象が起

こり、被害を受けました。 

 

 

 

お金を10万円失います。 

 

8 

災害に伴う金融危機・経済危機 

持続可能な金融に取り組まな

かったため、金融危機、経済危

機に陥りました。 

持続可能な金融：環境、社会、

ガバナンスの３つの観点を含め

た投資活動 

お金を10万円失います。 

8 



土壌汚染の発生 

土壌汚染が発生しました。 

 

 

土壌汚染の発生：人体に有害と

される物質が土に浸透し、蓄積

された状態のこと。 

お金を10万円失います。 

9 

水資源の無駄 

水資源の無駄が発生しました。 お金を5万円失います。 

9 

  

9 

水質汚濁による健康被害 

工場排水が原因で、健康

被害が発生しました。 

 

お金を20万円失います 

廃棄物管理 AI 

災害によりシステムがダウンし

廃棄物の適正管理ができなくな

りました。 

お金を5万円失います。 

 

9 



気候変動リスク 

脱炭素への取り組みを怠ったこ

とにより気候変動リスクが増加

しました。 

気候変動リスク：異常気象など

によりこのような影響を受ける

可能性  

お金を10万円失います。 

 

9 

情報格差 

モバイル金融サービスの普及の遅

れにより情報格差(デジタルデバイ

ド)が広がりました。 

情報格差：インターネット等の情

報通信技術を利用できる者と利用

できない者との間に生じる格差  

お金を5万円失います。 

 

9 

災害復旧の遅延 

災害復旧が遅延し、事業再開に

影響が出ました。 

お金を10万円失います。 

 

9 

内水氾濫 

内水氾濫が発生し交通機関に支

障が出ました。 

内水氾濫：都市に降った雨が河

川等に排水できずに発生する浸

水 

お金を10万円失います。 

 

9 



製品リコール発生 

製品の欠陥が発見され、回収・

無償交換が行わました。 

お金を10万円失います。 

10 

情報流出 

情報流出により大きく信用を失

いました。 

お金を20万円失います。 

10 

損失発生 

リスクが発生しましたが、事前

の対策が行われておらず、大き

な損失になりました。 

お金を30万円失います。 

10 

カントリーリスク 

カントリーリスクが増加しまし

た。 

 

カントリーリスク：国の事情に

よる、出資金、輸出金など回収

不能となるリスク。 

お金を10万円失います。 

10 



大規模な遅延 

交通システムに障害が生じ、大

規模な遅延が生じました。 

お金を10万円失います。 

 

10 

交通弱者 

自動運転導入が進まず、交通弱

者の課題解消が行われませんで

した。 

お金を10万円失います。 

 

10 

正常性バイアス 

正常性バイアスにより、被害が拡

大しました。 

 

正常性バイアス：多少の異常事態

が起こっても、それを正常の範囲

内として心の平静を保つ働きのこ

と。 

お金を10万円失います。 

 

10 

建築廃棄物の発生 

建築廃棄物の発生により、処理コ

ストがかかります。 

建築廃棄物：建設工事に伴い副次

的に得られたすべての物品廃棄物

に該当するものをいい、一般廃棄

物と産業廃棄物の両方を含む概念  

お金を5万円失います。 

11 



地球温暖化 

エネルギーの効率的な利用を行

わず、温暖化がさらに加速しま

した 

お金を10万円失います。 

11 

売電できない 

売電できずエネルギーの最適化

が行われませんでした。 

お金を5万円失います。 

11 

停電・過剰な電力供給 

エネルギーの最適化が行われま

せんでした。 

お金を5万円失います。 

11 

セキュリティ事故 

個人情報流出等のセキュリティ

に問題が発生しました。 

お金を20万円失います。 

11 



主要インフラへのダメージ 

サイバー攻撃を受け主要インフラの

システムが機能停止となりました。 

サイバー攻撃：サーバやパソコンや

スマホなどのコンピューターシステ

ムに対し、ネットワークを通じて破

壊活動やデータの窃取、改ざんなど

を行うこと  

お金を20万円失います。 

11 

通電火災による地震火災 

地震による停電後、通電した際

に火災が発生しました。 

お金を10万円失います。 

 

11 

停電 

停電により復旧まで生産ライン

や操業を停止しました。 

お金を10万円失います。 

 

11 

建物崩壊 

自然災害の影響によって建物が

崩壊し巻き込まれました。 

お金を20万円失います。 

 

11 



避難場所として利用できない 

避難場所に指定されている建物

が崩壊し避難場所として利用で

きなくなりました。 

お金を10万円失います。 

 

11 

緊急事態の情報支障 

情報取得に支障をきたし行動選

択が制限されました。 

お金を10万円失います。 

 

11 

通信網断絶 

地震によって情報通信網に被害

や障害が発生し、外部とのアク

セスが断絶されました。 

お金を10万円失います。 

11 

災害時の復旧遅延 

自然災害によってインフラ等が

被害を受け災害復旧が遅延しま

した。 

 

 

お金を10万円失います。 

11 



交通事故 

交通事故に遭い活動が停止しま

した。 

お金を10万円失います。 

12 

地域公共交通の衰退 

交通機関が衰退し通勤困難とな

りました。 

お金を10万円失います。 

12 

人口減少による発展の停滞 

人口減少によりインフラ整備が

整わず、発展に停滞が生じまし

た。 

お金を10万円失います。 

 

12 

大停電 

スマート技術を導入しておら

ず、大停電の発生により活動が

停止しました。 

お金を10万円失います。 

12 



都市の利便性低下 

都市のインフラを担保している

システムがダウンし、都市の利

便性が低下しました。 

お金を10万円失います。 

 

12 

情報漏洩 

サイバー攻撃により情報漏洩が

起こりました。 

お金を20万円失います。 

 

12 

道路機能の障害と交通障害 

災害が発生し、道路や交通機関

に影響を及ぼします。 

お金を10万円失います。 

12 
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