
 

 
北陸電力は「地域 ICT プラットフォーム『結ネット』」の 

導入支援・運営事業に参画いたします！ 

－地域ともに持続可能なスマート社会を目指して－ 

2021 年 10 月 1 日  

北陸電力株式会社  

北陸電力は、社会環境が大きく変革【チェンジ】する中、これを機会【チャンス】と捉え、

新たに挑戦【チャレンジ】する３Ｃの精神で、電気事業以外においても皆さまの暮らしの

お役立ちに貢献し、地域と一緒に発展できる企業でありたいと考えています。 

その活動の一環として、地域の暮らしに欠かせない自治会組織の運営デジタル化を目的

とした「結ネット」アプリの導入支援・運営事業※を 10 月より開始させていただきます。

アプリを通じた、当社グループによるお役立ちコンテンツも順次提供予定です。 

※富山県内は北日本放送株式会社が結ネットの事業拠点となっていますので、当社はコンテンツ提供を中心に支援いたします 

■「結ネット」の概要 [開発元：株式会社シーピーユー（石川県金沢市）] 

 皆さまのスマホ・タブレットのアプリとして、地域自治会の電子回覧板や自治体・店舗か

らの情報発信ツールとしてご利用いただけるほか、災害時には安否確認システムとしての

活用が可能です。 

＜3つの特徴＞ 
① クラウド型町内会運営システム 

 アプリを通じて公共情報が発信され、回覧板などの手渡し
作業が不要に。⾏事の出⽋回答やアンケート集計機能
により、自治体・自治会の運営負担の軽減に繋がります。 

② 地域事業者リアルタイム情報発信システム 
 地域の店舗や事業者が、地域を特定して情報発信する
ことができ、住⺠の皆さまの便利な暮らしづくりのお役⽴ち
ツールとして活用いただけます。 

③ 災害時の安否確認システム 
 万一の災害時には、アプリを通じた状況伝達、会員の安
否状況確認が可能です。 

■北陸電力グループが提供するお役立ちコンテンツ（予定）

 地域の皆さまの安全・安心な暮らしに向け、北陸電力グループのコンテンツを順次提供し

てまいります。 
＜コンテンツ例＞ 
○停電情報お知らせサービス 
○住宅⾒守りサービス 
○AIを用いたクマ出没自動検出システム  など 

■お問い合わせ先 

北陸電力株式会社 環境・地域共創部   076－405－3270 

（受付時間／月～金曜日：９時～17 時 ※祝日・年末年始を除きます） 

以 上 
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石川県小松市石川県野々市市

（お問い合わせ先）（開発元）

“新しい生活様式” を取り入れた
自治会・町内会の活動をサポート
“新しい生活様式” を取り入れた
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カラス対策を！

結ネット
地域ＩＣＴプラットフォーム

ゆ　い

公園遊具点検

河川水位上昇

クマ出没

結ネットは自治会の方の声から実用化
結ネットは、石川県野々市市連合町内会で２年間の実証実験を経て、商品化しました。自治会で試
験運用を重ねたことで、安心して継続運用していただける結ネットが誕生し、地域の活性化に貢献
できるサービスとして実用性・利便性を石川県と金沢市の双方から高く評価いただいております。
現在では、自治会・町内会向けにとどまらず、マンション管理団体や商工会など各種団体向けの
連絡ツールとしても導入実績があります。

結ネットはスマホ、タブレット、ガラケーに対応

iPhone・iPad：iOS Ver.10 ～
Android：Android Ver.5.0 ～

ガラケー（フィーチャーフォン）

スマホ・タブレット

パソコン（記事配信のみ） Windows版 Google Chrome 推奨（最新）

全機種 (一部旧機種を除く）

令和元年度
プレミアム

石川ブランド認定

令和元年度
金沢かがやきブランド

大賞認定

社会課題解決モデルを
結ネットで構築
2016年に連合町会長の町内会で試験運
用開始する。次世代を担う40～50歳代
で運営組織を設立し、10町会で電子回
覧板として導入後、市とも協力し、市内
全町会へ展開する。結ネットを地域 ICT
基盤として社会課題解決に向けた活用を
目指している。

台風災害をきっかけに
結ネットを導入
台風により市内河川が「氾濫危険水位」
に達し、市と各町会長の連絡に膨大な時
間と手間を要した。既読確認ができ、ガ
ラケーにも対応している結ネットを導入
する。町内会連合会理事会等の情報共有
ツールとして活用を開始し、翌年の自然
災害時の連絡に効果を発揮した。

石川県金沢市太陽が丘ゆうひみ町会石川県金沢市米泉校区

結ネットで
災害時の安否確認
全 6 町会、6 団体で 2018 年 11 月よ
り一斉に導入。情報共有のツールとして
はもちろん、各町内会を単位とした災害
時安否確認に活用すべく、災害訓練を実
施している。平常時は、回覧板で行って
いた業務を省力化でき、役員の労力軽減
に繋がっている。

結ネット導入率95％
ペーパーレス化を目指す
連絡事項の即時かつ一斉配信、総会やイ
ベントへの参加可否の情報集約、災害発
生時の安全確認や情報管理、各戸配布や
参加可否の集約など運営側の労力の軽減
などを目的に導入する。若い世帯が多く
稼働率が高く、今後は回覧などのペー
パーレス化の推進を目指している。

安否確認

問題
なし

連絡要 至急
支援要

動作環境
利用される組織構成や世帯数等により変わります。
お気軽にご相談ください。

価 格

総会開催
収支報告
承 認 否 認

マルシェ開催

今月の役員会
参 加 不参加

北陸電力株式会社　環境・地域共創部
〒９30-8686　富山県富山市牛島町15-1
URL　http://www.rikuden.co.jp
専用ダイヤル　076-405-3270
※受付時間／月～金曜日：9時～17時　※祝日・年末年始を除きます

株式会社シーピーユー
〒921-8043　石川県金沢市西泉4-60
TEL　076-280-8001
URL　https://www.cpu-net.co.jp

北陸電力町内会
1班　北電タロウ

北陸電力グループから生活に役立つ
コンテンツを順次提供予定



利用者

掲示板型・問い合わせ型

普段使いの連絡ツールアプリ「結ネット」
もしもの災害時は安否確認ツールに変身
地域 ICT プラットフォームサービス「結ネット（ゆいねっと）」は地域組織や各種団体において、平常時は地域の電子回覧板や自治体・
事務局・店舗からの情報発信ツールとして利用し、災害時には安否確認システムとして活用できるアプリです。
「クラウド型町内会運営システム」、「地域事業者リアルタイム情報発信システム」、「災害時の安否確認システム」の３システムを統合した
クラウド型ポータルサービスで、これまでの活動を継承しながら、新しいカタチで活動を維持できます。

役員・事務局（管理者）

自治体・事業者

役員・責任者（管理者）

会 員（利用者）

会 員（利用者）

災害連絡
安否状況 一元管理 安否状況報告

情報発信

情報発信・連絡
行事等の出欠確認

情報受信

行事等の出欠回答

安否状況
確認

平
常
時

災
害
時

「結ネット」で負担を軽減した効率の良い運営に変わる！

いつでも、どこでも
必要な情報を発信･確認

回覧板等の短所をフォロー
出欠集計作業も軽減

災害モードに切り替え
安否確認を実行

連絡事項をリアルタイムに伝達でき、配布の
労力や通信費も削減。過去の記録も容易に再
確認でき、感染対策にも効果的で安心です。

メモはどこ？
会合何時から？

回覧板は
多数が触れ不安

速やかに回してください

参加のお願い
至急

行事などの出欠回答を発信できます。回答
結果は、自動集計され運営側の負担を軽減。
既読確認も行え、連絡漏れを防ぎます。

万一の災害時は、会員にいち早く状況を伝
達でき、会員は安否状況を速やかに発信。
緊急時における情報の一元管理を実現します。

結ネットのメニューは
柔軟にカスタイマイズ対応

もしものときは災害時モードで警告音と色で緊急性を伝達
普段、連絡や情報の共有ツールとして使用している結ネットは、自然災害などの非常時に「災害時モード」に切り替え、安否確認ツール
として活用できます。管理者が「災害時モード」に切り替えることで、利用者のメニュー画面が安否状況回答画面に自動で切り替わります。
安否状況回答画面は、優先的に表示されるとともに、赤色の画面と警告音、プッシュ通知で緊急性の高さを伝えます。

結ネットは、お住まいの町内会や所属の団体等、お客様の運用のニーズに応
じて、メニューはカスタマイズできます。メニューは、「記事型」「掲示板型」「問
い合わせ型」のいずれかの形式となり、それぞれの形式によって権限や設定
項目が異なります。ご要望等をお伺いし、最適なメニューをご提案させてい
ただきます。運用後、メニューの追加も行えます。

記事型は、行事や連絡事項など結ネットを活用する上で、基本と
なる情報配信形式となります。管理者が、利用者への情報発信
および、各利用者の既読･回答の確認が行えます。
記事には、公開期間、回答返信（参加／不参加、希望する／希望
しない、賛成／反対 など）、添付ファイル、地図や外部Webサイ
トへのリンクなども設定できます。

掲示板型は、「全員」「役員限定」「班指定」など利用者を予め
グループ設定し、グループ間であれば誰もが発信、閲覧のほか、
回答も行える自由なコミュニケーションツールとして活用で
きます。
問い合わせ型は、掲示板型と表示は似ていますが、すべての利用
者が発信可能で、閲覧・回答は役員権限付与者のみが行えます。

自治会メニュー例

石川県野々市市
あやめ町内会

自治会メニュー例

石川県金沢市
太陽が丘ゆうひみ町会

記事型

参加

管理者

発 信

平常時 災害時 災害時

安否状況
回答画面を
優先表示

状況を
発信 非常時は状況をみんなで共有

みんな
大丈夫？

集計が｡｡｡

ソーシャル･ディスタンシングを維持しながら会員が結束

利用者

利用者 管理者

結ネット
自治会
各種団体
運営

地域情報
配信

北陸電力町内会 北陸電力町内会 北陸電力町内会

北陸電力
町内会

北陸電力町内会
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時安否確認に活用すべく、災害訓練を実
施している。平常時は、回覧板で行って
いた業務を省力化でき、役員の労力軽減
に繋がっている。

結ネット導入率95％
ペーパーレス化を目指す
連絡事項の即時かつ一斉配信、総会やイ
ベントへの参加可否の情報集約、災害発
生時の安全確認や情報管理、各戸配布や
参加可否の集約など運営側の労力の軽減
などを目的に導入する。若い世帯が多く
稼働率が高く、今後は回覧などのペー
パーレス化の推進を目指している。

安否確認

問題
なし

連絡要 至急
支援要

動作環境
利用される組織構成や世帯数等により変わります。
お気軽にご相談ください。

価 格

総会開催
収支報告
承 認 否 認

マルシェ開催

今月の役員会
参 加 不参加

北陸電力株式会社　環境・地域共創部
〒９30-8686　富山県富山市牛島町15-1
URL　http://www.rikuden.co.jp
専用ダイヤル　076-405-3270
※受付時間／月～金曜日：9時～17時　※祝日・年末年始を除きます

株式会社シーピーユー
〒921-8043　石川県金沢市西泉4-60
TEL　076-280-8001
URL　https://www.cpu-net.co.jp

北陸電力町内会
1班　北電タロウ

北陸電力グループから生活に役立つ
コンテンツを順次提供予定
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