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「スマートシティたかまつ」プロジェクトの推進
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スマートシティたかまつ推進プラン（2019～2021）

まちづくり分野
商店街への通行量カメラの設置

人材育成
データ利活用人材の育成

業務改革
ビデオ会議システムを利用した

お悔やみ手続ワンストップ窓口
デジタルデバイド対策
地域住民を対象としたスマホ教室

2019年度～

スマートシティたかまつ推進協議会（会長：高松市長）

IoT共通プラットフォーム（FIWARE）【本番／実証環境／ODサイト】

産 学 官民

他
自
治
体
へ
の
横
展
開

ICT・データの活用と多様な主体との連携により、様々な地域課題を解決し、
持続的に成長し続ける「スマートシティたかまつ」の実現

農業分野、健康分野、行政デジタル化・・・

2020年度以降

防災分野
水位センサー等の設置による対応迅速化

観光分野
レンタサイクルを利用する観光客動態の把握

2017年度～

福祉分野
ウェアラブル端末による高齢者見守り

交通安全分野
交通事故ヒヤリ・ハット発生地点の特定

2018年度～



１．スマートシティたかまつ
推進協議会の活動状況



2017年10月に、産学民官の多様な主体の連携を通じて、IoT共通プラットフォー
ムを活用した、官民データの収集・分析による地域課題の解決を目指し、スマート
シティたかまつ推進協議会（会長：高松市長）を設立。（会員数：2022年1月現在
127者）
協議会内に各分野ごとにワーキンググループ（WG)を組成し、産学民官が連携し

て、課題の整理から始め、実証事業を重ねながら、社会実装を目指した取組を進め
ている。
また、市民参加型のスマートシティを目指し、協議会として、市民向けのシンポ

ジウムや人材育成講座の開催など、普及啓発活動を実施している。

スマートシティたかまつ推進協議会の設立

4



5

スマートシティたかまつ推進協議会

日本電気(株)四国支社
富士通Japan(株)香川支社
(株)セールスフォース・

ドットコム
(株)四国日立システムズ
(株)富士通四国インフォテック
ＴＩＳ(株)
リコージャパン(株)香川支社
NTTコミュニケーションズ(株)
ＬＩＮＥ(株)
アライドテレシス(株)四国支社
インテル(株)
(株)トラストバンク
(株)マチマチ
富士ソフト(株)
(株) NTTデータ四国
四国システム開発(株)高松事務所
三菱電機株式会社 四国支社
(株)テクノプロ
テクノプロ・IT社 高松支店

ヴイエムウェア(株)

(株)ＳＴＮｅｔ
西日本電信電話(株)香川支店
ソフトバンク(株)
KDDI まとめてオフィス

西日本(株) 四国支社
(株)NTTドコモ 四国支社

高松市
総務省(オブザーバー)
経済産業省(オブザーバー)
香川県(オブザーバー)

【行政機関】

【通信ネットワーク事業者】

【ＩＣＴベンダー】

【社会インフラ事業者】

四国電力(株)
高松琴平電気鉄道(株)
(株)四国ガス高松支店
高松空港(株)
全日本空輸(株)

中央コンピューター(株)
高松事業本部

協議会会員一覧（１／３）

○会員１２７者、オブザーバー3者(２０２２年２月現在) ※昨年３月時点 １１１者

赤字は今年度入会会員



(株)ミトラ
(一財)百十四経済研究所
高松丸亀町商店街振興組合
(有)電マーク
サイテックアイ(株)
(株)ＤｙｎａｘＴ
(株)イノベイト
(株)フソウ
山田電建(株)
エフエム高松コミュニティ放送(株)

Plus Image
(有)ケノヒ
カトーレック(株)
(株)ロジック
アイディオ(株)
(株)みどり医療経営研究所
(株)みどりデジタルサポート
セーラー広告(株)
三電計装(株)
シティ興産(株)
穴吹エンタープライズ(株)
(株)穴吹ハウジングサービス

スマートシティたかまつ推進協議会

【地元サービス関連事業者】

(株)フソウメンテック
シンボルタワー開発(株)
(株) AsKey
(株) Dreamly
高松商運(株) 
新日本建工(株) 
(株)四航コンサルタント
高松タクシー協会
(株) i-Link
(株)トラベルビジョン
(株)四電工

国立大学法人香川大学
独立行政法人
国立高等専門学校機構
香川高等専門学校

高松大学
学校法人穴吹学園

【教育・研究機関】

(株)百十四銀行
(株)香川銀行
損害保険ジャパン(株) 高松支店
(株)三井住友銀行高松法人営業部
三井住友海上火災保険(株)
東京海上日動火災保険(株)
あいおいニッセイ同和損害保険(株)
ＳＯＭＰＯホールディングス(株)

【金融機関】
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協議会会員一覧（２／３）

赤字は今年度入会会員
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スマートシティたかまつ推進協議会

Code for Sanuki
ＩｏＴ ＡＬＧＹＡＮ 香川支部

【シビックテック】

(株)福山コンサルタント
(一社)データクレイドル
綜合警備保障(株)香川支社
(一社)日本自動車連盟香川支部
出光興産(株)
(株)電脳交通
協和テクノロジィズ(株)
(株)電信
(一財)日本気象協会四国支店
(株)協和エクシオ四国支社
凸版印刷(株)
(特非)ＩＴＳ Ｊａｐａｎ
日本工営(株)四国支店
(株)日本新電力総合研究所
三信電気(株)
ARPA WebConsulting
三菱UFJリサーチ&

コンサルティング(株)
xID(株) 
(同)側用人
アクセンチュア(株)

【その他課題解決事業者】

(株)中国四国博報堂高松支社
三井物産(株)四国支社
(株)電通西日本高松支社
(株) AZOO
(株)JTB高松支店
(株) LCNEM
フォーティネットジャパン(株)
マックスバリュ西日本(株)
フェリカポケット

マーケティング(株)
イオン
フィナンシャルサービス(株)

イオン
クレジットサービス(株)

コスモ石油マーケティング(株)
(一社)キラメキ社会福祉士事務所
アジア航測(株)四国支社
(株)日立製作所四国支社
(株)アーク・ジオ・サポート
日本メディカルビジネス(株)
四国通建(株)高松支店

(株)スマートコントラクト・
イニシアティブ

(一社)スマートコントラクト推進協会
(一社)給与デジタルマネー払いに伴う

DX推進機構
(株)Donuts
(株)Liquitous
(株)Geolonia
パシフィックコンサルタンツ(株) 

四国支社
(株)Casa
ヤマト運輸(株) 香川主管支店
八千代エンジニヤリング(株)

四国統括事務所
(株)WeBASE

協議会会員一覧（３／３）

赤字は今年度入会会員



運営委員会開催実績（令和３年度）
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運営委員会 開催状況

月日 活 動 主な内容

5月27日
第15回
運営委員会

・委員の変更について
・WG活動報告（健康経営WG、人材育成環境向上WG、
デジタル活用支援員体制検討WG）
・協議会運営支援について

7月21日
臨時
運営委員会

・次期スマートシティたかまつ推進プラン（仮称）骨子案
について

8月27日
第16回
運営委員会

・WG設置申請（スマート農業WG、スーパーシティ構想
WG）
・スマートシティたかまつ推進プランの実施状況について
・未来共創チームについて

11月30日
第17回
運営委員会

・次期スマートシティたかまつ推進プラン（仮称）施策案
等について
・スマートアイランド実証の中間報告について

1月28日
第18回
運営委員会

・令和３年度年次総会について



２．各ワーキンググループ
における取組状況



活動ワーキンググループ（令和３年度）

ワーキンググループ一覧
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名称 活動期間 検討内容

デジタル・ガバメント推進
特別ＷＧ

【活動終了】

令和２年８月～
令和３年３月

高松市の行政デジタル化に向けたグラン
ドデザインを検討

地域ポイントを活用した健
康経営ＷＧ

平成３０年５月～ 市民の健康増進とそれに伴う将来的な医
療費削減のため、本市独自の健康アプリ
の開発に向けた検討

人材育成環境向上ＷＧ
令和元年５月～ ＩＣＴ・データ利活用人材の育成環境の

向上策を検討

デジタルデバイド対策
検討ＷＧ

令和２年８月～ デジタルデバイドの解消に向け、地域の
身近な人からＩＣＴについて学べる体制
構築について検討

スマート農業ＷＧ
【今年度設置】

令和３年８月～
農業分野の効率化のため、効果的なＩＣ
Ｔの導入について検討

スーパーシティ構想ＷＧ
【今年度設置】

令和３年８月～
スーパーシティ構想で掲げた各先端サー
ビスの実現に向けた検討



地域ポイントを活用した健康経営ＷＧ
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市民の健康増進と医療費削減を目的として、歩数や特定健診受診等に対してポイントを
付与するインセンティブ制度を活用した健康づくりを通じて、市民の自主的な健康行動を
促進する。

ワーキンググループメンバー
サイテックアイ(株)、日本電気(株)、
(株)STNet、(株)百十四銀行、高松市これまでの検討状況

①どのような健康の取組が、生活習慣病の予防・改善により効果があるか

②どのような仕組みが、積極的な生活改善や保健指導への参加の動機付けとなるか

歩数や食事の内容等を計測する健康アプリを開発し、日々の運動・食事
データを管理することで、生活習慣病に関連の深い検査値へどのような効

果を与えるか、実証事業を実施中。

高松市健康アプリ（ケンプリ）
の実証実験

アプリの社会実装に向けて、市
職員とWGメンバー4社の社員に
アプリ利用してもらい、効果検
証等を実施
（令和3年10月～12月)



人材育成環境向上ＷＧ
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アイデアソン・ハッカソンなどの手法・内容等や、実証事業・社会実装に向けた協議会
としての支援の仕組みについて検討し、ICT・データ利活用人材の育成環境の向上につなげる。
改善した手法・内容等でアイデアソン・ハッカソンなどを開催し、企画内容等の高度化、参加
者の増加を実現する。

ワーキンググループメンバー
香川大学、香川高等専門学校、e-とぴあ・かがわ、香川県、
IoT ALGYAN、Code for Sanuki、日本電気（株）、高松市

人材育成講座の開催

「eかみしばいコンテスト ～まちのデータ地図ちーず～」

（香川大学創造工学部 講師

eかみしばいコンテスト実行委員会実行委員長 米谷雄介氏）が

第27回AMD Award ’21リージョナル賞を受賞することが決定！

【講座1】
かがわeかみしばいコンテスト
地域資源や地域課題、地域活性化

の取組等の情報を集め、可視化する
プログラム（募集5/10～8/31、表彰
9/25）

【講座２】
Web×IoTメイカーズチャレンジ
PLUS in 香川
地域資源活用、地域課題解決、地域活

性化のための情報サービス開発を題材と
した技術講習会・アイデアソン・ハッカ
ソン（10/2、9、16、30、12/4）

【講座３】
まちのデータ研究室
開発者がつくったプロトタイ

プを地域主体での事業化へとつ
なげる対話と交流の場（2/19、
3/12(予定))

３つのプログラムを有機的に連携することで、効果的なデータ利活用人材の育成手法を確立



デジタルデバイド対策検討ＷＧ

13

地域コミュニティ 主な活動内容

屋島地区

・地域住民向けのスマホ教室を実施
・コミュニティセンター職員向けの講師育成講座を実施
・コミュニティセンター職員が講師として、地域住民向
けに「LINE教室」を実施

多肥地区

・多肥地区が目指す将来像について意見交換会を実施
・「Instagram講座」を実施し、多肥コミュニティセン
ターの取組を地域に発信
・香川大学と連携し、eかみしばいの講座を開催

鬼無地区
・ICTスキルやネットリテラシーを学ぶための、スマホ教室を開催
・モバイルスタンプラリーアプリを活用したイベントの検討

栗林地区
・SNSを利用し、コミュニティ活動（イベント、講座等）
の開催報告を実施
・地域コミュニティの情報を集約するHPを構築

高齢者等、ＩＣＴが苦手な人が、身近な地域の人からサポートを受けられる体制を
構築することで、地域コミュニティ単位で、地域活動の一環として、デジタルデバイドの
解消、地域コミュニティのデジタル化を進める。
令和3年度は、4つの地域コミュニティ協議会においてデジタルデバイドの解消、

地域コミュニティのデジタル化に向けた取組を実施。
ワーキンググループメンバー
ＮＴＴﾄﾞｺﾓ(株)、香川県中途失聴・難聴者協

会、Code for Sanuki、シニアネットかがわ、
高松市、ビットコミュニケーションズ、フソウ



３．その他活動
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まずは、防災分野で活用し、高松市の他、綾川町、観音寺市の水位・潮位データを収集する
ほか、気象や道路の通行実績情報など、防災・減災に必要なデータも新たに収集し、本市の
IoT共通プラットフォーム上に一元的に表示。

災害時に、広域で、迅速に情報を共有

 令和２年３月に瀬戸・高松広域連携中枢都市圏の綾川町、並びに観音寺市とともに、

本市の構築したIoT共通プラットフォームを共同利用する協定を締結。

令和２年度より、負担金方式で、高松市の導入したデータ連携基盤を近隣2市町で共同利用

「情報通信月間」総務大臣表彰受賞

この取組が評価され、令和３年度
「情報通信月間」総務大臣表彰を
受賞！



KIDSプログラミングコンテストの開催
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ＩＣＴが日々進展していく中、それらを扱う人材の発掘・育成の取組の一環とし
て、本市在住の小学生を対象としたプログラミングコンテストを開催。
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スマートアイランド実証について

国土交通省「令和３年度 スマートアイランド推進実証調査業務」に(有)ケノヒ
を代表団体としたスマートシティたかまつ推進協議会が採択を受けて実施。
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「#ココこれ」について

協議会のさらなる規模拡大と活動促進を狙い、「毎日がワクワクする高松市を
デジタルで実現」をテーマに若手主体で活動の企画から試行までをチャレンジす
る地域共創活動チーム「#ココこれ」を令和3年10月に立ち上げた。

参加メンバーは、スマートシティたかまつ推進協議会の活動に捉われず、若手
らしい新しい視点で「高松市をワクワクするまちに」をテーマに、市民と協働し
た市民主体のまちづくりにチャレンジしている。

活動想定プロセス

活動状況こちら
https://note.com/digital_tak/m/m8c5a2ffe2cbe



４．スーパーシティ構想



高松市スーパーシティ構想について（１／２）
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スーパーシティ型国家戦略特別区域の指定を目指し、「高松市スーパーシティ構想」
をまとめ、令和3年4月に内閣府に提案。



高松市スーパーシティ構想について（２／２）

高松市スーパーシティ構想では、人口減少、少子・超高齢社会の深刻化による課題の顕在化
と、それに伴う社会の窮屈感に対し、時間や場所の制約から解放され、デジタルをツールに、
「ひと」と「ひと」とがつながることにより、人間らしく生活するために必要な出会いや交流
を生み出すまちフリーアドレスシティたかまつ【FACT（Free Address City Takamatsu)】を目指
し、7分野10の先端的サービスを提案。
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スーパーシティ再提案について（１／２）

スーパーシティ型国家戦略特別区域の指定に関する公募については、令和3年8月に開催され
た第1回スーパーシティ型国家戦略特別区域の区域指定に関する専門調査会の議論を踏まえ、大
胆な規制改革などについて再提案を求める方針が国から示されたことから、10月に再提案を実
施。
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スーパーシティ再提案について（２／２）

「交通」、「防災」、「社会基盤」の３分野で再検討、再提案を実施。



Digital Alliance which is

Potential, Powerful and Youthful

高松ＤＡＰＰＹチーム愛称

ポテンシャル、パワー、若々しさ
を兼ね備えたデジタル同盟

チームロゴマーク

高松市スーパーシティ準備チーム

⇒高松市デジタル特命チームへパワーアップ

・スマートシティたかまつの推進
・庁内横断的なプロジェクトの実行
・市全体のデジタル化への戦略的提案
・市役所内外での調整・交渉

【令和３年度】

DAPPY＝脱皮

スーパーシティ準備チーム（2020年11月６日結成）

「スーパーシティ構想」のとりまとめに当たり、前例や現行制度、組織の縦割りにとらわれ
ず、迅速に庁内横断的な検討を行うため、高松市スーパーシティ準備チームを設置。

24


