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転校しても友達と
つながっていたい

子どもには好きなことをさせたい

放課後に
もっとワクワクしたい

車が無くても
気兼ねなく出かけたい

同じ趣味の
友達が欲しい

ドローンを
思いっきり飛ばしたい

我が子には特別な
体験をさせたい

仕事と育児を両立
させたい

災害時、どこにいても
安全に避難したい

コロナだけど
楽しみたい

一人で
お出かけしたい

歳をとっても
自立して暮らしたい



偶発的な「出会い」「発見」「交流」の連鎖を起こす
ヒト・モノ・コトの移動が

人と街を豊かにする

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交流や時間を生み出す都市

フリーアドレスシティたかまつ【FACT（Free Address City Takamatsu)】を目指し、

スーパーシティに取り組みます



FACT
Free Address City Takamatsu

行きたいところに行こう！

安心・安全で快適で充実した生活を高松で送れる



放課後は好きなことをチョイス。子どものプロファイルや履歴に沿ったリコメンドがある。

移動×出会い 安全×発見 週末留学×交流

2030年 高松に住むわたしたち

プログラミングを習ったので
今度はロボットを動かそう！

興味が可能性を引き出す

最安値

英語

ギター

プログラ
ミング

うどん

盆栽 ドローン

行きたい教室が遠い。保護者の送り迎えが大変。
↓

スマホアプリで、移動も楽々、費用も抑えられる。
タクシーの乗合い含めて便利に選べる。

一人で遠くの教室に行かすのは心配。ずっと付き
添っていられない。

↓
GPSと顔認証があれば位置情報と体験中の状況が随
時確認できる。

教室でできることは限られる。街中ではできな
い遊びをしたい。

↓
週末留学で島へ。ドローン飛ばし放題。自然と
触れ合いながら主体的な学習ができる。



2030年 高松に住むわたしたち

介護送迎 防災（事前の避難）手ぶらで帰宅

介護施設の行き帰りは自宅との往復しかない。
↓

好きなところに行ける。買い物もできるし、娘の
家にも寄れる。介護送迎をアウトソーシングする
ことで介護業者の負担も軽減。

足が弱いし、家族はおじいさんと二人。災害が起
こったら、避難できるか心配。

↓
災害が起こる前に、支援者と一緒に避難。それに
かかる費用も保証されている。

買い物をしたくても、荷物が重くて。交通事故が
多くて出かけるのも心配。

↓
買い物をしたら家まで届けてくれる。商店街には
自動運転の安全な車が走っているから安心。

介護施設

自宅

Before After

介護施設

カラオケ スーパー 娘さん家 自宅

介護施設の行き帰り行きたいところに行って好きなことができる。行動が広がると出会いが生まれ楽しみが増える。元気になる。

災害時事前登録

避難支援者

日々が楽しく輝きだす



2030年 高松に住むわたしたち

買い物（子育てポイント）

子供の可能性を引き出したい
↓

キャリアパスポートはデジタル化、子どもの将
来につながる記録は、家庭、学校などで共有し、
街全体で次世代を育むサービスに。

市から出産のお祝いが送られてくる。
↓

いつものお店で証明書を見せるだけで、欲しいも
のが選べる。

子供の教育

時間に余裕ができて安心できるから、仕事や好きなことができる。

健康

パパが忙しくて、最近健康診断を受けていない。
糖尿病予備軍だったような。

↓
健康データが一元管理されることにより、いつで
も見られ、指導・治療も受けられる。

家事も育児も仕事もこなして、自分が輝きだす。



SDGs Zero Carbon
2050
都市の生産性向上・持続可能な都市へ

FACT
人間らしく生活するために

必要な交流や時間を生み出す都市

Free Address City Takamatsu

連携基盤

地域通貨を活用し、
市の経済を活性化する

行政手続のデジタル化を
進め、煩雑な手続きを

シンプルに

適正な交通手段と
価格で高松市内の
移動を自由にする

学び・交流の場として
離島を活用し、
関係人口交流を増やす

災害に備え、弱者をまもり
支援ができる

仕組みを構築する

市民の移動を活発にし、
健康を増進する

子どもたちの学習の場を
広げ、能力育成の
選択肢を増やす

交通・物流

健康・介護

行政手続

防災

買い物

学び

離島



学び「放課後FACT-ory」
放課後×デジタルキャリアパスポートで、子どもの「やりたい！」をサポート

誰 どこ どんなサービスいつ

GIGAスクール端末を
持つこども

学校に居ても
まちに居ても

放課後の時間を
子どものゴールデンタイムを

好きな学びや体験を選べる
ワクワクした毎日を提供
自ら描く未来がカタチに



「病院に行きたいけれど、電車の駅まで遠くて行きづらい」
「イベント会場まで1人でタクシーだと高い。仲間がいないかな」
「電話でタクシー予約、会話するのが面倒」
タクシーがアプリひとつで簡単予約。条件次第でお得に利用できる。

移動「バタクス （仮）」

誰 どこ どんなサービスいつ

自分で移動できる
全てのひとに

家にいても
お出かけ先でも
どこにいても

やりたい、行きたいと
思ったその時

使いやすいアプリでタクシーを簡単
予約。
電車やバスのあるエリアと無いエリ
ア、利用時間帯や公共交通への乗り

継ぎの有無、相乗りをす
るかしないかなど、条件
によって値段が変わる。

－Vehicle of Advanced
Tariff And Connection System－



「いつもはバイクだけど、雨だからバスで行こうかな」
「風が気持ちいいから、レンタサイクルを使おうかな」
あらゆるモードの移動手段を、気分や状況に合わせて提案してくれる
まるで手の中にコンシェルジュがいるみたい

移動「コンシェルジュforモビリティ」

誰 どこ どんなサービスいつ

やりたい、行きたいと
思ったその時

使いやすい検索アプリで、あなた
の移動に関わる悩みを解決。

電車⇔バス⇔レンタサイクル

どの乗り物もひとつのカードで乗
れて、乗り継ぐたびに割引など、
お得なサービスが受けられる。

自分で移動できる
全てのひとに

家にいても
お出かけ先でも
どこにいても



防災「逃げ遅れゼロ」
いざというときを予測し、支援者とともに早めに避難
「避難したけど何もなくてよかった」と言えると嬉しいですね

誰 どこ どんなサービスいつ

一人では逃げられない人
逃げ遅れが発生する人
もちろんそれ以外の

みんな

自宅⇒避難所まで
もしくは

外出先⇒避難所まで

災害発生前
（災害予測時）

避難支援、事前情報登録
支援者の派遣

逃げ損のない保険と補償



介護「寄り道もびりてぃ」
デイサービスとお家の行き来の間に寄り道を提案
マッチングして新たな出会い・交流を促す

誰 どこ どんなサービスいつ

デイサービスに通う
高齢者

お家からデイサービス お家とデイサービス
の間を移動するとき

送迎先を居住地のほか、デパート
や趣味活動の場も選択できる
高齢者の移動の幅を広げ、
生きがい、自立生活の一助とする



健康「とくとくマイヘルスケア」
健康になることで「街」からインセンティブがもらえて、
健康になることが楽しい

誰 どこ どんなサービスいつ

家の中
外出中

健康診断を受けたとき
もしくはお家で
少し太ったなと
感じたとき

常に自分の身体の状態を
システムで管理し、
去年より今年の

健康状態が維持改善することで
インセンティブを享受できる

生活習慣病を始め
健康が気になる方



離島「せとうちちょいスクール」
こどもの革新的学びの場として
離島の環境を活用し、新しい離島の価値を発信

Choice, Cool!
選ぶって、いい！

STEAM教育
プロジェクト型学習
週末通学 週末留学
アダプティブラーニング

非認知能力

誰 どこ どんなサービス

島 その他市内 全国から

いつ

GIGAスクール端末を
持つこども

島の安全な環境 「週末通学・留学」を
含めた多様なパターン

STEAM教育につながる学びを
遊び・生活と融合させる



物流「らくらく買い物支援」
買い物袋を乗ってきた車まで持って行くのはとても大変
荷物と自分の車の止まっている場所で待ち合わせ

誰 どこ どんなサービス

住民

いつ

住民
（買物）

商店街内の移動
（買い物先⇒乗ってきた車）

沢山の買い物をした後 安心な移動
移動範囲を広げてくれる

荷物を持たない
道案内・店案内



買い物「わたしのデジタル財布」
様々なデジタル通貨であふれて管理が大変
一つにまとめて家計の管理もらくらく
地域のお得をたくさんゲット

誰 どこ どんなサービスいつ

住民 お買い物先
おうち

買物支払い時
家計簿をつける時

キャッシュレス化
家計簿

地域ポイント還元


