地方版IoT推進ラボ第六弾選定地域

地方版IoT推進ラボ選定地域（全国105地域）
第1弾 2016年7月 29地域選定
第3弾 2017年8月 21地域選定
第5弾 2019年9月 8地域選定
※丸数字は選定時期

中国経産局管内（８）
・鳥取県③ ・島根県①
・岡山県③ ・津山市⑥
・瀬戸内市③ ・広島県①
・山口県② ・宇部市⑤

九州経産局管内（14）
・福岡県①
・北九州市①
・福岡市①
・直方市⑤
・嘉飯桂地域② ・佐賀県②
・長崎県②
・長崎市②
・島原市④
・南島原市③
・熊本県①
・大分県②
・宮崎県②
・鹿児島県①

第2弾 2017年3月 24地域選定
第4弾 2018年9月 19地域選定
第6弾 2021年4月 4地域選定

中部経産局管内（1７）
・富山県① ・富山市⑥ ・石川県①
・加賀市①
・かほく市③ ・白山市②
・能美市④ ・岐阜県① ・各務原市③
・郡上市③ ・愛知県① ・名古屋市②
・豊田市② ・幸田町③ ・三重県①
・桑名市⑥
・木曽岬町⑤
近畿経産局管内（14）
・福井県① ・鯖江市②
・滋賀県② ・米原市④
・大阪府② ・大阪市①
・神戸市① ・淡路市③
・明日香村③ ・和歌山県①

・永平寺町③
・京都市①
・八尾市④
・奈良県①

四国経産局管内（７）
・徳島県④ ・神山町④
・美波町③ ・高松市④
・愛媛県⑤ ・新居浜市⑥
・高知県①

北海道経産局管内（11）
・札幌市① ・函館市②
・室蘭市④ ・釧路市①
・北見市④ ・稚内市④
・森町⑤
・長沼町④
・東川町④ ・猿払村③
・士幌町①
東北経産局管内（10）
・青森県④ ・岩手県④
・滝沢市④ ・宮城県①
・仙台市② ・秋田県④
・仙北市② ・秋田横連携③
・山形県③ ・会津若松市①
関東経産局管内（21）
・茨城県① ・栃木県④ ・群馬県③
・埼玉県② ・千葉県② ・大田区③
・神奈川県②・横浜市② ・相模原市②
・横須賀市②・湘南地域②・新潟県②
・長岡市③ ・柏崎市④ ・燕市⑤
・山梨県③ ・長野県⑤ ・伊那市①
・川上村③ ・静岡県① ・藤枝市③

沖縄総合事務局管内（3）
・沖縄県① ・沖縄市④
・恩納村⑤

地方版IoT推進ラボ 第六弾選定地域の概要①
■岡山県津山市
・市内のIT企業によるネットワーク『つやまICTコネクト』を形成
地元の高等専門学校や金融機関等と連携し、以下の取組を実施。
IT人材やUターン希望者への市内就業支援及びIT技術の活用により、
各産業の生産性向上、市民生活の利便性向上等、津山市の発展及
び産業の高度化を目指す。
①IT企業への就職を目指した情報発信、人材育成
②参画企業に対する先端技術の導入や活用支援、技術者向け
スキルアップ研修の開催
③地元信金と連携した地域企業へのIT導入促進等

■愛媛県新居浜市
・「企業のDX推進」、「DX・IT人材の育成」、「IT企業の誘致」の３つの
事業を総合的に実施。市、産業支援機関、学術機関や民間企業等の多
様な組織や人材が連携することにより事業効果の拡大を図るとともに、交流
の核、共創の場とすることで新たなイノベーションの創出を目指す。
【具体的取組】
①地域のコーディネータを中心に、企業のDX戦略の策定、IT投資計画の実
行、その後のフォローアップを一元的に実施。
②高専等との連携のほか、地域IT企業にも人材確保・教育の一環として、
人材育成に参加。
③IT企業の誘致促進に向け、ラボ活動の発信のほか、地域外のIT企業を
誘致する事業を併せて実施。

地方版IoT推進ラボ 第六弾選定地域の概要②
■三重県桑名市
くわなＩｏＴ推進ラボ（愛称：グリーンＩｏＴラボ・桑名）
・市民、産業、金融、行政が連携し、ＩｏＴを活用した再生可能エネルギーの地産地消
に取り組む。そのなかでＩｏＴに関連する企業の誘致など行い、新たなビジネスモデルの創
出を図り、市民も含め、桑名市全体でＩｏＴを活用したグリーン社会の実現を目指す。
【事業イメージ】
・IoTを活用したゼロカーボンシティの実現。～誰ひとり取り残さない持続可能なまちづくり
を目指すため、IoTを活用しグリーン社会を実現を目的とする～
【短期：3年間の具体的取組】202４年までに
・桑名市グリーンＩｏＴ協議会開催 1回以上／年
・桑名市役所本庁舎再生可能エネルギー100％導入
・公共施設等総合管理計画に掲げる施設に再エネ導入
・スマートメーター（子メーター含む）の市内導入率100％

■富山県富山市
・産学民官からなる富山市ｽﾏｰﾄｼﾃｨ推進協議会と連携し、産官学の共創およびIoTを活用
した新規事業の創出を目指す。
・富山市が構築したLoRa網とIoTプラットフォームからなる富山市センサーネットワーク（以下
「センサーNW」）を民間事業者の実証実験環境として無償提供することで、地域産業の
活性化を図る。
・センサーNWの利活用による庁内業務のIoT化の促進を図る。
【具体的取組】
①センサーNWの無償提供による民間事業者向け実証実験公募を継続実施。ビジネスモデ
ルへの足掛かりを作り、産業の活性化を目指す。
②センサーNWの商業利用について有償化を検討。
③実証実験などの検証を通して、公益性の高いデータを富山市のオープンデータとして公開。
クロスドメインによる産学民官の情報連携の促進を図る。
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• 雨量に応じ た排水機の
自動運転や小水力発電
• 災害時の充電スポッ ト の
検索
• 街灯に人感センサーを
設置し 、子ど も など の遠
隔確認や防犯対策

• 学校にソーラーパネルを
設置し 、温度検知によ る
熱中症対策を 実施
• 学校用タ ブ レッ ト と 連携
し 教育の現場で 使用

• 蓄電池の制御によ る 電
力効率化
• 電力使用によ る 高齢者
や子ど も の見守り 確認
• 荷物の自動受け取り 、自
動購入

• A I の活用によ る 電力消
費量や施設利用の予測
• 電源やスイッ チの遠隔操
作
• 施設予約管理

• EV 車、EV スタ ンド の導
入
• EV 車によ る 自動運転
• ネッ ト で位置や乗車率の
確認
• ネッ ト での乗車や充電ス
タ ンド の予約

スマート 農業
・農機具の自動化

・ビ ニールハウスによ る
自動栽培な ど

