
藤枝市
静岡県のほぼ中央に位置し、約14万6,000人の人口を有する藤枝市。数多くのプロサッカー選手

を輩出し「サッカーのまち」として知られる同市だが、近年では全国に先駆けて市内全域をカバー

するLPWA（低消費電力広域通信）ネットワークを構築しIoT活用実証実験を行うなど「ICTの

まち」としても注目を集めている。「ICTで人の流れを呼び込むまちづくり」を掲げる同市の取り組み

について、企画創生部 企画政策課長 兼 ICT推進室長の田中章元さんにお話を伺った。

事業の背景と目的

真に「選ばれるまち」に向け、日本 初のLPWAネットワークを整備

　地方都市における人口減少が続く中、藤枝市では10

年連続社会増を維持している。同市では、市民の暮らし

の基本となる「健康」「教育」「環境」「危機管理」の頭

文字をとった「4K施策」における日本一を目指しており、

社会増はそうした取り組みなどの成果だ。

　一方、若年者層は転出超過が顕著で、Uターンで戻っ

てくる若者は男性がおよそ半数、女性は3割程度にとど

まる。「主な要因として、本市の産業は約99％が中小企

業であり、若者を引きつける産業が不足していることが

挙げられます」と企画創生部 企画政策課長 兼 ICT推

進室長の田中章元さんは語る。

　こうした課題を解決し、真に「選ばれるまち」になる

ため、同市は2015年に策定した創生総合戦略で「子供

の未来を創る」「産業を育て、仕事を創る」を掲げた。そ

して、地方創生の目玉としたのが「ICTで人の流れを呼

び込むまちづくり」である。これは、「次世代の人材育

成」「新しい働き方の提案」「地元産業の成長支援」の

3つを柱とし、それらを実現するためにICT・IoT活用に

向けた施策を推進するという先駆的な取り組みであった。

　その第一歩として、藤枝市は2016年6月にソフトバンク

と包括連携協定を締結した。きっかけは藤枝市が小学

校へのプログラミング教育導入に向け、当時注目され始

めていた「Pepper」を活用できないかとソフトバンクに

相談を持ちかけたことだった。協議を進める中で、地方

創生の取り組みの推進に向けて強力なパートナーを求

めていた藤枝市と、自治体との連携による地方創生とい

う初の試みに前向きだったソフトバンクの思いが一致し、

包括連携協定締結に至ったという。

 また、2017年3月には、ICTの効果的な活用による地域

産業活性化などを目的とした藤枝ICTコンソーシアムを

設立した。

 さらに同年、藤枝市はソフトバンクとの包括連携協定

に基づき、市内全域をカバーするLPWAネットワークを

先導的に整備し、民間企業によるIoTサービスの実証実

験を誘致することを決定。「LPWAネットワークを全国

に先駆けて構築することは、地元産業にとって最新技術

導入のための基盤整備を数年前倒しで実施するという

ことであり、地元産業の競争力確保に必ずや寄与すると

考えたのです」と田中さんは振り返る。

　藤枝市のLPWAネットワークには、LPWAの主要な規

格の一つであるLoRaWANが採用されている。ソフトバン

クの携帯電話・PHS基地局35局にゲートウェイを共架す

る形で整備されており、北部の山間部を除く市内ほぼ全

域をカバーする。市内のLoRaWAN圏内のデバイスから

送信されたデータはゲートウェイを通り、ソフトバンクの

LTE回線を使って同社のIoTプラットフォーム（膨大なIoT
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事業の内容2

■一般公募型で選定した13事業

分野 概要

  インフラ管理、
防災

防災

機器試験
（圃場管理）

みまもり

防災

機器試験

安全安心

センサーによる橋梁の
維持管理（劣化判断）支援

橋梁管理及び水位監視

水位センサー、水位監視システム
によるリモート監視

水位監視

圃場管理を想定した屋外環境
対応センサーの開発・接続試験

センサー・システムの開発試験

GPSを利用した高齢者のみまもり
及び健康支援機能（開発中）

認知症高齢者の行方不明防止

各種センサーを利用した
ハザードマップの見える化

ハザードマップの見える化

エリアへの入退室や移動状況を
管理するサービスの実証

センサー・システムの開発試験

道路照明とカメラソリューションによる
交通データ確認と照明管理効率化

道路照明管理

分野 概要

商業支援

防災

インフラ管理

商業支援

機器試験

教育

水量・流量センサー等を利用した
河川等の氾濫監視

内水位氾濫監視

店舗におけるお客様の着席からの
経過時間情報の確認

着席継続時間表示サービス

傾斜感知等による能動的センサーを
利用したソリューション提供

河川・土砂災害の注意喚起

センサー搭載子機を利用した
遠隔呼び出しサービス

長距離無線呼出しサービス

センサーデバイスやGPSを搭載した
LoRaモジュールの開発

センサー・システムの開発試験

教育環境の可視化による
インフルエンザや熱中症予防

温度センサーによる環境可視化

分かるので安心できる」など概ね良い評価を得ていると

いう。

　また、同市では水害対策として全国初となるLPWAを

活用した水位計・雨量計を市内10ヵ所に設置（水位計8

基、雨量計2基）。計測器からの情報データは、LPWA

ネットワークを通じ、インターネット上でいつでも確認で

きる。これまでは河川の水位が分からなかったため、大

雨の際には必ず見回りに行かなければならなかったが、

現在は計測器からのデータを確認することで効率的な

見回りが可能となった。「本年度は台風と集中豪雨が計

14回あり、従来はすべて見回りに出動していましたが、

データが確認できるため4回の出動で済んでいます」と

田中さんは言う。また、自宅近くの河川の水位をインター

ネットで確認できるため、市民の安全・安心の向上にもつ

ながっている。

「本市はソフトバンクと包括連携協定を締結しており、今

後も民間企業などとの連携・協業を積極的に図っていき

たいと考えています。一方で、私たち自治体の側にICT

人材が不足しているのも事実です。これからは職員全

体にICTへの理解を深めてもらうと同時に、ICT人材の

育成や配置に取り組んでいきたいと思います」と田中さ

んは言う。

　また、自治体がICT・IoTを導入するときは、ブレない

目的を共有することが大切だとも感じている。「LPWAや

AI（人工知能）、RPA（Robotic Process Automation：

ロボットによる業務自動化）など、新しい手段は次 と々登

場してくるでしょう。しかし、その手段が行政課題の何を

どう解決するのか、住民の生活がどのように変わるの

データを収集・蓄積・サービス化する基盤）に蓄積され、

API（プログラムの機能をその他のプログラムでも利用で

きるようにするための規約）を通じてサービス事業者のア

プリケーションなどにより可視化される。

　2017年4月、藤枝市とソフトバンクは実証実験を行う

サービス事業者の公募を開始した。公募には、参加者が

実験内容を自由に設定できる「一般公募型」、主に公共目

的のテーマで実験を行う「公共テーマ型」の2つのカテゴ

リを設けた。参加企業はIoTプラットフォームを半年間無

料で利用できるものとし、さらに公共テーマ型に参加した

企業には200万円を上限に実験費用の最大2分の1を藤枝

市が補助する。

　4月に開催した説明会への反響が大きかったため、8月

には一般公募型の2次募集を実施し、最終的に一般公募

型13事業、公共テーマ型8事業を選定。2017年8月から

2020年3月31日までを実施期間とするIoT活用実証実験

が始まった。

　LPWAネットワークやIoTプラットフォームなどの設備は

ソフトバンクが整備・運用しているが、藤枝市も負担金

（登下校お知らせサービスの端末代を含む）として約

5,000万円を拠出している。このうちの2分の1は国の地方

創生推進交付金を活用し、また公共テーマ型に参加した

企業への補助金約1,000万円については市の予算を充て

ることで、市街地をまるごとIoT活用の実証フィールドにす

るという前例のない事業を組み立てた。

　公共テーマ型の実証実験の中で、藤枝市の課題を解

決する可能性を持つものに害獣の捕獲通知システムが

ある。同市の農業被害で最も多いのがイノシシによるも

ので、近年では市街地近郊にも出没して問題になってい

る。捕獲には罠が用いられるが、猟友会のメンバーは毎

日何ヵ所もの罠を見回り、猟銃を使用する場合は罠にイ

ノシシがいることを確認してから改めて猟銃を取りにい

かなければならない。「害獣の捕獲通知システムは、動物

が罠にかかると振動をセンサーが感知し、猟友会の携

帯電話に動物の写真や捕獲場所の情報を送信するもの

で、見回りの効率化が期待できます」と田中さん。

　藤枝市としては小学校1年生を対象とした登下校お知

らせサービスの実証実験に取り組んでいる。児童に配布

した端末がGPSによって検知した位置情報をLPWAネッ

トワーク経由でクラウドに送信し、保護者はスマートフォ

ンのブラウザで子供の位置を確認できる。また、端末に

はBluetooth の仕様の一つで省電力性を重視したBLE

（Bluetooth Low Energy）モジュールも搭載されてお

り、BLEゲートウェイが設置された学校の昇降口を通過

すると保護者にメールが届く。携帯電話を用いた見守り

サービスでは充電の手間が課題だが、LPWAを用いた本

サービスの場合は平日の登下校時のみの利用であれば

週1回程度の充電で済み、保護者からも「子供の様子が

か、そうした目的をしっかり見据えていないと、新しい手

段を導入することばかりに懸命になり、肝心の目的がブ

レてしまう危険性があります。ICTやIoTはあくまで目的

を果たすための手段であり、重要なのは目的だというこ

とを私たち自身も肝に銘じていたいと思います」と田中

さん。

「市民の安全・安心のために、LPWAを活用した水位計・

雨量計を実装に結びつけたのはIoT活用実証実験の1つ

の大きな成果だと思います。今後はさらにICT・IoTで生

活の質が変わったとか、非常に便利になったと市民のみ

なさんに感じていただけるような成果につなげていきた

いと思います」と今後の目標を語る。

　その一つが、約1年半のIoT活用実証実験によって蓄積

されたデータを、行政施策に役立てる取り組みである。例

えば、登下校お知らせサービスの蓄積データでは、集団

行動が多いエリアや単独行動が目立つエリアなどが分か

る。こうしたデータを基に、単独行動が多いエリアには見

守りを配置する、あるいは防犯カメラを設置するなどの施

策が考えられる。「現在でも警察や町内会などとの協議に

より交通量が多い・道幅が狭いなどの危険箇所が記載さ

れたマップを作成していますが、それと今回のデータを組

み合わせることでより効果的できめ細かい見守り体制を

構築したいと考えています」と田中さん。

　真に「選ばれるまち」に向け、藤枝市はこれからも先駆

的な取り組みを推進していく。
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ある。同市の農業被害で最も多いのがイノシシによるも

ので、近年では市街地近郊にも出没して問題になってい

る。捕獲には罠が用いられるが、猟友会のメンバーは毎

日何ヵ所もの罠を見回り、猟銃を使用する場合は罠にイ
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らせサービスの実証実験に取り組んでいる。児童に配布

した端末がGPSによって検知した位置情報をLPWAネッ

トワーク経由でクラウドに送信し、保護者はスマートフォ

ンのブラウザで子供の位置を確認できる。また、端末に

はBluetooth の仕様の一つで省電力性を重視したBLE

（Bluetooth Low Energy）モジュールも搭載されてお

り、BLEゲートウェイが設置された学校の昇降口を通過

すると保護者にメールが届く。携帯電話を用いた見守り

サービスでは充電の手間が課題だが、LPWAを用いた本

サービスの場合は平日の登下校時のみの利用であれば

週1回程度の充電で済み、保護者からも「子供の様子が
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か、そうした目的をしっかり見据えていないと、新しい手

段を導入することばかりに懸命になり、肝心の目的がブ

レてしまう危険性があります。ICTやIoTはあくまで目的

を果たすための手段であり、重要なのは目的だというこ

とを私たち自身も肝に銘じていたいと思います」と田中

さん。

「市民の安全・安心のために、LPWAを活用した水位計・

雨量計を実装に結びつけたのはIoT活用実証実験の1つ

の大きな成果だと思います。今後はさらにICT・IoTで生

活の質が変わったとか、非常に便利になったと市民のみ

なさんに感じていただけるような成果につなげていきた

いと思います」と今後の目標を語る。

　その一つが、約1年半のIoT活用実証実験によって蓄積
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されたデータを、行政施策に役立てる取り組みである。例

えば、登下校お知らせサービスの蓄積データでは、集団

行動が多いエリアや単独行動が目立つエリアなどが分か

る。こうしたデータを基に、単独行動が多いエリアには見

守りを配置する、あるいは防犯カメラを設置するなどの施

策が考えられる。「現在でも警察や町内会などとの協議に

より交通量が多い・道幅が狭いなどの危険箇所が記載さ

れたマップを作成していますが、それと今回のデータを組

み合わせることでより効果的できめ細かい見守り体制を

構築したいと考えています」と田中さん。

　真に「選ばれるまち」に向け、藤枝市はこれからも先駆

的な取り組みを推進していく。

■公共テーマ型で選定した8事業

分野 概要 分野 概要

公共サービス

産業振興

安全安心

有害鳥獣の捕獲罠にセンサーと
カメラを設置し、見回り時間の
削減や短縮を図る

有害鳥獣の捕獲通知システム

空港アクセスバスにカメラや
各種センサーを設置し、車内等の
見える化や広告映像配信を実施

バス内の環境情報等を案内

水位・流量センサー等を利用し、
河川・マンホールの氾濫監視を行う

内水位氾濫監視

高齢者等の捜索実証実験と
加速度センサーを用いた健康分析や
危険判定等の健康支援

高齢者等見守り・健康支援

産業振興

安全安心 安全安心

安全安心

公共

浸水、水位、土石流検知等の
各センサーを設置し、流域全体の
観測情報の収集と情報提供を行う

降雨災害の検知

降水量、日照等の圃場データを
可視化するとともに、土壌等の
環境データを分析する

圃場管理支援

室内環境と行動パターンの変化を
モニタリングし、生活データの分析を
通して高齢者の生活を支援

高齢者の生活支援

センサーによる通過交通の
把握と橋梁の疲労劣化との相関性の
検証を行い、劣化判断の支援を行う

橋梁管理

事業の課題とその解決方法4



　藤枝市のLPWAネットワークには、LPWAの主要な規

格の一つであるLoRaWANが採用されている。ソフトバン

クの携帯電話・PHS基地局35局にゲートウェイを共架す

る形で整備されており、北部の山間部を除く市内ほぼ全

域をカバーする。市内のLoRaWAN圏内のデバイスから

送信されたデータはゲートウェイを通り、ソフトバンクの

LTE回線を使って同社のIoTプラットフォーム（膨大なIoT

藤枝市 企画創生部 ICT推進室

問い合わせ TEL：054-631-5585
Mail：ict@city.fujieda.shizuoka.jp

分かるので安心できる」など概ね良い評価を得ていると

いう。

　また、同市では水害対策として全国初となるLPWAを

活用した水位計・雨量計を市内10ヵ所に設置（水位計8

基、雨量計2基）。計測器からの情報データは、LPWA

ネットワークを通じ、インターネット上でいつでも確認で

きる。これまでは河川の水位が分からなかったため、大

雨の際には必ず見回りに行かなければならなかったが、

現在は計測器からのデータを確認することで効率的な

見回りが可能となった。「本年度は台風と集中豪雨が計

14回あり、従来はすべて見回りに出動していましたが、

データが確認できるため4回の出動で済んでいます」と

田中さんは言う。また、自宅近くの河川の水位をインター

ネットで確認できるため、市民の安全・安心の向上にもつ

ながっている。

「本市はソフトバンクと包括連携協定を締結しており、今

後も民間企業などとの連携・協業を積極的に図っていき

たいと考えています。一方で、私たち自治体の側にICT

人材が不足しているのも事実です。これからは職員全

体にICTへの理解を深めてもらうと同時に、ICT人材の

育成や配置に取り組んでいきたいと思います」と田中さ

んは言う。

　また、自治体がICT・IoTを導入するときは、ブレない

目的を共有することが大切だとも感じている。「LPWAや

AI（人工知能）、RPA（Robotic Process Automation：

ロボットによる業務自動化）など、新しい手段は次 と々登

場してくるでしょう。しかし、その手段が行政課題の何を

どう解決するのか、住民の生活がどのように変わるの 水位・雨量観測システムの画面。いつでもインターネット上で確認できる

データを収集・蓄積・サービス化する基盤）に蓄積され、

API（プログラムの機能をその他のプログラムでも利用で

きるようにするための規約）を通じてサービス事業者のア

プリケーションなどにより可視化される。

　2017年4月、藤枝市とソフトバンクは実証実験を行う

サービス事業者の公募を開始した。公募には、参加者が

実験内容を自由に設定できる「一般公募型」、主に公共目

的のテーマで実験を行う「公共テーマ型」の2つのカテゴ

リを設けた。参加企業はIoTプラットフォームを半年間無

料で利用できるものとし、さらに公共テーマ型に参加した

企業には200万円を上限に実験費用の最大2分の1を藤枝

市が補助する。

　4月に開催した説明会への反響が大きかったため、8月

には一般公募型の2次募集を実施し、最終的に一般公募

型13事業、公共テーマ型8事業を選定。2017年8月から

2020年3月31日までを実施期間とするIoT活用実証実験

が始まった。

　LPWAネットワークやIoTプラットフォームなどの設備は

ソフトバンクが整備・運用しているが、藤枝市も負担金

（登下校お知らせサービスの端末代を含む）として約

5,000万円を拠出している。このうちの2分の1は国の地方

創生推進交付金を活用し、また公共テーマ型に参加した

企業への補助金約1,000万円については市の予算を充て

ることで、市街地をまるごとIoT活用の実証フィールドにす

るという前例のない事業を組み立てた。

　公共テーマ型の実証実験の中で、藤枝市の課題を解

決する可能性を持つものに害獣の捕獲通知システムが

ある。同市の農業被害で最も多いのがイノシシによるも

ので、近年では市街地近郊にも出没して問題になってい

る。捕獲には罠が用いられるが、猟友会のメンバーは毎

日何ヵ所もの罠を見回り、猟銃を使用する場合は罠にイ

ノシシがいることを確認してから改めて猟銃を取りにい

かなければならない。「害獣の捕獲通知システムは、動物

が罠にかかると振動をセンサーが感知し、猟友会の携

帯電話に動物の写真や捕獲場所の情報を送信するもの

で、見回りの効率化が期待できます」と田中さん。

　藤枝市としては小学校1年生を対象とした登下校お知

らせサービスの実証実験に取り組んでいる。児童に配布

した端末がGPSによって検知した位置情報をLPWAネッ

トワーク経由でクラウドに送信し、保護者はスマートフォ

ンのブラウザで子供の位置を確認できる。また、端末に

はBluetooth の仕様の一つで省電力性を重視したBLE

（Bluetooth Low Energy）モジュールも搭載されてお

り、BLEゲートウェイが設置された学校の昇降口を通過

すると保護者にメールが届く。携帯電話を用いた見守り

サービスでは充電の手間が課題だが、LPWAを用いた本

サービスの場合は平日の登下校時のみの利用であれば

週1回程度の充電で済み、保護者からも「子供の様子が

か、そうした目的をしっかり見据えていないと、新しい手

段を導入することばかりに懸命になり、肝心の目的がブ

レてしまう危険性があります。ICTやIoTはあくまで目的

を果たすための手段であり、重要なのは目的だというこ

とを私たち自身も肝に銘じていたいと思います」と田中

さん。

「市民の安全・安心のために、LPWAを活用した水位計・

雨量計を実装に結びつけたのはIoT活用実証実験の1つ

の大きな成果だと思います。今後はさらにICT・IoTで生

活の質が変わったとか、非常に便利になったと市民のみ

なさんに感じていただけるような成果につなげていきた

いと思います」と今後の目標を語る。

　その一つが、約1年半のIoT活用実証実験によって蓄積

今後の展望5

総務省主催「地域ICT/IoT実装推進セミナー in 関東」において藤枝市の取り組みについて講演する田中章元さん

されたデータを、行政施策に役立てる取り組みである。例

えば、登下校お知らせサービスの蓄積データでは、集団

行動が多いエリアや単独行動が目立つエリアなどが分か

る。こうしたデータを基に、単独行動が多いエリアには見

守りを配置する、あるいは防犯カメラを設置するなどの施

策が考えられる。「現在でも警察や町内会などとの協議に

より交通量が多い・道幅が狭いなどの危険箇所が記載さ

れたマップを作成していますが、それと今回のデータを組

み合わせることでより効果的できめ細かい見守り体制を

構築したいと考えています」と田中さん。

　真に「選ばれるまち」に向け、藤枝市はこれからも先駆

的な取り組みを推進していく。
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