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1 北海道更別村
更別村「SUPER VILLAGE」は、100歳になってもワクワク働けてしまう奇
跡の農村を⽬指し、⾃動移動、IoTヘルスケア、世界№1⽣体認証の実
装で、じいちゃんばあちゃんQOL世界⼀を実現する

http://www.sarabetsu.
jp/topics/supercity_tei
ansyo_teisyutsu/

企画政策課
TEL︓0155-52-2114

2 岩⼿県⽮⼱町 この構想の推進により、ヘルスケア・医療分野を中⼼として、病気にならず
⼈⽣１００年時代を健幸に暮らすフューチャー・デザインタウンを⽬指す

https://www.town.yah
aba.iwate.jp/docs/202
1041600019/

企画財政課
TEL︓019-611-2720

3 宮城県仙台市
仙台市×東北⼤学スーパーシティ構想は、市⺠×⼤学×ビジネス（Ｃ－
Ｕ－Ｂ）の協働により未来都市ショーケースを実現する。多様な⼈材の
活躍機会を創出し、社会の持続的なトランスフォーメーションを駆動する

https://www.city.send
ai.jp/project/supercity
/20210416.html

まちづくり政策局
プロジェクト推進課
TEL︓022-214-1254

4 秋⽥県仙北市
市⺠⼀⼈ひとりに寄り添う健康サポートサービス、⾼収益農業モデルで稼
げる農業、労働⼒シェアリングを組み込んだ農業×健康ツーリズム、移動と
配達を統合したプラットフォームなど、誰もが幸せな未来の⽥舎モデル

https://www.city.sem
boku.akita.jp/news_to
pics/whatsnew.php?id
=2871

地⽅創⽣・総合戦略室
TEL︓0187-43-3315

5 福島県
会津若松市

震災後１０年間にわたり市⺠主導で地域ＤＸ実現に向けて推進してき
たスマートシティの取組を発展させ、オプトインによる共助型分散社会の実
現により、地域経済基盤の強化と市⺠のウェルビーイング向上を⽬指す

https://www.city.aizu
wakamatsu.fukushima
.jp/docs/2020102000
010/

企画政策部 企画調整課
スマートシティ推進室
TEL︓0242-23-4186
（本島）

6 茨城県つくば市
住⺠のつながりを⼒にして、⼤胆な規制改⾰とともに先端的な技術とサー
ビスを社会実装することで、科学的根拠をもって⼈々に新たな選択肢を⽰
し、多様な幸せをもたらす⼤学・国研連携型スーパーシティを実現する

https://www.city.tsuk
uba.lg.jp/shisei/toriku
mi/1013732.html

政策イノベーション部
スマートシティ戦略室
TEL︓029-883-1111
（中⼭、中村）

7 群⾺県前橋市
「誰⼀⼈取り残さない」「パーソナライズ」された学育、オンライン選挙、先
進医療等の⼈を中⼼としたサービスとセキュリティを担保する「まえばしＩ
Ｄ」「モバイル情報網」等の基盤による多様性のある未来都市の実現

https://www.city.mae
bashi.gunma.jp/soshik
i/seisaku/mirainomeso
zo/gyomu/6/26710.ht
ml

未来創造部 未来政策課
スマートシティ推進係
TEL︓027-898-6427

8 神奈川県鎌倉市
鎌倉のスーパーシティでは、世界に誇る歴史遺産や⾃然景観の継承と防
災・渋滞緩和等の両⽴を⽬指し、市⺠の暮しを豊かにそしてWell-
Beingを⾼める次世代のまちづくりモデルを、世界に先駆けて確⽴する

https://www.city.kam
akura.kanagawa.jp/sm
artcity/super_teiansyo.
html

共⽣共創部 政策創造課
TEL︓0467-23-3000
（内線2794）
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9 神奈川県
⼩⽥原市

多くの課題を抱えつつも豊かな地域資源に恵まれた⼩⽥原市は、公⺠が
連携して発展して⾏く「持続⼒あるスーパーシティ」として、市⺠のいのちと
暮らしを守り、未来が輝く「世界が憧れるまち⼩⽥原」を実現する

https://www.city.oda
wara.kanagawa.jp/mu
nicipality/digital/super-
city.html

企画部
デジタルイノベーション課
TEL︓0465-33-1733

10 ⽯川県加賀市
観光都市加賀市は、マイナンバーカード普及⽇本⼀の強みを⽣かし、「e-
加賀市⺠」という新たな関係⼈⼝の創出と「アジャイルなまちづくり」により、
ニューノーマル時代の新たな地⽅創⽣モデルを実現する

https://www.city.kaga
.ishikawa.jp/shisei_gik
ai/smartcity/6575.htm
l

スマートシティ課
TEL︓0761-72-7830

11 ⻑野県松本市
超⾼齢化社会対策として、市⺠に医療機器が近づく「移動する診療所」
を導⼊する。また、５０Ｈｚと６０Ｈｚの混在地域であることを⽣かした
ソリューションで市内全域１００％カーボンニュートラルを実現する

https://www.city.mats
umoto.nagano.jp/smp
h/jigyosya/oshirase/ou
bo.html

総合戦略局
ＤＸ推進本部
TEL︓0263-48-7000
（岩崎・深澤）

12 ⻑野県茅野市
⾃然と伝統から学ぶ基本を忘れずに、先端技術と健全なデータ管理のも
とで、⼈と社会がいつまでも健康を保ちながら、この地域の資源（⽀え合
いの暮らし、交流の⽂化、豊かな⾃然）を磨き輝かせる都市を⽬指す

https://www.city.chin
o.lg.jp/soshiki/kikakuz
aisei/chino-
supercity.html

企画部 企画課
TEL︓0266-72-2101
（内線152）

13 静岡県浜松市
浜松市は、「国⼟縮図型政令指定都市」、「健康寿命⽇本⼀」、「ものづ
くり⼒」という特徴・強みを活かし、「Well-being スーパーシティ」として市
⺠の⽣活の質の向上を実現する

https://www.city.ham
amatsu.shizuoka.jp/kik
aku/supercity/supercit
y.html

企画調整部 企画課
TEL︓053-457-2241

14 愛知県・常滑市
共同

中部地域の空の⽞関⼝である中部国際空港島・周辺地域を、最先端
技術・サービスの社会実装フィールドに位置付けて、国内最⼤のモノづくり
集積地の強みを⽣かした「グリーン＆イノベーション アイランド」を⽬指す

https://www.pref.aichi
.jp/soshiki/kikaku/sup
ercity-aichi-tokoname-
20210415.html

愛知県
政策企画局 企画調整部
企画課
TEL︓052-954-6472

常滑市
企画部 企画課
TEL︓0569-47-6111

15 愛知県⼤府市
⼤府市は「健康都市」を実現するため、ICT・AI・ロボット技術などの先端
技術を活⽤し、市⺠の健康QOLの向上とデジタルヘルスケア産業の創出
に取り組み、全ての世代が健康でいられるまちを⽬指す

https://www.city.obu.
aichi.jp/shisei/gyousei
unei/1017058.html

企画政策部 企画広報課
TEL︓0562-45-6212

16 愛知県幸⽥町
⽇本のものづくりを⽀える三河の暮らしの安⼼・安全を、災害時と平常時
の両⾯からオールハザードアプローチで⽀え、新・旧の住⺠をなめらかにつな
ぐコミュニティとデータ連携により、まちの愛と幸せを汲み上げていく

https://www.town.kot
a.lg.jp/soshiki/3/9713.
html

幸⽥町スタートアップ研究
所
TEL︓0564-62-5100
（近藤）

※提案内容の詳細は、各地⽅公共団体のURLを参照してください。
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17 三重県多気町等
６町共同

グリーンフィールドで実践した規制改⾰を、ブラウンフィールドである基礎⾃
治体６町に⽔平広域展開し、データ連携基盤を活⽤して、新たな地⽅
創⽣に向け挑戦する

多気町
https://www.town.taki
.mie.jp/life/soshiki/kik
akuchosei/sangyo_bus
iness/3/2061.html

⼤台町
http://www.odaitown.
jp/topics/1613614373
191.html

明和町
https://www.town.mei
wa.mie.jp/main/soshik
i/senryaku/senryaku02
/kikaku/supercity/161
8540379358.html

度会町
https://www.town.wat
arai.lg.jp/contents_det
ail.php?frmId=2626

⼤紀町
http://www.town.taiki
.mie.jp/etc/oshirasehir
oba/oshirase/supercity

紀北町
https://www.town.mie
-
kihoku.lg.jp/kakuka/ki
kaku/kikakukakari/3_2
/3370.html

多気町役場
企画調整課
TEL︓0598-38-1124

⼤台町役場
企画課
TEL︓0598-82-3782

明和町役場
まちづくり戦略課
TEL︓0596-52-7112

度会町役場
みらい安⼼課
TEL︓0596-62-2423

⼤紀町役場
企画調整課
TEL︓0598-86-2214

紀北町役場
企画課
TEL︓0597-46-3113

18
京都府・精華町・

⽊津川市・
京⽥辺市共同

⾼度な研究開発を進めるけいはんな学研都市において、都市マネジメント
⼒や官⺠連携による住⺠サービスの向上により社会課題解決へ挑戦し、
都市の持続⼒につながる世界トップの安寧な都市経営エコシステムの構
築

http://www.pref.kyoto
.jp/bunkaga/news/sup
ercity/teiannsyo.html

京都府
⽂化学術研究都市推進
課
TEL︓075-414-5195
（野村、籾井、四⽅）

19 ⼤阪府・⼤阪市
共同

⼤阪府・市は、「健康といのち」をテーマに、⼤阪・関⻄万博が開催される
「夢洲」と都⼼に⽴地する「うめきた２期」の２つのグリーンフィールドを先駆
けとし、広域データ連携基盤の構築による都市DXを推進する

https://www.city.osak
a.lg.jp/ictsenryakushit
su/page/0000533628.
html

⼤阪府
スマートシティ戦略部
戦略推進室 特区推進課
TEL︓06-6210-9100

⼤阪市
ICT戦略室
スマートシティ推進担当
TEL︓06-6208-7662

20 ⼤阪府
河内⻑野市

住⺠本位のまちづくり“咲っく南花台プロジェクト”の実績とノウハウを最⼤限
に活かし、全国に点在するオールドタウンの課題解決モデルの構築と、アフ
ターコロナの新たなライフスタイルとして「豊かな⽣活」を実現

https://www.city.kawa
chinagano.lg.jp/soshiki
/30/55498.html

総合政策部 政策企画課
TEL︓0721-53-1111
（⾕ノ上 藤川 岩本、
内線337、338、341）

21 兵庫県養⽗市
中⼭間地域にこそ先端技術の導⼊が急がれるという想いのもと、マイナン
バーカードのデジタル化を中⼼とした先端技術の実証・導⼊を通して、市
⺠⽣活の質の向上と中⼭間地域における持続可能な街づくりを⽬指す

https://www.city.yabu
.hyogo.jp/soshiki/kikak
usomu/soseika/tokkun
ews/8146.html

経営企画部
国家戦略特区・地⽅創⽣
課
TEL︓079-662-3169

22
和歌⼭県・
すさみ町

共同

⼈⼝３８００⼈の消滅可能性都市の挑戦。町全体を「最先端テクノロ
ジーのショーケース」として、すさみの海などの⾃然や⽇常をハイテク体験で
きる「未来観光の町」で、全国過疎地域の再⽣モデルとなることを⽬指す

すさみ町
http://www.town.susa
mi.lg.jp/docs/2021011
200010/

和歌⼭県
https://www.pref.wak
ayama.lg.jp/prefg/020
100/supercity.html

すさみ町
地域未来課
TEL︓0739-55-4801

和歌⼭県
企画部 企画政策局
企画総務課
TEL︓073-441-2337

※提案内容の詳細は、各地⽅公共団体のURLを参照してください。
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23 岡⼭県
吉備中央町

吉備⾼原都市スーパーシティ構想では、地域特性を活かしたインクルーシ
ブな地域医療・福祉モデル、多様性のある未来型教育モデルなど住⺠が
ワクワクしながら安⼼・安全に⽣活できる未来型シティの創出を⽬指す

http://www.town.kibic
huo.lg.jp/site/kibikoug
entoshi-
supacity/8287.html

企画課 総合政策班
TEL︓0866-54-1314

24 広島県
東広島市

「やさしい未来都市東広島」の実現を牽引するグローカルなピース&サステ
ナブルユニバーシティタウン構想を基に、「市⺠のしあわせ」（Well-
Being）の向上、平和を享受できる社会の実現につなげていきたい

https://www.city.higas
hihiroshima.lg.jp/soshi
ki/somu/1_1/3/27855.
html

総務部 政策推進監
TEL︓082-420-0917

25 広島県
神⽯⾼原町

多様な挑戦を受け⼊れる神⽯⾼原町は、「⼈」の減少により⽣じた社会
変⾰ニーズに対する中⼭間地域課題をデジタルと調和する事により克服し、
成⻑する社会を取り戻し、国運発展の基礎とする

http://www.jinsekigun
.jp/town/formation/mi
rai/dx/supercity/teians
ho/

未来創造課
デジタル推進室
TEL︓0847-89-3332

26 ⼭⼝県⼭⼝市
広⼤な市域の中で、⼈⼝約1１00⼈の阿東地域地福地区というスモー
ルケースでスーパーシティの取組を地域住⺠と⼀体で進め、このモデルを市
内全域に横展開を図り、２０万⼈規模のスーパーシティの実現を⽬指す

https://www.city.yam
aguchi.lg.jp/soshiki/20
0/101066.html

総合政策部
スマートシティ推進室
TEL︓083-934-2728

27 ⾹川県⾼松市
時間や場所の制約から解放される「フリーアドレスシティたかまつ」をテーマに、
離島・防災・交通など、政策統合された持続性の⾼いサービスの実現によ
り、「ひと」と「ひと」とがつながるまちを⽬指す

https://www.city.taka
matsu.kagawa.jp/kura
shi/shinotorikumi/mac
hidukuri/smartcity/sup
ercity.html

総務局 デジタル推進部
デジタル戦略課
TEL︓087-839-2172

28 福岡県北九州市
北九州市･東⽥で、世界の環境⾸都づくりを礎とし、デジタル技術を駆使
することで、環境・経済・社会の好循環によるSDGsの加速、脱炭素社会
の実現を⽬指したSuper City for SDGs構想を提案

https://www.city.kitak
yushu.lg.jp/kikaku/28
500180.html

企画調整局
地⽅創⽣推進室
TEL︓093-582-2904
（⼩濵、⼤村）

29 熊本県・
⼈吉市共同

令和2年7⽉豪⾬で直⾯した様々な課題を解決し、次世代につながる、
安⼼安全なまちを創りあげるため、「防災」と「観光」を表裏⼀体とした、”
川”と⽣き、”川”を活かす未来型復興に取り組む

https://www.city.hitoy
oshi.lg.jp/q/aview/32/
15243.html

⼈吉市
企画政策部 企画課
⼈吉市スーパーシティ構想
担当
TEL︓0922-22-2111

30 宮崎県延岡市
⽇本経済再⽣のためには、お家芸である製造業が集積する都市で、⽣
産性向上のみならず、教育や防災等の⾯で、市⺠が幸せを実感できる都
市全体のイノベーションが必要であり、そのモデルを延岡市から全国に展開
する

http://www.city.nobeo
ka.miyazaki.jp/display.
php?cont=210312114
923

企画部 企画課
TEL︓0982-22-7003

31 沖縄県⽯垣市
SDGs未来都市である本市では、持続可能な未来都市の実現に向け、
環境に配慮したまちづくりやデータ連携インフラ、CCRC、新モビリティ、来
訪者へのICTを活⽤したサービス等の実施を予定している

https://www.city.ishig
aki.okinawa.jp/soshiki/
kikaku_seisaku/4/3/61
86.html

企画部 企画政策課
TEL︓0980-82-1350

4
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