
2021年9月1日

団体概要

一般社団法人

益田サイバースマートシティ創造協議会
Masuda Cyber Smart-city Creation Consortium



団体概要

団体名 一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会
英語名：Masuda Cyber Smart-city Creation Consortium

設立 2018年10月29日

理事 代表理事 豊﨑禎久、橋本剛
専務理事 根本隆之
理事 井関俊道、末松謙一
監事 桜井宏

事業内容 スマートシティ関連技術の企画・開発・支援・普及・
教育・交流／コンサルティング

所在地 〒698-0024 島根県益田市駅前町17-1
EAGA 産業支援センター内

事務局 〒106-0044 東京都港区東麻布1-7-7-3F AGD内
電話： 03-6459-1995
E-mail: contact@matrix-cyber.org
URL：https://matrix-cyber.org

なお、広域展開を踏まえ、一般社団法人サイバースマートシティ創造
協議会（Matrix of Cyber Smart City Consortium）への名称変更と所在
地の東京移転を2021年3月6日理事会で決定しプレスリリースしたも

のの、国土交通省の委託事業の関係で事業完了まで名称変更がで
きなくなったため、総会での議決を保留中であり、登記上は益田の名
称のままとなっております。経済産業省FSへの申請も益田の名称で
行っています。可能になり次第総会を開き、登記も変更する予定です。

益田キャンパス＋コンソーシアム

仙台キャンパス

真庭キャンパス
吉賀キャンパス

竹田キャンパス

八代キャンパス

西条キャンパス

館林キャンパス

千葉キャンパス

長崎キャンパス
FIWAREデータセンター
長崎スマートビレッジ

東京グローバルヘッド
クォーター（事務局）

（AGD、キュレーションズ、KYB、末松電子製

作所、公益社団法人益田市医師会、高津川
森林組合、一般社団法人益田ヘルスケア推
進協会、山陰パナソニック株式会社ほか大
学等研究機関）

（一般社団法人出島総研、株式会社
アドミン、OMC、日本アグテック合同
会社ほか大学等研究機関）

（株式会社末松電子製作所
ほか八代企業14社）

（合同会社コネクトプラス）

（特定非営利活動法人
地方再興・個別化医療支援）

（株式会社アルファニー）

（株式会社ラリーストリーム）

（株式会社真庭運創研）

（アーキテクトグランドデザイン
株式会社（AGD））

（有限会社カスヤ書店）

（株式会社イノビオット）

バリ・サヌール
（AGD、キュレーションズ、電通、CISI、
AA I、Willers、KYB、ネクスティエレクト
ロニクス等）

MCSCCの全国・海外展開

国内の場合、各地で中心的役割を果たす企
業・団体がキャンパスを形成し調査研究実施。
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益田での歩み

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

・AGD、オムロン、慶應義塾大学でのLPWA研究

・AGD、オムロン、慶応應義塾大学が首都圏で「IoTプラ
ネットハイウェイ」実証実験（2017.5～）

・AGD＋慶応義塾大学、キュレーションズ、オムロン、地元企業で
LPWAを用いた水位計の実証実験を実施（2017.7～2019）

・AGD＋慶応義塾大学、オムロン等による「IoT出島同盟」
が長崎でのFS、研究会を実施（～2015）

・AGD＋慶応義塾大学、オムロン、益田の企業による「IoT益田同盟」
が研究会を開始

（中断）

・AGD＋慶応義塾大学、オムロン、長崎の企業及び大学に
よりIoT斜面地災害防止を模索、総務省事業を申請するも不
採択（2016.12） ・益田市役所職員を対象とした研修を実施（2016.3～2020）

・AGD、慶応義塾大学、キュレーションズ、オムロン、地元企業で
FIWAREを採用した水位計データ活用を提案し、総務省から採択
（→地元企業が単独で契約したため他社は以後関与していない。）

・MCSCCの事業が国土交通省の先行15プロジェクトに認定
（国土交通省都市局スマートシティ実証調査R1採択ー9,988千円）

・国土交通省都市局スマートシティ実証調査R1補正採択ー8,316千円

・国土交通省都市局スマートシティ実証調査R2採択ー15,000千円

・公益社団法人益田市医師会と包括連携協定を締結（2021.7）
・医師会に加え、山陰パナソニック株式会社の参画を得て民間だけ
での事業を推進（2021.8～）

・MCSCC設立（2018.10～）

・MCSCCの医療ヘルスケア分野を担う別団体（一般社団法人益田
ヘルスケア推進協会）設立、取組開始（2018.10～）。

・環境省「IoT教育プログラム」実施（事務次官より依頼）

・日本インドネシア間のネットワーキング及び協力構築の
ためのワークショップ（インドネシア共和国・電通主催）
でMCSCCとして益田の取組について講演（2018.11）
・国土交通省主催ASEANスマートシティネットワークハイレ
ベル会合 でMCSCCと益田市役所が益田での水・防災テーマ
で講演（2019.10）

・第2回 日ASEANスマートシティ・ネットワークハイレベ
ル会合でMCSCCが益田の取組について講演（2020.12)

・電通本社でのインドネシア国家開発企画省ワークショップ
でMCSCCが益田の取組について講演（2019.10）

・IT企業アドミンと連携し長崎市にスマートビレッジ建設
着手（2021.3～）
・長崎市にFIWAREデータセンターを設置（2021.8～）
・農業系データの連携・利活用を図るMCSCCスピンオフ法
人「日本アグテック合同会社」を設立（2021.8）

沿革

・八代市産業振興協議会＋IoT八代同盟主催会合（2018.6）

（展開）

MCSCCは益田の成果の海外展開についてASEAN諸国
を念頭に研究を始めるとともに、各種会合に参加して
益田の取組を紹介してきた。

・長崎県で県職員・県内自治体職員向け研修を実施（2021.3）
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益田市で取り組んできたスマートシティプロジェクト

• 社会的課題解決を図る「課題主導型」で、オーバースペックを避けたコストパフォーマンス志向
• 実証実験への参加を通じ企業のDXに伴う新規ビジネス展開を促進（道路モニタリング、IoT電気柵等）
• データ連携・利活用による新たなビジネスの創出（MCSCCスピンオフ法人「日本アグテック合同会社」設立）

道路モニタリング

（医療ヘルスケア）鳥獣害対策の簡易型 （用水路）
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代表理事 豊崎 禎久
アーキテクトグランドデザイン株式会社 ファウンダー&チーフアーキテクト
前IoT益田同盟®プロジェクト総合プロデューサー
元ドイツIP500 Alliance Japan/Asia Pacific プレジデント
元慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 特別招聘教授
元ガートナージャパン株式会社 プリンシパル・アナリスト

代表理事 橋本 剛
早稲田大学総合研究機構システム競争力研究所招聘研究員
一般社団法人出島総研代表理事／橋本剛行政書士事務所代表
前長崎市議会議員／元大阪市特別参与
元農林水産省大臣官房政策課首席調整官兼農林水産省改革推進室長
元環境省自然環境局カルタヘナ議定書国内担保法制定準備室副室長

専務理事 根本 隆之
株式会社キュレーションズ 代表取締役CEO
前株式会社リアルフリート amadanaマーケティング主管
元ソニー株式会社 ネットワークサービス事業推進

理事 井関 俊道
KYB株式会社 執行役員 技術本部 副本部長

兼 基盤技術研究所長
兼 KYB史料館長

理事 末松 謙一
株式会社末松電子製作所 代表取締役
日本アグテック合同会社 代表社員職務執行者

事務局長 橋本 将己
前株式会社笹野マックス CMO (Chief Marketing Officer)
元荏原実業株式会社 新規事業・マーケティング担当部長
元株式会社ニコン経営戦略本部 主幹

監事 桜井 宏
工学博士
桜コンティング合同会社 役員技術・政策研究所所長
国立大学法人三重大学 社会連携特任教授
前衆議院議員
元大成建設株式会社 技術本部・土木本部設計部

4



顧問(Adviser）
(氏名 五十音順)

顧問 荒川 隆 (農業)
一般財団法人 食品産業センター理事長
全農経営管理委員
元損害保険ジャパン株式会社 顧問
前農林水産省官房長・農村振興局長

顧問 荒木 正之 (地震・減災) 
株式会社ALAB 代表取締役社長
東京大学 地震研究所IT強震計コンソーシアム 監事

顧問 石川 智久 (癌治療・薬理遺伝学・高齢者の個別化医療) 
理学博士
NPO法人 地方再興・個別化医療支援 理事長
一般社団法人ZENグローバルアカデミー ファウンダー
前理化学研究所（上級研究員・テーマリーダー）
元東京工業大学（教授）
元ファイザー社中央研究所（主任研究員・室長・部長）
元テキサス大学M.D.アンダーソン癌センター（助教授）
元ドイツ癌研究センター（プロジェクトリーダー）
元大阪大学医学部（助手）
元ドイツ・デュッセルドルフ大学医学部（博士研究員）

顧問 岩前 篤 (スマートハウス) 
工学博士
学校法人 近畿大学建築学部長
経済産業省建材トップランナー制度審議会委員
環境省温暖化対策住宅分科会委員
国土交通省スマートウェルネス住宅研究委員会委員

名誉顧問(Honorary Adviser）

永久名誉顧問 神近 義邦
株式会社エコ研究所代表取締役会長
前株式会社長崎オランダ村 取締役会長
元長崎オランダ村・ハウステンボス代表取締役社長（創業者)

顧問 殷 洛 (Luo Yin) (中国スマート建設・スマートシティ) 
工学博士
シトラスグレイス株式会社 CEO
一般社団法人中日建設業人工知能協会 ファウンダー
中国成都市武侯区都市計画産業推進大使
中国威海市商務局駐日商務代表
中国シ博市駐日商務代表

顧問 宇津木 真司 (3D都市モデル)
ジーエスアイ株式会社 ソリューション事業部 部長
宇都宮大学非常勤講師
秋田大学非常勤講師
前株式会社安藤・間 土木事業本部 先端技術開発室 担当部長

顧問 大崎 正巳 (無線)
株式会社アドバンストアールエフデザイン 取締役
島根県松江市出身

顧問 桑原 祐史 (防災・ドローン) 
工学博士
茨城大学 地球・地域環境共創機構 GLEC(グレック) 副機構長(研究担当)
理工学研究科 博士後期課程 社会インフラシステム科学 専攻長

顧問 小林 正明 (地球・都市環境)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 代表取締役社長
前環境省 事務次官

顧問 齋藤 佳名美 (スポーツIoT(自転車))
特定非営利活動法人 益田市・町おこしの会 理事

顧問 椎名 茂 (AI&ブロックチェーン)
Digital Entertainment Asset Pte. Ltd 共同CEO
特定非営利活動法人 日本障害者スキー連盟 会長
前KPMGコンサルティング株式会社 執行役員 パートナー
前プライスウォーターハウスクーパース株式会社 代表取締役社長
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顧問 志賀 利一 (医療ヘルスケア)
オムロンヘルスケア株式会社 技術開発統轄部 R&Dフェロー

顧問 清水 嘉代子 (訪問看護)
公益財団法人 日本訪問看護財団 理事長
前国務大臣環境庁長官・地球環境問題担当

顧問 杉浦 一徳 (IoTコンテンツ)
慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科 准教授

顧問 中川 有紀子 (地方創生・日中イノベーション) 
商学博士
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授（人と組織のマネジメント）
日中イノベーションプラットフォーム創設

顧問 中村 克也 (介護)
一般社団法人益田市観光協会 事務局長
前社会福祉法人 島根県社会福祉事業団
特別養護老人ホーム居宅介護支援事業所 雪舟園 園長
元島根県政策企画局次長(石見地域振興)

顧問 濱口 和久（防災、減災、知災）
拓殖大学防災教育研究センター長
拓殖大学大学院地方政治研究科特任教授
一般財団法人防災教育推進協議会常務理事・事務局長
近江八幡安土城復元推進協議会副会長

顧問 馮 麗萍 (Liping Feng) (中国スマートシティ規格・ロボティクス)
株式会社デザインアーキテクチャー(日本ウイングテック株式会社) 代表取締役社長
前株式会社iAX CEO
元株式会社SpiralMind パートナー
元香港サイエンスパーク（HKSTP）日本代表

顧問 杉山 恒司 (データ流通)
City&Tech委員会委員
一般社団法人データ社会推進協議会 理事
(旧一般社団法人データ流通推進協議会 理事)
一般社団法人官民データ活用共通プラットホーム協議会 技術顧問
一般社団法人日本OMG 主席研究員
経済産業省九州経済産業局九州IoTコミュニティサポーター
大分県商工労働部 戦略アドバイザー
株式会社ウフルCDTO (Chief Data Trading Officer)

顧問 須齋 正幸(地方創生)
国立大学法人 長崎大学 経済学部 教授
国立大学法人滋賀大学監事
株式会社出島リサーチ＆コンサルツ代表取締役

顧問 染宮 弘和 (ドローン航空管制) 
ラリーストリーム株式会社 代表取締役
前日本マイクロソフト株式会社
前日本IBM株式会社

顧問 富田 直美 (ドローン・エコ型社会) 
株式会社hapi-robo st
元ハウステンボス株式会社 取締役CTO
前多摩大学 経営情報学部大学院経営情報学研究科 客員教授

顧問 松本 祐二 (地域医療) 
松本医院 院長
島根大学医学部 臨床教授、同大学臨床検査医学講座 非常勤講師
島根県立石見高等看護学院 非常勤講師
NPO法人島根糖尿病療養支援機構 顧問
日本労働衛生コンサルタント会島根県支部 副部会長
学校・地域保健連携推進事業 島根県 益田地域健康相談アドバイザー
島根県がん対策推進協議会委員
島根県医師会常任理事
公益社団法人益田市医師会 会長
元益田市立介護老人保健施設くにさき苑 施設長

顧問 山本 浩章 (地方自治) 
益田市長 3期目
前益田市議会議員
元株式会社ひょうま 代表取締役社長
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幹事会員
当法人の目的に賛同する日本国内に本社を置き、最終製品もしくはIoTサービスを自社で
持つ法人、団体および機関であって、IoT無線通信およびスマートシティ関連機器等の研
究、開発、製造または販売に従事する者であり、MCSCCの組織運営を担う者。

※五十音順
アーキテクトグランドデザイン株式会社
キュレーションズ株式会社
KYB株式会社
株式会社末松電子製作所
一般社団法人 出島総研

OEM Members - OEM会員(Project owner)
当法人の目的に賛同する益田市、日本国内に本社また支社を置き、最終製品もしくはIoT
サービスを自社で持つ法人、団体および機関であって、IoT無線通信およびスマートシテ
ィ関連機器等の研究、開発、製造または販売に従事する者。

※五十音順
アーキテクトグラウンドデザイン株式会社
NECプラットフォームズ株式会社
キュレーションズ株式会社
KYB株式会社
株式会社末松電子製作所

Partners - パートナー会員
当法人の目的に賛同する日本国内に本社また支社を置く法人、団体および機関であって、
IoT無線通信およびスマートシティ関連機器等の研究、開発、製造または販売に従事する
者。

※五十音順
IMM・zero株式会社
EAGLYS株式会社
株式会社イノビオット
インクリメントP株式会社
株式会社ウフル
株式会社aLab
山陰パナソニック株式会社
杉山会計事務所
株式会社たべるの
株式会社電通

株式会社ネクスティエレクトロニクス
株式会社 hapi-robo st
ラリーストリーム株式会社

Ventures - ベンチャーおよび地域会員
当法人の目的に賛同する日本国内に本社または島根県および周辺県に本社を置く法人、団
体および機関であってIoT無線通信およびスマートシティ関連機器等の研究、開発、製造
または販売に従事する者。

※五十音順
株式会社アドバンストアールエフデザイン
株式会社アドミン
株式会社アルファニー
株式会社OMC
合同会社コネクトプラス
株式会社CSC
有限会社高津川葬祭社
株式会社テカナリエ
株式会社ドローンクリエイト
BOSS-Boarding Operation System Station 
株式会社真庭運創研
株式会社リキッド・デザイン・システムズ

Municipality - 自治体会員
当法人の目的に賛同する自治体。

※五十音順
島根県益田市

Academias - 学術会員
日本国内の高等教育機関、研究機関、研究者または標準化団体で当法人の目的を達成する
ために有益と認められる者。

※五十音順
一般社団法人 官民データ活用共通プラットフォーム協議会
近畿大学 建築学部・大学院 総合理工学研究科
慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科
国立研究開発法人 情報通信研究機構（NICT: National Institute of Information and 
Communications Technology）
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国立大学法人 島根大学
一般社団法人 車両情報活用研究所
高津川森林組合
NPO法人 地方再興・個別化医療支援
一般社団法人中日建設業人工知能協会
一般社団法人 データ社会推進協議会
一般社団法人 出島総研
国立大学法人 長崎大学経済学部
ニッポン・ハイテク再成長させる会
ホットサロン益田
公益社団法人 益田市医師会
一般社団法人 益田観光協会
島根県警益田警察署
特定非営利活動法人 益田市・町おこしの会
八代市産業振興協議会・IoT八代同盟(14社※1)

MCSCCパートナー外郭団体

アフリカビジネス協議会
IoT推進ラボ
スーパーシティ・オープンラボ
スマートシティ官民連携プラットフォーム（473団体）
グリーンインフラ官民連携プラットフォーム
一般社団法人スマートシティ・インスティテュート
スマートシティ推進パートナー(71団体)
「知」の集積と活用の場R 産学官連携協議会
日ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク官民協議会
地方創生SDGs官民連携プラットフォーム
さんだ里山スマートシティ官民共創プラットフォーム

有償個人会員
八代市産業振興協議会・IoT八代同盟(14社※1) 
株式会社大津技研（八代事業所）
熊本高等専門学校
株式会社ケイ・エフ・ケイ
櫻井精技株式会社
株式会社サンテック 八代工場

株式会社末松電子製作所
西田精麦株式会社
有限会社パリッシュ
株式会社藤興機
有限会社 松田産業
MIRAIBAR株式会社
八代商工会議所
横場工業株式会社
吉住酸素工業株式会社 8



日本農業新聞（2021.5.18） 長崎新聞（2021.3.29）

日本経済新聞（2021.4.8）

メディア掲載

・MCSCCの取組がマスメディアに掲載されたものは極めて多数。
・本年は、益田での取組を一定のまとまった成果として報じる傾向。

国土交通省都市局の
機関誌「新都市」に
寄稿掲載
（2021.2月号）
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スマート都市で益田市医師会連携 日経新聞（2021/8/28）
島根・益田市医師会、スマートシティーで連携協定 日経新聞（2021/8/27）
自動運転、MaaS、スマートシティー…… 日本を救うソリューション、ビジネスの種は地方にあり 日経ビジネス 電子版・雑誌 (P45, 48) (2021/6/28)
遠隔で水路・電気柵確認 被害防ぐ 地域課題“スマート”解決 島根県益田市 官民でＩｏＴ活用 Yahoo!ニュース (2021/5/18)
遠隔で水路・電気柵確認 被害防ぐ 地域課題“スマート”解決 島根県益田市 官民でＩｏＴ活用 日本農業新聞 (2021/5/18)
サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC）のインドネシアでの展開について CNET (2021/4/22)
サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC）のインドネシアでの展開について 産経新聞 (2021/4/22)
サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC）のインドネシアでの展開について 朝日新聞 (2021/4/22)
サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC）のインドネシアでの展開について 時事通信 (2021/4/22)
サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC）のインドネシアでの展開について PRタイム (2021/4/22)
島根・益田発 簡易型スマートシティー、国内外で展開 (2021/4/7)
長崎の山中で自給自足テレワーク 「スマートビレッジ」構想始動 長崎新聞社 (2021/3/29)
サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC）の新たな展開について ニコニコニュース (2020/3/12)
サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC）の新たな展開について BIGLOBEニュース (2020/3/12)
サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC）の新たな展開について 産経新聞 (2020/3/12)
サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC）の新たな展開について エキサイト (2020/3/12)
サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC）の新たな展開について 時事通信 (2020/3/12)
サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC）の新たな展開について PRタイム (2020/3/12)
第２回日ＡＳＥＡＮ スマートシティ・ネットワーク ハイレベル会合の結果概要
～我が国のスマートシティ国際展開に向けた一大イベントをオンラインで開催～ itmedia (2020/12/18)
第２回日ＡＳＥＡＮ スマートシティ・ネットワーク ハイレベル会合の結果概要
～我が国のスマートシティ国際展開に向けた一大イベントをオンラインで開催～ 国土交通省 (2020/12/18)
日経コンストラクション誌 特集: 身の丈に合った状態計測を(P34-35) (2020/8/24)
ポストコロナライフの未来予測 (2020/7/14)
日経グローカル誌 特集: スマートシティの整備本格化 島根県益田市 IoT事業でスマートシティ化を目指す(P17-18) (2020/6/1)
島根県益田市が進めるスマートシティ化 – 推進体制強化で何が変わるのか？ グノシー (2020/5/5)
スマートシティの先行モデルプロジェクト15事業 実行計画を策定 新建ハウジングDIGITAL (2020/4/27)
国交省、15地区のスマートシティ実行計画を策定 response (2020/4/24)
島根県益田市が進めるスマートシティ化 – 推進体制強化で何が変わるのか？ infoseek (2020/4/24)
島根県益田市が進めるスマートシティ化 – 推進体制強化で何が変わるのか？ マピオンニュース (2020/4/24)
島根県益田市が進めるスマートシティ化 – 推進体制強化で何が変わるのか？ BIGLOBEニュース (2020/4/24)
島根県益田市が進めるスマートシティ化 – 推進体制強化で何が変わるのか？ マイナビニュース (2020/4/24)
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会 新理事体制に関するご報告 読売新聞(2020/4/6)
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会 新理事体制に関するご報告 ニコニコニュース(2020/4/6)
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会 新理事体制に関するご報告 産経新聞(2020/4/6)
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会 新理事体制に関するご報告 財経新聞(2020/4/6)
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会 新理事体制に関するご報告 朝日新聞(2020/4/6)
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会 新理事体制に関するご報告 PRTimes(2020/4/6)
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会 新理事体制に関するご報告 時事ドットコム(2020/4/6)
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会 新理事体制に関するご報告 エキサイト(2020/4/6)
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会 新理事体制に関するご報告【一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会】 産経デジタル(2020/4/6)
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島根県益田市、課題解決型スマートシティ ―桃栗三年柿八年、スマートシティ（柚子）の大馬鹿十八年― 益田サイバースマートシティ創造協議会 豊崎禎久氏インタビュー Energy 
Shift(2020/3/4)
スマートシティ官民連携プラットフォーム(国土交通省)
日本の地方におけるスマートシティと地方創生はどうあるべきか？ D4DR(2019/12/4)
＜イベント報告＞スマートシティにおけるデータ活用についての座談会（第9回ニッポン・ハイテク再成長させる会）D4DR (2019/12/3)
Presentation Materials in ASEAN Japan Smart Cities High-Level Meeting(Oct. 8th and 9th in Yokohama)
益田サイバースマートシティー創造協議会の市長表敬 八代市 (2019/12/4)
IoT技術、八代に生かせ 18面 熊本日日新聞(2019/11/23)
自動車の一般運転による道路の破損状況検知集積システムの開発状況について説明を受けました（前経済産業副大臣 衆議院議員）
一般社団法人車両情報活用研究所
＜イベント報告＞「未来都市は究極の小売流通を実現する サイバースマートシティ益田市の今」（第28回NRLフォーラム） Ｄ４ＤＲ(2019/10/24)
広報ますだ P2-P3 IOTを活用した益田市の取組 令和元 2019年 11月号 (2019/10/24)
我が国のスマートシティ国際展開に向けた一大イベントを横浜で開催！
～ 日ASEANスマートシティ・ネットワーク ハイレベル会合の結果概要 ～国土交通省(2019/10/18)
アジアのスマートシティー実現で3会議 横浜市で開催 日本経済新聞(2019/10/8)
“スマートシティ”でＡＳＥＡＮ各都市のインフラ整備を支援 NHK (2019/10/8)
日の丸スマートシティで世界を目指せ、産官学473組織が「大連合」日経ＸＴＥＣＨ(2019/8/22)
スマートシティ官民連携プラットフォームが始動 Respons(2019/8/9)
スマートシティ官民連携プラットフォームが始動 ハウジング(2019/8/8)
スマートシティ官民連携プラットフォーム 始動～473団体がスマートシティの取組を加速～ 総務省(2019/8/8)
スマートシティ官民連携プラットフォーム 始動～473団体がスマートシティの取組を加速～ 経済産業省(2019/8/8)
スマートシティ官民連携プラットフォーム 始動 ～４７１団体がスマートシティの取組を加速～ 国土交通省(2019/8/8)
益田市、先行モデルに 国交省選定 ＩｏＴ活用街づくり深化 ／島根(2019年6月25日) 毎日新聞
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC） ～スマートシティの標準仕様をテストベッドの地、益田市から世界へ～(2019年6月14日)産経新聞
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC） ～スマートシティの標準仕様をテストベッドの地、益田市から世界へ～(2019年6月14日) 財経新聞
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC） ～スマートシティの標準仕様をテストベッドの地、益田市から世界へ～(2019年6月14日) 時事通信
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC） ～スマートシティの標準仕様をテストベッドの地、益田市から世界へ～(2019年6月14日) JBpress
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC） ～スマートシティの標準仕様をテストベッドの地、益田市から世界へ～(2019年6月14日) PRTIMES
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC） ～スマートシティの標準仕様をテストベッドの地、益田市から世界へ～(2019年6月14日) ウレぴあ総研
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会（MCSCC） ～スマートシティの標準仕様をテストベッドの地、益田市から世界へ～(2019年6月14日) exicite
国交省、「スマートシティ」の先行モデル事業を選定、観光型MaaSなど観光系の取り組みも(2019年6月3日) トラベルボイス
国交省／スマートシティー先行モデルプロに１５事業選定／重点事業化促進には２３事業(2019年6月3日) 日刊建設工業新聞
国交省 スマートシティモデルプロジェクトを選定(2019年6月3日) 事業構想オンラインニュース
益田官民IoT事業国交省モデル選定(2019年6月1日) 山陰中央新報 29面 山陰・社会
スマートシティモデル事業 いよいよ始動～先行モデルプロジェクト等の選定～(2019年5月31日) 国土交通省
国交省、スマートシティモデル事業の先行プロジェクト15事業など選定(2019年5月31日) Car Watch
スマートシティ 先行モデルに15事業(2019年5月31日) 建通新聞
モデルプロジェクトに１５地域＝スマートシティーで初選定－国交省(2019年5月31日) 時事通信
モデルプロジェクトに１５地域＝スマートシティーで初選定－国交省(2019年5月31日) 乗り物ニュース
国土交通省、スマートシティモデル事業を選出(2019年5月31日) IoTNEWS
最先端の街づくりに全国１５事業 国交省、モデル初選定(2019年5月31日) 山陰中央新報
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スマートシティ事業、茨城県と宇都宮市を採択(2019年5月31日) 日本経済新聞
三次市川西と益田選定 国交省のスマートシティー先行モデル(2019年5月31日) 中国新聞
三次市川西と益田選定 国交省のスマートシティー先行モデル(2019年5月31) msn
2019年7月3日(水)開催 第2回SmartCityTechnologyフォーラム@品川のご案内(2019年5月24日）iza
2019年7月3日(水)開催 第2回SmartCityTechnologyフォーラム@品川のご案内(2019年5月24日）THE BRIGDE
2019年7月3日(水)開催 第2回SmartCityTechnologyフォーラム@品川のご案内(2019年5月24日）CNET
2019年7月3日(水)開催 第2回SmartCityTechnologyフォーラム@品川のご案内(2019年5月24日）Excite
2019年7月3日(水)開催 第2回SmartCityTechnologyフォーラム@品川のご案内(2019年5月24日）産経新聞
2019年7月3日(水)開催 第2回SmartCityTechnologyフォーラム@品川のご案内(2019年5月24日）zdnet
2019年7月3日(水)開催 第2回SmartCityTechnologyフォーラム@品川のご案内(2019年5月24日）Ascii
2019年7月3日(水)開催 第2回SmartCityTechnologyフォーラム@品川のご案内(2019年5月24日）Trend Times
2019年7月3日(水)開催 第2回SmartCityTechnologyフォーラム@品川のご案内(2019年5月24日）時事通信
2019年7月3日(水)開催 第2回SmartCityTechnologyフォーラム@品川のご案内(2019年5月24日）ニコニコニュース
2019年7月3日(水)開催 第2回SmartCityTechnologyフォーラム@品川のご案内(2019年5月24日）infoseek
2019年7月3日(水)開催 第2回SmartCityTechnologyフォーラム@品川のご案内(2019年5月24日）製薬オンラインNEWS
2019年7月3日(水)開催 第2回SmartCityTechnologyフォーラム@品川のご案内(2019年5月24日）PRTIMES
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会の新任顧問と監事の就任(2019年3月22日）PRTIMES
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会の新任顧問と監事の就任(2019年3月22日）時事通信
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会の新任顧問と監事の就任(2019年3月22日）朝日新聞
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会の新任顧問と監事の就任(2019年3月22日）財形新聞
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会の新任顧問と監事の就任(2019年3月22日）ニコニコニュース
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会の新任顧問と監事の就任(2019年3月22日）THE BRIDGE
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会の新任顧問と監事の就任(2019年3月22日）excite.ニュース
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会の新任顧問と監事の就任(2019年3月22日）産経新聞
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会の新任顧問と監事の就任(2019年3月22日）CNET Japan
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会の新任顧問と監事の就任(2019年3月22日）読売新聞
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会の新任顧問と監事の就任(2019年3月22日）ZD Net Japan
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会の新任顧問と監事の就任(2019年3月22日）BIGLOBE ニュース
一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会の新任顧問と監事の就任(2019年3月22日）Rakuten News
センサー搭載車での指導路面点検(2019年3月14日）中国新聞
スマートシティ テクノロジーフォーラム(2019年2月15日) ひとまろビジョン(17:00～,19:00～,21:00～,23:00～で放送)
IoT事業取り組み紹介 益田で協議会(2019年2月14日) 山陰中央新報 山陰・社会
「益田市IoTを使ったまちづくり」おはよう島根(2019年2月13日) 放送NHK 松江放送局
車にセンサー 走りながら路面破損点検 益田(2019年2月8日) 山陰中央新報 山陰・社会面
車にセンサー 走りながら路面破損点検 益田(2019年2月8日) 山陰中央新報 電子版
車にセンサー 走りながら路面破損点検 益田(2019年2月8日) 47 NEWS
DX Innovation Forum Season.2 Powered by DIS 中四国を開催 四国情報通信懇談会
『DX Innovation Forum』 Season.2 Powered by DIS 中四国レポート(2019年1月28日) PC-Webzine “from DIS”（2019年2月号）
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SmartCity Technologyフォーラム@益田のご案内(2019年1月15日) YOMIURI ONLINE
SmartCity Technologyフォーラム@益田のご案内(2019年1月15日) iZa！
SmartCity Technologyフォーラム@益田のご案内(2019年1月15日) ニコニコニュース
SmartCity Technologyフォーラム@益田のご案内(2019年1月15日) 産経新聞
SmartCity Technologyフォーラム@益田のご案内(2019年1月15日) exciteニュース
SmartCity Technologyフォーラム@益田のご案内(2019年1月15日) ZDNet Japan
SmartCity Technologyフォーラム@益田のご案内(2019年1月15日) 時事ドットコムニュース
SmartCity Technologyフォーラム@益田のご案内(2019年1月15日) PR TIMES
SmartCity Technologyフォーラム@益田のご案内(2019年1月15日) 朝日新聞
SmartCity Technologyフォーラム@益田のご案内(2019年1月15日) 財経新聞
島根県益田市で市民の血圧や尿成分を測定するワケ(2018年12月17日) 日経デジタルヘルス
島根県益田市と包括連携協定を締結(2018年12月10日) 日刊工業新聞
島根県益田市と包括連携協定を締結(2018年12月10日) PR TIMES
島根県益田市と包括連携協定を締結(2018年12月10日) ZDNet Japan
島根県益田市と包括連携協定を締結(2018年12月10日) 朝日新聞
島根県益田市と包括連携協定を締結(2018年12月10日) BIGLOBEニュース
島根県益田市と包括連携協定を締結(2018年12月10日) zimae.digital
日本初の民間主導、自治体と連携 スマートシティ始動 島根益田市、IoT技術を活用 11面(2018/11/20) 電波新聞
民間主導で官民一体ＩＴデータ活用 島根・益田市で協議会設立(2018年11月19日) Yahoo!ニュース
民間主導で官民一体ＩＴデータ活用 島根・益田市で協議会設立(2018年11月19日) SankeiBiz
IoTやLPWAで益田市をスマートシティのテストベッドに－－構想を推進する協議会が発足(2018年11月9日) WirelessWireNews
「一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会(MCSCC)」設立～スマートシティの標準仕様をテストベッドの地、益田市から世界へ～(2018年11月7日) SANSPO.COM
「一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会(MCSCC)」設立～スマートシティの標準仕様をテストベッドの地、 益田市から世界へ～(2018年11月7日) 朝日新聞
「一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会(MCSCC)」設立～スマートシティの標準仕様をテストベッドの地、益田市から世界へ～(2018年11月7日) SankeiBiz
益田市拠点にIoTを強化 18社・団体が協議会設立(2018年11月7日) 山陰中央新報
「一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会(MCSCC)」設立～スマートシティの標準仕様をテストベッドの地、益田市から世界へ～(2018年11月7日) 財経新聞
「一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会(MCSCC)」設立～スマートシティの標準仕様をテストベッドの地、益田市から世界へ～(2018年11月7日) Rakuten infoseek
news
「一般社団法人益田サイバースマートシティ創造協議会(MCSCC)」設立～スマートシティの標準仕様をテストベッドの地、益田市から世界へ～(2018年11月7日) トレンドタイムス
島根県益田市がスマートシティの実証を推進 – 近未来の政策課題解決へ(2018年10月24日) NEWS PICKS
島根県益田市がスマートシティの実証を推進 – 近未来の政策課題解決へ(2018年10月23日) dmenu ニュース
島根県益田市がスマートシティの実証を推進 – 近未来の政策課題解決へ(2018年10月23日) ニコニコ ニュース
島根県益田市がスマートシティの実証を推進 – 近未来の政策課題解決へ(2018年10月23日)
しまね特集「 益田市がIoTで健康管理」しまねっとNEWS610（2018年10月18日）放送NHK 松江放送局
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益田市と包括的連携に関する協定を締結(2018年9月3日)
産業振興など包括提携 益田市と島根大が協定(2018年8月29日) 山陰中央新報
島根大と益田市が地域発展への協定
島大と益田市が包括連携協定(2018年8月29日)
島大と益田市が締結 人材育成など ／島根(2018年8月29日)
「益田市 健康管理でIoT技術活用」おはよう島根（2018年8月24日）放送NHK 松江放送局
血圧管理にＩｏＴ活用、データ分析し助言 １０月から島根大などと連携 ／島根(2018年8月11日)
市民健康データ蓄積へ 益田市が血圧計貸与
IoT活用し健康作り 益田市
YRP研究開発推進協会 WSN協議会主催の「WSN-IoT AWARD2018」にて「益田市生活用水路 水位監視システム実証実験」で奨励賞(2018年6月5日)
IoT益田同盟による水路氾濫予知システムの実証実験（防災）
［スマートシティー］ＩｏＴ益田同盟が進めるスマートシティーの実証実験 地方都市に未来の政策課題を見据える （経済界 2018.4月号 No.1102）
IoT河川氾濫を監視(2018年1月31日) 日経産業新聞
IoTで地方から世界へ IoT益田同盟の現場（前編）メッシュネット・LPWA・FTTHで建物と都市インフラを含む市内全域IoTネットワーク化間近に(2017年12月01日)
IoTで水害未然防止（IoT益田同盟 水位センサー）(2017年10月4日) 山陰中央新報
地元主導のテストベッドでスマートシティ規格『共築』目指す 始動したIoT益田同盟(2017年08月10日)
NECPCとキュレーションズが、IoT機器を相互に接続するプラットフォームを公開(2017年07月19日)
NECパーソナルコンピュータなど、IoTオープンイノベーションプラットフォーム「plusbenlly」ベータ版を無料公開 (2017年7月19日)
スマートシティのフォーマットを、島根県益田市から －IoT益田同盟による、市民/在県企業向けIoTサービスレポート(2017年06月26日)
LPWAとエッジコンピューティングを用いたIoTプラットフォームの実証実験(2017年06月14日) MONOist
LPWAとエッジコンピューティングを用いたIoTプラットフォームの実証実験(2017年06月14日) NEWS PICKS
アーキテクト・オムロン・慶應大学 安心・安全な社会づくり貢献 IoTプラットフォーム実証実験(2017年06月07日) オートメーション新聞
マルチホップネットワーク・LPWA・エッジコンピューティングを組み合わせたIoTプラットフォーム、オムロンなどが実証実験を開始(2017年06月01日) WirelessWireNews
LPWAなどを使ったIoT実証実験、AGDやオムロン、慶大が共同で実施(2017年06月01日) 日経xTECH
AGDとオムロンと慶大、IoTプラットフォーム「IoT PLANET HIGHWAY」による実証実験を開始(2017年05月31日) 日本経済新聞
慶応大やオムロン等、LPWAやエッジコンピューティングを組み合せたIoT基盤の実証実験(2017年05月31日) business network.jp
アーキテクトグランドデザイン、オムロン、慶應義塾大学が共同で、LPWAとエッジコンピューティングを業界で初めて組み合わせたIoTプラットフォーム「IoT PLANET HIGHWAY」
による実証実験を開始(2017年05月31日)
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