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Setouchi-i-Baseとは

Setouchi-i-Baseは、2020年11月7日にオープンし
た、「人が集い、学び、交わり、共創する、オープンイノ
ベーション拠点」をコンセプトとする、情報通信関連産業
の育成・誘致の拠点です。

将来にわたって持続可能な香川をつくるためには、デジ
タルトランスフォーメーション（ＤＸ）の考え方をもってあら
ゆる分野でＡＩやＩｏＴなどの技術革新の成果を戦略的に
取り入れていくことが必要です。

Setouchi-i-Baseは、デジタル社会形成を牽引する
情報通信関連産業を育成し、DXの考え方で地域の活性
化と競争力強化につなげられるよう、時流に応じた人材
育成事業や活動・交流の場の提供、ビジネスマッチング支
援を行います。
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成果の概要

Setouchi-i-Baseには、施設利用者のサポートを行
うコーディネーターを配置しています。経験豊かなコー
ディネーターが、施設利用者の相談に対応するほか、施
設利用者の増加や交流の促進に資する各種情報発信
やイベント等の企画・運営等を行ってきました。
その結果、Setouchi-i-Baseでの人材育成事業か
ら新規就業したり、月額会員の中から、Setouchi-i-
Baseを拠点に活躍する起業家も誕生しています。

カテゴリ 実績
総利用者数(名) 7,477

月額会員数(名) 116

Web会員数(名) 815

相談件数(件) 316

施設利用者による起業・第二創業数(件) 5

新規就業数(名) 3

また、Setouchi-i-Baseでは、法人会員との連携にも
取り組んでいます。
例えば、香川県と、法人会員である株式会社NTTドコ
モ四国支社が締結した連携協定に基づき、Setouchi-
i-Baseにドコモが5G通信環境を構築し、5Gの特性（高
速・大容量、低遅延、多数接続）を活用したソリューション
を体験できるスペースを整備しています。



名前 所属

岩本 晃一 独立行政法人経済産業研究所 リサーチアソシエイト

江島 健太郎 米Quora社エバンジェリスト

岡﨑 直観 東京工業大学情報理工学院 教授

倉田 正芳
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 ビジネスソリューション本部
ソリューションサービス部 ＩＣＴイノベーション部門 部門長

國土 晋吾 一般社団法人ＴＸアントレプレナーパートナーズ 代表理事

小西 昌伸 株式会社百十四銀行 ソリューション推進部兼地域創生部長

髙木 知巳 88 Partners  代表取締役

高橋 正彦 香川銀行法人コンサルティング推進部長

瀧川 重理登 四国電力株式会社事業開発室 新規事業部長

竹林 昇 株式会社ＤＸＡ 代表取締役社長

中山 洋平 大手責任監査法人 マネージャー

原 真志 香川大学大学院地域マネジメント研究科 教授／研究科長

古市 克典 株式会社Box Japan 代表取締役社長

細川 慎一 ＧＭＯリサーチ株式会社 代表取締役社長

松尾 豊 東京大学大学院工学系研究科 教授

真鍋 康正 ことでんグループ代表

宮本 吉朗 株式会社アムロン 代表取締役会長・CEO

山口 功作 合同会社側用人 代表社員

吉本 浩二 株式会社ＳＴＮｅｔ 理事 経営企画室長
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成果の概要

県内だけでなく県外、また国外を舞台に、情報関連産業分野
の第一線で活躍しておられる１９名の方に、 「かがわイノベー
ション推進アドバイザー」としてご就任いただいています。

Setouchi-i-Baseの活動をはじめとし、県が実施する情報
通信関連産業の振興に資する取組みに対し、助言等をいただく
ほか、Setouchi-i-Baseの利用者を対象に、セミナーやメンタ
リング等を順次、実施しています。

アドバイザリーチーム
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人材育成事業

特に地方において不足していると言われている情報通信関連
分野の人材の育成に取り組んでいます。
これまでに1,971名が講座・セミナー等を受講しました（オンライ
ン含む）。

■かがわコーディングブートキャンプ
ＩＴ分野で活躍するうえで土台となるプログラミングスキルを身に
付け、未経験からエンジニアとしてのキャリア形成を可能とする「か
がわコーディングブートキャンプ」を開講しており、令和2年度は30
名、令和3年度は24名が受講しています。
受講者の中には、コーディネーターの支援のもと、「かがわコー
ディングブートキャンプ」で身に着けたスキルを活かし、フリーラン
スとして活動を始めた方もいます。

令和2年度「かがわコー
ディングブートキャンプ」
最終課題発表会の様子

講座・セミナー 内容・特徴

①かがわコーディングブート
キャンプ

アプリ等の開発に必要となるプログラミングスキルを短期集中的に習
得する講座

②かがわAIゼミナール
AI技術の利活用を推進する人材を育成するため、県内企業等の技術
者等を対象に、AIに関する基礎的な知識・技術の学習及び最新の技
術動向等の情報を提供する講座

③かがわIoT実践ゼミナー
ル

企業等が抱える課題に対して、IoTを活用した解決策の企画・立案か
ら試作品の製作まで一貫して行う講座

④先端技術セミナー 情報通信関連の先端技術や知識等に関するセミナー

⑤かがわアントレプレナー
シップ養成講座

起業家や第二創業を目指す経営者、新規事業への展開を目指す中小
企業、起業に関心のある学生等を対象に、ビジネスモデルの創造と経
営マネジメントを学ぶことができる講座

令和3年度人材育成事業一覧
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活動・交流支援

Setouchi-i-Baseでは、専任のコーディネーターが
Setouchi-i-Baseに関わる様々な方々をつなぎ合わせ
るためのイベントを定期的に開催しています。

令和2年度は、最重要課題である「認知度アップ（人集
め）」とイノベーションを創出するための「胎動づくり」を主
軸に活動し、これまでで112件のイベントを開催した結果、
合計１１,552人の方々がイベントに参加し、交流を深めま
した。（うち、オンライン参加者は１０,９06人）

本章では、これまでに実施したコーディネーターイベント
のうち、主要なものをご紹介します。

イベント名 開催日

ことでん新グッズ開発プロジェクト
令和2年12月17日
令和3年1月15日、
2月26日

「伝わる」「読まれる」文章がサクサク書ける！
ライティングチャレンジセミナー

令和3年1月13日～
3月24日までの期
間中、計6回

瀬戸内イノベータートーク Vol.1
「浜田知事と語ろう！Setouchi-i-Baseと
香川県の未来」

令和3年2月13日

生き博 KAGAWA 令和3年2月21日
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活動・交流支援

■ことでん新グッズ開発プロジェクト

ことでんグループ様と連携し、新しいグッズ開発プロジェクトを実施。
参加者は全3回のワークショップに参加し、ことでん・香川の新しい名物
商品を考え、新規事業創出
について体験しました。

最終日までにプロトタイプを
制作。ことでんグループ代表
の真鍋社長に直接プレゼン
テーションで想いを発表。

発表された9つのアイデアに
ついて商品化の検討を進め
ていただくことになりました。

ことちゃんティッシュケース ことちゃんベビー服

■「伝わる」「読まれる」文章がサクサク書ける！
ライティングチャレンジセミナー

月間200万PVのWEBサイトを運営するメディア編集長から文章作成
の基礎を学ぶ全6回のオンラインセミナーを実施。クラウドソーシングを
活用した案件受注等、実際に“使えるスキル”を学び普段の仕事に活か
す超実践型学習プログラムを開催しました。

２のアイデアが商品化決定!!
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活動・交流支援

各分野のトップランナーをゲストに招き、瀬戸内の未来について考える
連続企画。第一回のゲストは浜田香川県知事。「Setouchi-i-Baseと
香川県の未来」をテーマに開催しました。会場には地元の中高生20名
が参加。参加者からの提案や質問に、浜田知事が直接回答しました。

イベントの様子はYouTubeにて生配信。
Setouchi-i-Baseを立ち上げた背景や想い、 ま
た、香川県知事として考える香川県の魅力や可能性、
今後の展望などについて、浜田知事が語りました。

中高生から寄せられる香川県に関する様々な
質問に対し、浜田知事が一つ一つ回答しました。

■瀬戸内イノベータートーク Vol.1
「浜田知事と語ろう！Setouchi-i-Baseと香川県の未来」

■生き博KAGAWA

香川で活動している様々な分野のゲストを招き、それぞれの「生き方」に
焦点を当て、参加する全ての人が自分自身の「生き方」について考える
博覧会イベントを開催。

当日はSetouchi-i-Base館内に
5つのステージを設け、30名を
超える多彩なゲストと共に、
合計17のプログラムを実施。

またこのイベントはコーディネーター
と10～20代を中心とした20名を
超えるボランティアスタッフによって
運営され、香川県で新しいことに
チャレンジする若者のコミュニティ
醸成にも貢献しました。

香川出身者だけでなく、移住者や
Uターン経験者など、県外の視点から
香川で生きることについて語りました。
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ビジネスマッチング支援

Setouchi-i-Baseでは、専任のコーディネーターによる
相談対応に加え、県内外の有識者や企業経営者等で構成
するアドバイザーによるメンタリングやビジネスマッチング支
援を行うことで、デジタル人材が抱える課題の解決や起業・
事業領域拡大等を支援しています。

コーディネーターが合計３16件の相談対応を行うなど、
利用者に寄り添った支援を行った結果、５件の起業に加え、
3名の新規就業者が誕生しました。

本章では、ビジネスマッチング支援に関する取組のうち、
主要なものをご紹介します。

イベント名 開催日

先輩エンジニアによるキャリア相談&交流
会＠香川

令和3年2月2日

Startup Weekend 高松
令和3年3月5日
～3月7日

瀬戸内チャレンジャーアワード2021 令和3年3月20日



香川県のITコミュニティ
UdonTechの水尾氏の

協力により実現した企画。

香川県在住の現役エンジニア。
先輩として、スキルアップの手段や仕

事の獲得、企業ニーズなど
生きた情報を得ることができました。

参加者は学生から転職希望者、
かがわコーディングブートキャンプ

受講者など。
先輩の現場の声を聞くことが

できました。
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ビジネスマッチング支援

■先輩エンジニアによるキャリア相談&交流会＠香川

香川県内で活躍する現役エンジニアにキャリアや仕事について相談がで
きる交流イベントを開催。「かがわコーディングブートキャンプ」の受講者
をはじめ、将来、エンジニアとして就職をしたい若者が集まり、活発な情
報交換が行われました。

■Startup Weekend 高松

3日間でスタートアップを体験する参加型イベントとして全世界で開催
されている「Startup Weekend」をSetouchi-i-Baseにて初開幕！

参加者は金曜夜～日曜夜の週末だけで、アイデアをカタチにするため
の方法論を学び、スタートアップをリアルに経験することができました。

参加者は中学生や大学生、そして起業経験者だけでなく会社員や教職
員など、約20名にお集まりいただきました。

【3日間のスケジュール】
〈Day１〉

オープニング▶アイスブレイク
▶アイデアピッチ▶チーム分け
〈Day２〉

チーム作業▶専門家コーチング
▶チーム作業
「Day3＞

チーム作業▶アイデアピッチ
▶審査タイム▶結果発表▶交流会
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ビジネスマッチング支援

■瀬戸内チャレンジャーアワード2021

四国初開催の地方創生ビジネスコンテスト・ビジネスマッチングイベント
「瀬戸内チャレンジャーアワード2021」を開催しました。

現役経営者から主婦、
高校生や大学生など
幅広い方がエントリー。

最終発表会では７組の
ファイナリストが、
地域課題をビジネスで
解決するアイデアを発表。

5名の審査員と
サポーター企業の投票
により準グランプリ１組と
グランプリ１組が決定しました。

チャレンジャーは約3か月かけて
磨き上げた想いとアイデアを

7分間の発表に全て込めます。

会場参加したサポーター企業の
方々も、応援プレートを掲げて
チャレンジャーを後押ししました。

年齢も性別も業種もバラバラの
チャレンジャー同士が、アワードを
通じて切磋琢磨する仲間に。

〈グランプリ〉
小豆島での子供向け教育プランを

発表した城石果純さん
現在もアイデアの実現に向け邁進中。

〈準グランプリ〉
高松東高校１年の雉鳥愛依さんは
色覚特性を持つ人向けの新しい
プロダクトを提案しました。

イベント後は審査員や参加者も
交えてのビジネスマッチング
協力企業やビジネスパートナー
との出会いが多数ありました。


