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議題Ⅰ-（１）

Ø ＩＣＴとくしま創造戦略の進捗管理体制等
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進捗管理体制

n プロジェクトの進捗管理

Ø ＩＣＴとくしま創造戦略「プロジェクト編」において、プロジェクトチームズが実施す
る１９プロジェクトを設定しており、県の実施１７プロジェクトの「進捗管理」につ
いては、ＩＣＴ推進本部「専門調査会」（県の内部組織）で実施している。

3

プロジェクトチームズ

ｅ－とくしま推進会議

市町村 ＮＰＯ事業者 教育機関県 地域活動団体等

（公財）ｅ－とくしま推進財団

県（事務局）

進捗報告 方針決定

協 働 プロジェクトの進捗管理・報告

ICT推進本部

専門調査会



実施プロジェクトの産学官連携状況
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目指すべき社会 重点戦略 プロジェクト 実施機関 民間実施主体等

新産業・新サービス
が創出され、人と地
域が元気な社会

映像産業分野の新事業創出 ① 『とくしまクリエイティブ』プロジェクト 企業支援課
4K関連企業、アニメ関連企業、ICT関連大学

オープンデータ・ビッグデータの利活用の
推進

② 『JoinTown徳島』プロジェクト 地域創造課
（株）三菱総合研究所、日本テレビ放送網（株）他
テレビ各局

ＩＣＴを利活用した農林水産業の振興 ③ 『とくしまブランド魅力発信』プロジェクト もうかるブランド推進課 とくしまブランド協力店等

雇用形態の多様化とワークライフバランス
の実現

④ とくしまサテライトオフィスプロジェクト 地域創造課集落再生室

NPO:グリーンバレー、マチトソラ；企業：ダンクソフ
ト、サイファー・テック、あしたのチーム；市町村

アクティブ・シニアが活躍する地域社会の
実現

⑤
『デジタルを活用するアクティブ・シニアが溢れ
る街作り！』プロジェクト

（株）あわえ
協力企業群

⑥
『時間と場所に制約されない、新しいワーキン
グスタイル・ライフスタイル創出』プロジェクト

＜特定非営利活動法人ＪＣＩ
テレワーカーズ・ネットワーク＞

協力企業群、NPO:特定非営利活動法人 チルド
リン

健康で安心して暮ら
せる、安全で災害に
強い社会

効果的・効率的な医療・生活支援サービ
スの展開

⑦ 『診療情報の共有推進』プロジェクト 医療政策課

西部圏域医療情報ネットワーク、徳島県鳴門病
院ネットワーク、徳島赤十字病院地域連携ネット
ワーク

⑧ 『遠隔画像診断の推進』プロジェクト 医療政策課

NPO法人：徳島乳がんネットワーク、徳島画像診
断ネットワーク

防災・減災体制の整備
⑨ 『災害情報の確実な伝達・共有』プロジェクト 南海地震防災課

G空間プロジェクト産学官連携団体

⑩
『Ｗｉ－Ｆｉ（ワイワイ）王国！とくしま』プロジェク
ト

地域創造課集落再生室
とくしま公衆無線ＬＡＮ推進協議会

効果的・安定的なエネルギーマネジメント
等の実現

⑪ 『スマート社会とくしま構築』プロジェクト 環境首都課
産学官連携団体

安全な道路交通社会の実現 ⑫ 『安全で快適な交通環境の実現』プロジェクト 徳島県警察本部拠点整備課 システム構築、運用企業

利便性の高い電子
行政サービスが提供
される社会

利便性の高い行政サービスの提供
⑬ 『徳島県総合地図提供システム』プロジェクト 情報システム課

システムのOSS公開、保守開発企業

⑭ 『オープンデータ推進』プロジェクト 統計戦略課
システムのOSS公開、保守開発企業、ハッカソン
の一般参加者

行政の効率化

⑮ 『市町村システムクラウド化推進』プロジェクト 地域創造課
クラウド加入市町村、クラウド提供企業

⑯
『データセンターへの庁内クラウド基盤構築』
プロジェクト

情報システム課
システム構築、運用企業群、回線提供企業

⑰ 『テレワーク推進』プロジェクト 人事課・情報システム課 タブレット端末・回線提供企業

リテラシーが高く、実
践的なＩＣＴ人材を育
む社会

教育環境のＩＣＴ化 ⑱
『ＩＣＴを効果的に利活用した学校教育の実現』
プロジェクト

教育委員会
OSSシステム保守企業

実践的なＩＣＴ人材の育成 ⑲ 『OSS人材育成支援』プロジェクト 情報システム課 とくしまOSS普及協議会会員企業等



ICT推進本部組織体制
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ＩＣＴ推進本部 幹事会
幹事長 経営戦略部副部長
副幹事長 情報システム課長
幹事 各部局主管課長

ｅ－県庁推進
部会
座長
情報システム
課長

地域情報化
推進部会
座長
地域情報課
長

徳島県ＩＣＴ推進本部
本部長 知事
副本部長 副知事、ＣＩＯ
本部員 各部局長等

技術部会
座長
情報システ
ム課長

最適化推進委員会
委員長

情報システム課長
副委員長

情報システム課
専門幹（情報化担当）

調達管理委員会
委員長

情報システム課長
副委員長

情報システム課
専門幹（情報化担当）

セキュリティ委員会
委員長

経営戦略部副部長
副委員長

情報システム課長

ICT推進本部 専門調査会
会長 ＣＩＯ（最高情報統括監）
副会長 地域創造課長

情報システム課長
会員 各部局の政策調査幹

情報システム課専門幹

【目的】
①「ＩＣＴ（愛して）とくしま創造戦略」を

踏まえた県関係プロジェクトの
進捗状況等の把握

②ＩＣＴ視点からの専門的な調査・検討
（整合性、経済性、継続性など）

③各プロジェクトのＰＤＣＡ展開支援
④成功事例のモデル化／横展開 など
※本部の開催に合わせて年３回程度開催

※主担当は、
①③④：地域創造課、②情報システム課

事務局 ： 経営戦略部情報システム課 （但し、「専門調査会」は政策創造部地域振興局地域創造課）

ｅ－とくしま推進会議



プロジェクト進捗管理フロー図
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ICT推進本部「専門調査会」の開催

n 開催日時

Ø 第１回専門調査会 平成２６年８月１９日（火） （県本庁舎1104会議室）

Ø 第２回専門調査会 平成２６年１２月８日（月） （県本庁舎10階特別大会議室）

Ø 第３回専門調査会 平成２７年３月１０日（火） （県本庁舎10階特別大会議室）

n 議事内容

Ø 専門調査会の運営等

Ø 各プロジェクトの内容や進捗状況を「プロジェクト進捗管理シート」
により報告や意見交換を実施

Ø 平成２６年度事業成果報告、平成２７年度の事業計画など
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第１回専門調査会の様子

第３回専門調査会の様子



プロジェクトの最適化管理

n プロジェクトの「最適化管理」とは

Ø 企業では、一般的にプロジェクトポートフォリオ管理と呼ばれている
管理手法を応用し、ＩＣＴとくしま創造戦略の基本目標の実現に向け
て、各プロジェクト、及びプロジェクト間の最適化の管理をいたします。
l 専門調査会において、「マーケット・技術の進歩」を常にウォッチし、

各プロジェクトを環境・技術の変化にタイムリーに対応させます。

l また、各プロジェクトの「強み」を補完・展開し、プロジェクト間での効果を高められ
るよう、全体最適を図ります。

n 評価等

Ø 各プロジェクト単位でのＫＰＩの達成状況や事業の取り組み状況など
から、「進捗評価」を行います。

Ø また、「案件種別」として、「ナンバーワン」、「オンリーワン」、「ＶＳ東
京」という３つの視点から「内容評価」を行います。
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進捗評価シートによる評価

n 進捗評価方法

Ø 進捗の大まかな傾向を把握するため、ＫＰＩや取り組み内容の状況に
応じて、以下の区分に分類

• ◎ （計画を上回るペースで推移）

• ○ （計画通りに推移）

• △ （計画未達又は停滞）

• － （未評価：＜事業計画中等による＞）

n 案件種別（内容評価）

Ø 「 VS  東 京 」
• 「VS東京」の共通コンセプトに合致する取組（http://www.vs-tokyo.jp/ ）

Ø 「 オ ンリ ーワ ン」
• 他の自治体ではやっておらず，徳島県で唯一やっているような誇れる取組

Ø 「 ナ ンバ ーワ ン」
• 他の自治体と比べて，統計数字等により徳島県がナンバーワンであると認定で

きる取組
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議題Ⅰ- （２）

Øプロジェクトの進捗状況について

10



新産業・新サービスが創出され、人と地域が元気な社会
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（１）新産業・新サービス

①映像産業分野の新事業創出

プロジェクト 進捗評価 予算（千円） KPI H26状況 H27取り組み 案件種別

①
『とくしまクリエイティブ』
プロジェクト

◎

(H26)60,488
(H26補)50,000
(H27)3,000

・クリエイティブ関連事業者
数
・実践的な人材育成のため
の講座実施数

・4KTokushima開催支援（と
くしま４Kフォーラム２０１４の
開催）
・徳島県デジタルコンテンツ
人材育成支援（各種セミ
ナー開催） 等

・とくしまクリエイティブ推進
事業
・とくしま４Ｋ放送実証実験
事業（緊急雇用） オンリーワン

②オープンデータ・ビッグデータの利活用の推進

プロジェクト 進捗評価 予算（千円） KPI H26状況 H27取り組み 案件種別

②
『JoinTown徳島』プロジェ
クト

○
(H26) -
(H27) -

・民間ビジネスとして自立 ・平成２５年度補正「ＩＣＴ街
づくり推進事業」への事業提
案（三菱総研との共同提案）
・「ミマモルテレビ」として徳
島県全域を対象に提供中

・「JoinTown徳島」の成果の
横展開に向けた協力（市町
村・放送局への横展開、マ
イナンバー制度の「個人番
号カード」を利用した本人確
認に係る実証実験等への協
力）

VS東京
オンリーワン

（２）農林水産業
①ＩＣＴを利活用した農林水産業の振興

プロジェクト 進捗評価 予算（千円） KPI H26状況 H27取り組み 案件種別

③
『とくしまブランド魅力発
信』プロジェクト

○
(H26) 41,074
(H27) 14,700

・首都圏の番組で県産物が
取り上げられる回数
・ 「すだちくん」フェイスブック
の「いいね！」累計獲得数
・取組みを継続できるシステ
ムと体制

・ネットメディアを活用した情
報発信
・すだちくんの活用による徳
島の魅力発信
・ネット販売体制の強化

・ネットメディアを活用した情
報発信
・すだちくんの活用による徳
島の魅力発信
・ネット販売体制の強化

VS東京

4K



新産業・新サービスが創出され、人と地域が元気な社会
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（３）地域の活性化

①雇用形態の多様化とワークライフバランスの実現

プロジェクト 進捗評価 予算（千円） KPI H26状況 H27取り組み 案件種別

④
とくしまサテライトオフィ
スプロジェクト

◎
(H26) 29,016
(H27) 33,354

・サテライトオフィス視察・相
談件数（H24.4～ 累計）

・サテライトオフィス・プロ
モーション事業
・サテライトオフィス活動応
援事業
・サテライトオフィス人材育
成事業（緊急雇用）
・サテライトワークお試し施
設運営者育成事業（緊急雇
用）

・サテライトオフィスおもてな
し推進事業
・とくしまで「住む」「働く」「繋
がる」集落再生事業
・サテライトワークお試し施
設運営者育成事業（緊急雇
用）

VS東京
ナンバーワン

②アクティブ・シニアが活躍する地域社会の実現

プロジェクト 進捗評価 予算（千円） KPI H26状況 H27取り組み 案件種別

⑤
『デジタルを活用するア
クティブ・シニアが溢れる
街作り！』プロジェクト

○
(H26) 5,000
(H27) 3,000

・イベント参加数
・セミナー開催数
・サービス導入件数
・クリエイティブ・シニアとし
て活躍する高齢者の人数
・イベント開催数

・美波町の高齢者との意見
交換
・ウェブシステム開発
・デジタル化システムの構
築
・セミナー・周知イベントへ
の開催／参加
・美波町へのサービス導入
・横展開のミーティングおよ
びイベント参加

・美波町でのイベント開催
（世代間交流による地域活
性）
・美波町におけるクリエイ
ティブシニアの育成
・他地域へのサービス導入
・大学・企業等との協業によ
る横展開

VS東京
オンリーワン



新産業・新サービスが創出され、人と地域が元気な社会
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（４）ユニバーサル社会

①ＩＣＴを利活用したユニバーサル社会の実現

プロジェクト 進捗評価 予算（千円） KPI H26状況 H27取り組み 案件種別

⑥

『時間と場所に制約され
ない、新しいワーキング
スタイル・ライフスタイル
創出』プロジェクト

◎
(H26)5,000
(H27)24,000

・テレワーカー育成研修会
（地域別・対象別・達成度
別）
・受注額（業種・職種・地域・
担当テレワーカー類）
・JCI在宅就業支援センター
の登録会員数（団体・個人）
・雇用契約に基づく、完全在
宅就業者数

・センター運営体制の確立
・人材育成講習・研修会の
実施
・フォーラム・セミナーの開
催

・地域創生人材育成事業
・地域人づくり事業
・徳島県テレワーク事業

VS東京
オンリーワン
ナンバーワン



健康で安心して暮らせる、安全で災害に強い社会
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（１）医療・介護・健康

①効果的・効率的な医療・生活支援サービスの展開

プロジェクト 進捗評価 予算（千円） KPI H26状況 H27取り組み 案件種別

⑦
『診療情報の共有推進』
プロジェクト

○
(H26) -
(H27) -

・西部圏域医療情報ネット
ワーク（参加医療機関数、
同意書取得件数）
・徳島県鳴門病院ネット
ワーク（参加医療機関数、
同意書取得件数）
・徳島赤十字病院地域連携
ネットワーク（参加医療機関
数、同意書取得件数）

・参照医療機関数増加の取
組(医師会と連携した広報
活動)
・同意書（参加者）取得件数
の増加の取組（ヘビーユー
ザー医師の開拓、インストラ
クター制度）

同左

VS東京

⑧
『遠隔画像診断の推進』
プロジェクト

○
(H26) 20,000
(H27) 20,000

・CT・MRIの遠隔画像診断
の参加医療機関数
・マンモグラフィーの遠隔画
像診断医療機関数
・読影医の数

・遠隔画像診断サービスの
継続的な提供
・遠隔画像共有サービスの
継続的な提供

同左

－



健康で安心して暮らせる、安全で災害に強い社会
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（２）防災・減災

①防災・減災体制の整備

プロジェクト 進捗評価 予算（千円） KPI H26状況 H27取り組み 案件種別

⑨
『災害情報の確実な伝
達・共有』プロジェクト

○
(H26) 3,303,000
(H27) 3,064,085

・参加機関にとって有用な
災害時共有情報の提供数
・平均応答時間 (秒)
・最新情報を半永久的に提
供できるシステムと体制(ス
キル、組織)
・システムの無停止稼働
・システム参加機関・設置
局数

・総合情報通信ネットワーク
再整備
・災害時情報共有システム
機能強化事業
・G空間プロジェクト

・総合情報通信ネットワーク
再整備工事の実施
・災害時情報共有システ
ム・G空間プロジェクト全県
展開

オンリーワン

⑩
『Ｗｉ－Ｆｉ（ワイワイ）王
国！とくしま』プロジェク
ト

○
(H25補) 300,000
(H26)11,500
(H26補) 30,000

・公衆無線LAN利用者数
・公衆無線ＬＡＮ認証画面
からリンクしている観光・防
災情報バナーリンクのク
リック数
・システム障害時、初期対
応に着手するまでの時間

・公衆無線LANアクセスポ
イントの整備
・公衆無線LAN運用システ
ムの構築
・案内ホームページの構
築・設置場所の周知

・観光拠点への整備 （とく
しま無料 Wi-Fi推進事業）
・民間施設に対する支援
（クール徳島インバウンド推
進事業）

VS東京
ナンバーワン



健康で安心して暮らせる、安全で災害に強い社会
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（４）環境・エネルギー

①効果的・安定的なエネルギーマネジメント等の実現

プロジェクト 進捗評価 予算（千円） KPI H26状況 H27取り組み 案件種別

⑪
『スマート社会とくしま構
築』プロジェクト

－
(計画段階)

(H26) -
(H27)既決予算、
外部資金の活
用（予定）

・自然エネルギーの導入推
進
・他地域での省エネ型ライフ
スタイルの拡大
・省エネ効果・温室効果ガス
削減効果の向上

２７年度以降の課題洗い出
し・ビジョン策定等を見据え、
省エネ・スマートコミュニティ
に関する勉強会の開催、
フォーラム等での普及啓発
活動を実施

・「エネルギーの地産地消」
に向けた取組み
・「スマート社会づくり」の構
築に向けた取組み

VS東京

（５）交通対策・防犯

①安全な道路交通社会の実現

プロジェクト 進捗評価 予算（千円） KPI H26状況 H27取り組み 案件種別

⑫
『安全で快適な交通環境
の実現』プロジェクト

○
(H26) 640,000
(H27) 26,312

・渋滞監視交差点数
・主要幹線道路における特
異交通事象監視区間数
・信号機停電監視機能付加
交差点数
・静止型非常用信号機電源
付加装置整備交差点数

・交通管制システムの高度
化更新（中央処理装置等の
高性能化）
情報収集機能等の強化（
交通信号機用制御機の改
造、車両感知器等の増設）

・情報収集機能等の強化
（交通信号機用制御機の改
造、車両感知器等の増設）
・データベース解析機能の
構築（シミュレーション等の
解析に必要なデータの蓄
積）

VS東京



利便性の高い電子行政サービスが提供される社会

17

（１）電子行政サービス

①利便性の高い行政サービスの提供

プロジェクト 進捗評価 予算（千円） KPI H26状況 H27取り組み 案件種別

⑬
『徳島県総合地図提供
システム』プロジェクト

○

(H26)2,160
鳥瞰写真3,402
(H27)2,160

・システムに登録された情
報の数
・平均応答時間、アクセス
数
・OSSによるGISシステムを
採用した県内市町村 他

・鳥瞰写真データの登録
・庁内職員向け操作研修の
開催

・システムの運用
・庁内職員向け操作研修の
開催
・市町村への利用働きかけ
・津波等の災害に係る避難
場所・避難経路について視
覚的な情報発信を強化 －

⑭
『オープンデータ推進』プ
ロジェクト

○
(H26)10,000
(H27)   900

・オープンデータ数
・アプリケーション数
・OSSによるオープンデータ
システム採用自治体数
・平均アクセス数

・オープンデータポータルサ
イトの構築
・利活用事業の実施

オープンデータの取組を推
進
・公開データの充実
・ポータルサイトの機能拡充
・ハッカソン等の利活用イベ
ントの開催

オンリーワン



利便性の高い電子行政サービスが提供される社会
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②行政の効率化

プロジェクト 進捗評価 予算（千円） KPI H26状況 H27取り組み 案件種別

⑮
『市町村システムクラウド
化推進』プロジェクト

○
(H26)11,000
(H27)   -

平成２８年１月の番号制度
のスタートに向けて「５団体」
が着実にクラウドを導入して
いること

次に掲げる支援を、市町村
とベンダー間、市町村間で
調整を図りながら実施する。
・ベンダー選定支援
・システム調達の支援
・データ移行の支援

「５団体」が円滑にクラウドを
導入できるよう、引き続き市
町村間の調整や進捗管理
を行う。

オンリーワン

⑯
『データセンターへの庁
内クラウド基盤構築』プ
ロジェクト

○
(H26) 202,036
(H27) 181,376

・被災時の業務継続性確保
・庁内システムへの集約で
ハードウェア資源の最適化
・高い稼働率の維持
・効率的で経済的な運用

・仮想化基盤等の構築
・庁内システムの一部移行

・庁内クラウド運用
・庁内業務システムの庁内
クラウドへの移行
・庁内クラウド災害対策運用
訓練 －

⑰
『テレワーク推進』プロ
ジェクト

○
(H26) 9,068
(H27)     -

・タブレット端末利用人数
・サテライトオフィス利用人
数
・実証実験の実施における
「成果」と「課題」の抽出
・対県民サービスに用いるタ
ブレット端末数の増加

・モバイルワーク実証実験
・県庁版サテライトオフィス
実証実験
・育休からの職場復帰支援
実証実験

・「在宅勤務」導入に向けた
取組みを推進
・サテライトオフィスのさらな
る拡充
・モバイル端末の充実・更な
る活用 VS東京

hypervisor

The Internet



リテラシーが高く、実践的なＩＣＴ人材を育む社会
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（１）人材育成・教育

①教育環境のＩＣＴ化

プロジェクト 進捗評価 予算（千円） KPI H26状況 H27取り組み 案件種別

⑱
『ＩＣＴを効果的に利活用
した学校教育の実現』プ
ロジェクト

○
(H26) 28,727
(H27) 12,680

・タブレットPCを活用した支
援の事例数
・学校支援システム運用学
校数

・ＣＡＬＬシステムの導入
・視覚・聴覚支援学校にお
けるタブレットパソコン等の
整備等
・学校支援システムの運用
と機能改善

・ＣＡＬＬシステムの本格運
用
・タブレットＰＣを活用した学
習・生活支援
・学校支援システムを全県
立高校で運用ほか

オンリーワン

③実践的なＩＣＴ人材の育成

プロジェクト 進捗評価 予算（千円） KPI H26状況 H27取り組み 案件種別

⑲
『OSS人材育成支援』プ
ロジェクト

○
(H26) 810
(H27) 1,524

・OSS普及協議会会員数
・会員企業又は個人会員に
おけるOSS開発技術者数
・自治体OSSキット導入団
体数
・研修等参加者数
・会員企業における地元雇
用者数

・OSS人材育成支援
・次代を担うICT技術者等育
成支援
・将来のOSS技術者等育成
事業

同左に加え、ＯＳＳ利用促
進・販路拡大支援を実施

オンリーワン



進捗評価と案件種別の成果数

20

平成２６年度に進めている、ＩＣＴとくしま創造戦略の全１９プロジェクトに係る、

進捗評価と案件種別（内容評価）の成果数

目指すべき社会 進捗評価 VS東京 オンリーワン ナンバーワン

新産業・新サービスが創出さ
れ、人と地域が元気な社会

◎(3)
○(3)

5 4 2

健康で安心して暮らせる、安
全で災害に強い社会

○(5)
－(1)

4 1 1

利便性の高い電子行政サービ
スが提供される社会

○(5) 1 2 0

リテラシーが高く、実践的なＩＣ
Ｔ人材を育む社会

○(2) 0 2 0

合計

◎( 3)
○(15)
－( 1)

10 9 3



議題Ⅰ- （３）

Ø平成２６年度情報化施策のトピックス

21



トピックス「クリエイティブ先進県・徳島の取組」

22

とくしま４Ｋフォーラムの開催

【開催日】平成２６年６月１５日～６月２０日

｢８K実証｣(NHK)W杯サッカー中継同時開催
【参加者】３，２００名 （徳島、東京、大阪、横浜）

最先端の

｢４Ｋ｣を体感できる

空間を提供

○最新の技術動向のｾﾐﾅｰなど

（約５０講座）

○国内外メーカーの４Ｋ機器展示

デジタルコンテンツ人材の育成

次代を担う徳島の小中高生が、

アニメーションの描き方やプロ

グラミングの方法を学ぶ

（参加者累計：８４名）

【開催日】平成26年10月9日

｢とくしまデザイン会議｣を設置

「地域経済の活性化」に

｢クリエイティブな力｣を活用！

【開催日】平成27年3月1日～29日

【場所】あすたむらんど徳島

【内容】デジタルアート作品上映

デジタルクリエイター養成塾、

中高生Rubyプログラミングセミナー・合宿

４Kコンテンツ上映、Channel４K受信デモ

セミナー・ワークショップ、最新機器展示

次世代放送を徳島が先導！

実証から実践へ！
クリエイティブ企業・人材

の集積
｢徳島デザインフォーラム２０１４｣の開催

デジタルアート展（チームラボ）

世界トップクリエイターの

デジタルアート作品を通じてクリエイティブを推進！



トピックス「JoinTown徳島～InterBEE」

23

２０１４年国際情報機器展
（ＩｎｔｅｒＢＥＥ２０１４）

・全ての地デジ放送局への展開（システムのオープン化）

・ユニバーサルサービスの可能性とビジネス展開の工夫

・マイナンバー制度の活用

ＪｏｉｎＴｏｗｎ徳島

（H25補正予算ICT街づくり推進事業）

平成26年度はシステムの充実と横展開に取り組んだ

・東由岐地区を含む6地区の自主防災会が新たに参加

徳島県内での横展開

徳島県外への横展開

日本テレビを含む

「在京民放キー局」と「NHK」が

システム導入検討会立ち上げ
。

東京都豊島区でも導入，実証実験を実施

○平成２６年１２月６日（土）美波町防災訓練

○平成２７年 ２ 月７日（土）阿部地区防災訓練

○平成２６年１２月７日（日）豊島区福祉祭で実施

徳島の成果
が東京へ！

避難者のチェックイン
管理を地区住民が実施

地方創生の起爆剤！

村井 純氏（慶応大学）

小笠原 陽一氏（総務省）

小杉 善信氏（日本テレビ放送網(株)）

小原 琢哉氏（日本マイクロソフト(株)）

「日本の社会課題に対応するICT社会インフラづくり

『徳島方式』を全国に展開するために」

徳島の取り組み
を世界へ発信！

特別講演：進化する「光ブロードバンド王国とくしま」

知事を交え，JoinTown徳島の今後について討論

パネルディスカッション

・全県ＣＡＴＶ網構想

・サテライトオフィス

・４Ｋの取組み

・戦略的災害医療（G空間ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

・全県ＷｉＦｉとくしま



トピックス「とくしまサテライトオフィスプロジェクト」

24

徳島発｢新しい働き方｣の提案

徳島の強みを生かした｢攻めの集落再生｣

プロジェクト開始からわずか３年で・・・

・県内４市町に２7社が進出！

・５０名以上の地元雇用創出（H26.2）

波及① 人が人を呼ぶ連鎖と循環

高速
ブロードバンド

環境

波及② ｢地方創生｣の処方箋へ

・小泉大臣政務官が神山町視察(H26.9)

・石破大臣とのテレビ会議による懇談会（H26.10)

・若手官僚をサテライトプレイヤーとして派遣(H26.11)

→「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に、

サテライトオフィスなどの

「ふるさとテレワーク」の促進

が盛り込まれる

→ 徳島モデルを全国へ

波及③ プロジェクトの更なる展開

実際に短期滞在のサテライトオフィスを体験

・仕事に集中できる環境と異業種が交わる共同オフィス

・食や農業体験を通じた地元住民との交流

・創造性を刺激する自然のアクティビティ

サテライトオフィス体験宿泊施設

大人の
合宿

コンプレックス

地域の魅力を
高める

新たな取組



トピックス「Tokushima Free Wi-Fiの整備」

25

Ｗｉ－Ｆｉ（ワイワイ）王国！とくしま整備事業（総務省「地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金」）により、
来年度の運用に向け、県内の避難所等１１２施設に公衆無線LANサービスの整備中！

サービスを運用するための認証システム、ホームページは「多言語表記」で提供予定！

サービス名： 徳島県無料公衆無線LANサービス

「Tokushima Free Wi-Fi 」（とくしま 無料 Ｗｉ-Ｆｉ)

３０分経過するごとに
再認証することで
何度でも利用可能！

日・英・韓・中（繁体
字・簡体字）の
多言語表記対応！

災害時には、

無認証・時間制限なく

利用可能！

有害サイトは

フィルタリングで

ブロック！

誰でも

無料で

簡単に使える

Wi-Fiスポットは、総
合地図提供システム
で、ハザードマップ等
と一緒に確認可能！

平時と災害時で
リバーシブルな活用

サービスのロゴ

緊急時SSID  00000TOKUSHIMA

通常SSID  Tokushima_WiFi

県内WIFIアクセスポイント

H26.7現在2964箇所と合わせて

利便性を大きく向上！



トピックス ｅ－とくしま推進財団 １０年の軌跡

26

産・学・民・官と協働する地域情報化の中核拠点として、普及啓発、地域貢献及び人材育成の３分野において事業展開の実施

ｅ-とくしまビジネスセミナーの開催（H１９年度～）

地域とともに歩み続ける団体として、産・学・民・官と協働し、これまで築き上げてきた蓄積を基に、新たな価値
の創造に向けた事業の継続と展開を図り、ひと・まち・しごとが活力あふれる地域を創造！

63校から263校に拡大

導入率97.4％へ
ＩＣＴの利活用を経営戦
略に繋げるため、企業
経営の参考となる最新
情報や最新トレンドと
なるセミナーを開催

学校ＨＰのＣＭＳサービス提供（Ｈ２３年度～） 及び

「とくしまポータル」の運営（H２４年度～）

情報交流の活性化や利便性の向上に貢献

主たる検索サイト「徳島 イベント」検索順位

第1位（H25.4～）

財団設立１０周年を契機と
し、これまで築き上げてき
た蓄積を基に、財団の「羅
針盤」というべきｅ－とくし
ま推進財団「憲章」、基本
理念や５年間の中期的な
事業の方向性を示す「基
本指針」を策定

ｅ－とくしま推進財団

「憲章」及び「基本指針」の策定（Ｈ２６年度）

地域貢献普及啓発

高等教育機関等が行う
地域の課題解決につな
がるICTを利活用した調
査・研究などに助成

※H17～H21 会員対象

H22～高等教育機関等

対象

高等教育機関等が行う調査・研究事業の助成

（H１７年度～）

人材育成 道 標



トピックス 「VS東京」

27

“東京一極集中の打破”を実現するため徳島からの挑戦

全国放送のテレビ番組で、
何度も特番が組まれる！

大きな広告効果を発揮！

「ＹｏｕＴｕｂｅ」

再生回数16万回突破

地方同士の微差を競い合うＰＲ合戦ではなく、

圧倒的な差がある 「東京」 を比較対象に設定

大都市の象徴 ・ 東京にない価値を、

「徳島の魅力」 として全国へ発信！

超高齢化はじめ東京に顕在化する課題を

「課題解決先進県・徳島」 が先んじて解決！

「地方創生」に向けた
「共通コンセプト」発信！

Ｈ２６．９～

若手職員中心の
タスクフォースと

世界的な映像作家の
コラボレーション

Ｈ２7．３

Ｈ２６．９．９

発表

集まる
注目

徳島から

「世界のスタンダード」を
産み出し、フィードバックする！



議題Ⅰ- （４）

Ø新規プロジェクトの追加案について
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新規プロジェクトの追加案について

n 『ＩＣＴ（愛して）とくしま推進』プロジェクト
Ø 目的

• 実践的な「もうける」ＩＣＴ人材の育成や地場ＩＣＴ産業の持続的な発展及び、徳島を
拠点としたＩＣＴワーキングスタイルの確立につなげるため、県内最大のデジタルコ
ンテンツ表彰を行う「ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞」やフォーラムの開催及び徳島の強
みを活かした効果的なＩＣＴイベントを実施し、ビジネス機会を創出する。

Ø 予算額 １１，２８９千円（税込）

Ø 事業内容
• ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞 １，７３１千円（税抜）、ＩＣＴとくしまフォーラム １，２６９

千円（税抜）、とくしまＩＣＴバザール ８，２８９千円（税抜）
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目指すべき社会
基本目標
（分野）

重点戦略 プロジェクト 関係課

リテラシーが高く、
実践的なＩＣＴ人
材を育む社会

人材育成・
教育

教育環境のＩＣＴ化 ⑱ 『ＩＣＴを効果的に利活用した学校教育の実現』プロジェクト 教育委員会

県民のＩＣＴリテラシー
の向上支援

『ＩＣＴ（愛して）とくしま推進』プロジェクト（再掲） 地域創造課

実践的なＩＣＴ人材の育
成

⑲ 『OSS人材育成支援』プロジェクト 情報システム課

⑳ 『ＩＣＴ（愛して）とくしま推進』プロジェクト 地域創造課

『とくしまクリエイティブ』プロジェクト（再掲） 企業支援課



新 ＩＣＴ（愛して）とくしまプロジェクト推進事業

地方に山積

する課題

事業内容

・ICTに関わる地場企業等から、各社の
自慢の一品を持ち寄り、バザール方式に
よる出展イベントやセミナーを開催。

・幅広い世代で参加できるイベントも企画
し集客も確保！

・ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞実施等により、
クリエイター、エンジニアの発掘と人材育
成事業も併せて実施。

プログラマー × アニメーター
エンジニア × クリエイター

「徳島の強み」を生かした
間口の広い「バザール方式のICTイベント」や

ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞等を実施

【平成26年度補正予算額 11,289千円】

事業効果

•実践的な「もうける」ＩＣＴ人材の育成

•企業・人材の交流を通じて「新たな知
のイノベーション」を生み出す

•徳島の強みを活かしたICTワーキン
グスタイルの確立

•徳島のにぎわい創出

仕事、人材、カネの流入

イベント集客

ICT利活用先進県・徳島の実現

課題の取り込み

バザール出展例

アイデアの結合

移住、交流促進

豊富な人材の活用！
異業種人材の交流を促進

交流による新たな知のイノベーション創出

アイデアソン
ハッカソン

4K

イベント企画
公募

ピンチをチャンスに！

セミナー例
4Kワークショップ

徳島の強み
ブロードバンド
OSS、
LED、アニメ

ＩＣＴ（愛して）とくしま
大賞作品の利活用促進
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31 ご清聴ありがとうございました。


