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WiFiプロジェクトの位置づけと目標

重点戦略

・ICTを利活用したユニバーサル社会の実現

・防災・減災体制の整備

プロジェクトの目標（KGI）

「だれでも」「無料で」「簡単に」利用できる公衆無線LAN
サービスを提供することにより、県民や観光客の利便性
向上を図ること（平成３０年度までの目標）

県民及び観光客から見た利便性:

平時でのWiFiフリースポットとしての活用

災害時の確実な情報収集・連絡手段

「とくしま公衆無線LAN推進協議会」による民間施設への
設置の働きかけ
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WiFiプロジェクト推進体制図
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プロジェクトリーダー

志摩主任専門員
（地域振興課）

管理責任者

 プロジェクト: 東條課長

ＩＣＴアーキテクチャー責任者： 情報戦略課 山住情報セキュリティ担当室長協働事業の該当 あり

補佐: 住吉主任専門員、中野主任、幸田主任、岩瀬主任

とくしま公衆無線ＬＡＮ推進協議会 ２０市町村を含む４１団体



『Wi-Fi（ワイワイ）王国！とくしま』プロジェクト概要

3

【災害時】 避難所・公園・防災拠点等へ公衆無線ＬＡＮを

整備し，通信の確保を行う

◆避難所や公園，防災拠点に公衆無線ＬＡＮアクセスポイント
を整備することにより，災害時の通信手段を確保

【平時】 観光情報の提供・発信等への積極的な活用により，

災害時にも普段から使い慣れた通信手段として利用できる

◆集落の特性を活かしたビジネスや，高齢者のボランティアガイド
など，ＩＣＴを活用した地域ネットワークの更なる充実

徳島県のポテンシャルである全国屈指のブロードバンド環境を最大限に活用し，
情報通信インフラの強靱化を実現！

避難所 公 園 防災拠点
スタジアム

サテライトオフィス ボランティアガイド いろどり

阿波おどり

◆観光客にインターネット接続環境を提供し，観光情報の提供，イベン
ト情報の発信等，SNSを活用し，徳島の魅力を世界に向けて発信！

◆ＱＲコードを活用し多言語で特産品等のＰＲを行
うことにより，外国人観光客の満足度向上の推進

◆民間施設にあっては，徳島県公衆無線ＬＡＮ推進協議会を活用し，
無線ＬＡＮ環境の整備を推進

◆屋外には，災害時に避難住民が無線ＬＡＮ
を活用して安否確認，避難所情報等の収集
を行える「防災情報ステーション」を整備！

◆災害時には，各拠点からのインターネット接続に切り替え，
センターサーバへの負荷一極集中による障害を回避する。
◆避難住民は，無認証・時間無制限で簡易に公衆無線LANに
接続できる。

◆一部施設では， 「太陽光パネル」や「衛星設備」を活用し，電
源の喪失や断線のリスクを回避する。

◆案内HPや認証後の画面に，津波による浸水区域や
避難所情報を表示する県のHPへのリンクを表示する
ことにより，防災情報を普段から身近なものに！
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『Wi-Fi（ワイワイ）王国！とくしま』プロジェクトの成果の評価指標

差別化
 観光情報等の発信により、普段使いを促進

可用性
 システム障害時に、迅速に対応できる体制の構築

総合評価
 利用回数

 以上全てを考慮しオンリーワンを目指す
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(注*: 専門調査会による設定)

KPI

②

③

①

-

*



ＫＰＩ ※平成27年度～運用開始のため、平成26年度は実績なし。

② とくしま無料Wi-Fi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
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

年間のとくしま無料Wi-Fi利
用回数 (人)

設定
実績

－
４９５,０００
３７１,２７３

５５０,０００
(６８０,０００)

６００,０００ ６５０,０００

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

観光・防災情報バナーリン
クのクリック数（件）

設定
実績

－
２，５００
２，３０２

３，０００
(２，９００)

３,５００ ４,０００

① とくしま無料Wi-Fi利用回数 （人）
※「Wi-Fi（ワイワイ）王国！とくしま整備事業」等により整備した１３５施設３３２APの年間認証回数

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

故障時、初期対応に着手す
るまでの時間（時間）

設定
実績

－
１
０．５

１
(０)

１ １

※「初期対応」とは、対応が必要な事象の発生を認知してから、対象箇所・原因の確認作業への着手、県ならびに
県が指定する所定の連絡先への連絡等をいう。

③ システム障害時、初期対応に着手するまでの時間



平成２８年度におけるプロジェクトの取組内容

 ２８年度の取組内容
 とくしま無料Wi-Fiアクセスポイントの追加整備
 観光・文化施設を中心にアクセスポイントの追加整備を行う（8箇所）。

 民間施設に対する支援（徳島県訪日外国人受入環境整備事業助成金）
 外国人が多く訪れる観光施設や宿泊施設、飲食店等における公衆無線LANの設置促進を図る。

関西広域連合が開発する共通認証アプリとの連携
 アプリをダウンロードして初回の認証手続を行えば、関西広域連合エリア内の自治体Wi-Fiにおいて

認証手続が不要となる。

民間のＷｉ－Ｆｉサービスとの連携
 「とくしま公衆無線ＬＡＮ推進協議会」会員団体が運営するＷｉ－Ｆｉサービスを、県域全体の統一

Ｗｉ－Ｆｉ「Tokushima Free Wi-Fi Plus」として整備し、アクセスポイントの更なる増加を図る。

 とくしま無料Wi-Fiの周知・運用

 ２８年度予算
 とくしま無料Wi-Fiの追加整備(含 共通認証アプリ対応) 20,000千円

 とくしま無料Wi-Fiの周知・運用 26,095千円

 徳島県訪日外国人受入環境整備事業助成金 3,350千円

（Wi-Fi整備、多言語表記等にかかる助成を含む）
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実施スケジュール（平成２８年度）

平成２６年度 平成２７年度
平成２８年度

２９年度 ３０年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

とくしま無料Wi-Fi運

営（地域振興課）

とくしま無料Wi-Fi整

備（地域振興課）

徳島県訪日外国人

受入環境整備事業

助成金

（国際企画課）

とくしま公衆無線

LAN推進協議会
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民間施設等における公衆無線LANアクセスポイントの設置推進・利用普及

宿泊施設、観光施設等、訪日外国人誘客に取り組む施設における公衆無線ＬＡＮ
の設置促進

・とくしま無料Wi-Fiの周知・運営

・発災時の情報通信手段の確保

・特産品のＰＲや観光情報・イベント情報等、地域情報の発信

とくしま無料
Wi-Fi

アクセスポイ
ントの重点整
備(112箇所)

アクセスポ
イントの追
加整備(14
箇所)

アクセスポイントの追加整備（8箇所）

認証連携アプリ対応（関西
広域連合、ＪＣＷ）

認証連携アプリ対応（API方式）

認証方式改修（京都方式）

アクセス
ポイントの
追加整備

Tokushima Free Wi-Fi 
Plusの展開

20施設
310AP

５施設３０AP



とくしま無料Wi-Fiアクセスポイントの追加整備

 H28年度の追加整備施設
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番
号

整備箇所 所管 屋内AP 屋外AP
（うち、WI-Fi

ステーション）
AP合計

1 鳴門市ドイツ館 鳴門市 1 0 (0) 1

2
阿南市かもだ岬温泉保
養センター

阿南市 1 0 (0) 1

3
阿南市商工業振興セン
ター

阿南市 1 1 (0) 2

4 牛岐城趾公園 阿南市 0 3 (1) 3

5 石井町役場 石井町 3 1 (0) 4

6 飯尾川公園 石井町 2 1 (0) 3

7 四季美谷温泉 那賀町 3 0 (0) 3

8 道の駅鷲の里 那賀町 2 0 (0) 2

合計 13 6 (1) 19

屋内ＡＰ

屋外ＡＰ

Ｗｉ－Ｆｉステーション

※ ＡＰ＝アクセスポイント



とくしま無料Wi-Fiが認証連携アプリに対応
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初回の認証手続きを行うと、以降は徳島を
含む関西エリア内の自治体無料Wi-Fiの
認証手続きが不要に！

①関西国際空港で初期登録

KYOTO Wi-Fi
「KANSAI Free Wi-Fi(Official)」利用イメージ ②京都市でワンタップ！

タップ！ 接続！

タップ！ 接続！

②徳島県でワンタップ！
※初回のみSNSアカウントまたは
メールアドレスで認証

関西広域連合の共通認証アプリ
「KANSAI Free Wi-Fi(Official)」の運用開始
（H28.10～、とくしま無料Wi-Fiは53施設135APで対応）

※記載されていない自治体や一部コンビニ等のWi-Fiでも利用可能

Tokushima Free Wi-Fi



外国人旅行者が旅行中困ったこと １位 無料公衆無線LAN環境

 外国人旅行者の滞在時間の長期化，消費の促進
 交流人口増加による地域活性化
 JNTOのホームページでの公表による個別施設の知名度向上
 外国人旅行者の誘客のチャンス増大
 外国人旅行者の利便性の向上

(1) 対象者
徳島県内の宿泊施設，観光施設，交通事業者，
その他訪日外国人誘客に取り組む団体や個人事業者

(2) 対象経費

ルーター等の機器購入費や設置工事費等の初期導入経費

(3) 助成の要件

不特定かつ多数の者が無料で利用できる環境を整備すること

(4) １施設当たりの助成金額

助成対象経費の1/2以内（上限：宿泊施設は400千円，その他の施設は50千円）

助成金の概要

期待できる効果

（平成23年11月観光庁アンケート調査）

国際企画課
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クール徳島
インバウンド

徳島県訪日外国人受入環境整備事業助成金
(無料公衆無線LAN（Wi-Fi）の整備)
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進捗状況・課題 As of 平成29年2月20日

進捗状況（H28年度）

Tokushima Free Wi-Fiのスポットを８箇所(19AP)追加整備

徳島県訪日外国人受入環境整備事業助成金（Wi-Fi整備）
利用による整備実績・・・５件（５施設、３０AP）

Tokushima Free Wi-Fiの運用状況は次頁のとおり

課題

Wi-Fi利用者に対するWi-Fiスポットの周知

官民連携によるWi-Fiの面的整備
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Tokushima Free Wi-Fiの運用状況
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 Tokushima Free Wi-Fiの利用者数・利用回数

3,964

5,448
6,799

8,321 
8,697 

8,407 
8,990 

8,174 
7,281 7,417 

8,301 

9,933 
9,943

12,396

13,432

16,038

17,213
15,820 

16,940 

16,976 

15,319 

13,619

20,333

28,631

39,750 

38,010 

36,151 
36,782 

32,453 

27,089 

28,350 
31,989 
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35,100
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利
用
回
数
（
回
）

利
用
者
数
（
人
）

平成２７年度 平成２８年度
(１２月まで)

運用開始以来
（平成27年4月～28年12月）

月平均 累計 月平均 累計 月平均 累計

利用者数（人） 7,644 91,732 14,897 134,007 10,753 225,809

利用回数（回） 30,939 371,273 56,624 509,615 41,947 880,888

･･･日々のユニークな利用者数の積算

・・・利用開始時及び３０分ごとの認証回数



平成２９年度における取組予定

 ２９年度の取組予定
 とくしま無料Wi-Fiエリア拡大整備事業

防災・観光拠点に加え、市町村立小中学校へ整備を拡大する。

認証方式を改修し、トレーサビリティを確保する（SNS・メール認証）。

認証連携アプリに対応し（web-API方式）、他府県のWi-Fiとのシームレス連
携により利便性を向上させる。

 民間Wi-Fiとの連携による全県Wi-Fi整備事業
民間Wi-Fiサービスと連携したWi-Fi整備スキームを構築し、公設と民設の両
方向から前掲Wi-Fiエリア整備を加速させる。

 徳島県訪日外国人受入環境整備事業助成金

平成２９年度も引き続き，民間施設等に対する支援を行う。

 ２９年度予算（千円）
 とくしま無料Wi-Fiエリア拡大整備事業 57,580千円

 民間Wi-Fiとの連携による全県Wi-Fi整備事業 4,000千円

 徳島県訪日外国人受入環境整備事業助成金 3,500千円

（Wi-Fi整備、多言語表記等にかかる助成を含む）
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【H29】徳島県域におけるWi-Fiエリア整備事業
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案件種別

 「vs東京」案件として （ ☑該当あり・ □該当なし）

該当あり場合の理由

・過疎地を含む全県域に公衆無線ＬＡＮを公設整備。さらに
民間Wi-Fi等との連携により面整備を加速させる体制を構
築。

 「オンリーワン」案件として （ □該当あり・ ☑該当なし）

 「ナンバーワン」案件として （☑該当あり・ □該当なし）

該当ありの場合の理由

・「防災情報ステーション」の整備数は全国１位。
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参考情報URL等

■ Tokushima Free Wi-Fi ホームページ
http://tokushima-wifi.jp/

■「とくしま公衆無線LAN推進協議会」の取り組みについて
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2012031200128/

■徳島県総合地図提供システム
http://maps.pref.tokushima.jp/
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