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議題Ⅰ-（１）

 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

 プロジェクトの進捗管理

 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２０プロジェクトを設定しており、県の実施１８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。
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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

県事務局

進捗報告 方針決定・進捗評価

ICT推進本部専門調査会 （公財）ｅ－とくしま推進財団

報告 報告進捗管理 進捗管理
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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

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

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 地域振興課長

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２回程度開催
※主担当は、
①③④：地域振興課、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」は政策創造部地方創生局地域振興課）



ICT推進本部「専門調査会」の開催

 開催日時

 第１回専門調査会 平成２７年９月９日（水） （県本庁舎10階大会議室）

 第２回専門調査会 平成２８年３月１５日（火） （県本庁舎405会議室）

 議事内容

 専門調査会の運営等

 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

 平成２７年度事業成果報告、平成２８年度の事業計画など
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プロジェクトの最適化管理

 プロジェクトの「最適化管理」とは

 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。
 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。

 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。

 評価等

 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。

 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

 進捗評価方法

 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＞）

 案件種別（内容評価）

 「 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/ ）

 「 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

 「 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）

プロジェクトの進捗状況について
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新産業・新サービスが創出され、人と地域が元気な社会(1)
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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 H27状況 H28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

◎

(H27)161,300
(H28)166,000

・クリエイティブ関連事業
者数

・徳島クリエイティブ産業
育成プロジェクト事業（ア
プリ開発，各種セミナー開
催等）
とくしま４Ｋ試験放送実証
実験事業（４Ｋ徳島映画祭，
ライブ中継）等

・徳島クリエイティブ産業
育成プロジェクト事業 （４K
推進、クリエイティブな力
の活用、コンテンツ開発支
援、人材育成）

オンリーワン
ナンバーワン

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 H27状況 H28取り組み 案件種別

②

『地域防災等対応シス
テム』 プロジェクト
（ 『ＪｏｉｎＴｏｗｎ徳島』プ
ロジェクト）

◎
(H27)2,500
(H28)2,250

・民間ビジネスとしての自
立

・『地域防災等対応システ
ム』の開発
・システムの実用化に向
けた実証実験と結果の検
証
・個人番号カードの公的
個人認証基盤の民間活
用を先導
等

平成２７年度同様，『地域
防災等対応システム』の
実用化に向け，協力を行
う

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 H27状況 H28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

○
(H27)16,650
(H28) 363,754

・国内外のメディアへの露
出回数
・クールトクシマ発信拠点
の拡大
・取組みを継続できるシス
テムと体制

ｖｓ東京！とくしまブランド
ギャラリー（仮称）の創設
・「食・人・ライフスタイル」
の情報発信
・ブランドサポーターの活
動強化と情報発信

とくしまブランドギャラリー
の開設
・「食・人・ライフスタイル」
の情報発信
・ブランドサポーターの活
動強化と情報発信

VS東京



新産業・新サービスが創出され、人と地域が元気な社会(2)

11

（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 H27状況 H28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

◎
(H27)45,000
(H28)40,000

・テレワーカー育成研修会
の実施回数等
・受注額
・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

・ふるさとテレワーク推進の
ための地域実証事業
・地域創生人材育成事業
・テレワークを活用した子育
てとしやすい働き方促進事
業

・ふるさとテレワーク推進事
業
・地域創生人材育成事業（２
７年度事業の継続実施）
・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

（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 H27状況 H28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

◎
(H27) 22,000
(H27補)19,500 

・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設置市
町村数

・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

・サテライトオフィスおもてな
し推進事業
・「とくしま回帰」推進支援交
付金のうちサテライトオフィ
スモデル交付金
・「四国の右下」サテライトオ
フィス誘致拡大事業

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 H27状況 H28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

○
(H27) 750
(H28)1,000

・イベント参加数
・セミナー開催数
・サービス導入件数

・美波町以外の導入に向け
て、デジタル化作業のワー
クフローの整備、簡素化、マ
ニュアル化を推進
・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
・横展開のミーティングおよ
びイベント参加

・アライアンスビジネス戦略
構築
アライアンスパートナー開
拓
・美波町におけるGOEN活
用イベントの実施
・美波町における写真収集
活動の立ち上げ
・大学・企業等との協業によ
る横展開（教育分野）

VS東京
オンリーワン



健康で安心して暮らせる、安全で災害に強い社会(1)
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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 H27状況 H28取り組み 案件種別

⑦
『診療情報の共有推進』
プロジェクト

○
(H27) -
(H28) -

・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等）

同左に加え、
・診療情報共有の活用事例
情報収集・傾向分析
・県内の医療ICTネットワー
クの構築に向け、その連携
体制やルール作り等につい
て検討する。

VS東京

⑧
『遠隔画像診断の推進』
プロジェクト

○
(H27) 12,500
(H28)  -

・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
・読影医の確保

・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

・読影医師の確保
・遠隔診断件数の増加

－



健康で安心して暮らせる、安全で災害に強い社会(2)
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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 H27状況 H28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

○
(H27)3,225,160
(H28)算定中

・参加機関及び県民にとって
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(組織、
県民)
・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
・安心とくしまネットワーク
基盤構築業務
・G空間プロジェクト

・総合情報通信ネットワーク
再整後システムの運用
・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

○
(H27)59，500
(H27補）20,000
（H28)29,445

・公衆無線LAN利用回数
・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
ポイントの追加整備
・公衆無線LANの周知・
運用
・案内ホームページの改
善
・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）

・公衆無線LANの追加整備
・公衆無線LANの周知・運
用
・訪日外国人受入環境整備
事業助成金（引き続き，民
間施設等に対する支援を
行う）

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(3)
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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 H27状況 H28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

○
(H27)5,000
(H28)246,000

・自然エネルギー対策を促
進するための中小企業にお
ける設備導入の推進
・地域・他地域でのスマート
社会の拡大
・省エネ効果・温室効果ガス
削減効果の向上

・「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」に
向けた取組み

・「エネルギーの地産地消」
に向けた取組み
・「スマート社会とくしま」モ
デル地区の構築を目指す

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 H27状況 H28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

○
(H27) 26,312
(H28) 25,376

・主要幹線道路における渋
滞長
・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

・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）

・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(1)
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（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 H27状況 H28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

○
(H27)2,160
(H28)2,160

・システムに登録された情
報の数
・平均応答時間
・平均アクセス数（件/月）
・OSSによるGISシステムを
採用した県内市町村 他

・システムの安定運用 ・システムの運用
・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
・市町村への利用働きかけ
・庁内職員向け操作研修
の開催 －

⑭
『オープンデータ推進』
プロジェクト

○
(H27) 900
(H28)  897

・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(Our Open Data)本格
運用開始
・徳島県オープンデータ利
活用推進会議設置
・利活用促進 他

・オープンデータポータル
サイト(Our Open Data)の充
実
・利活用事業

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(2)
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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 H27状況 H28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

○
(H27)   -
(H28)   -

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

「５団体」が円滑にクラウド
を導入・稼働できるよう、市
町村間の調整や進捗管理
を行った。

クラウド導入完了後も、適
切な運用ができるよう，引
き続き，関係市町村と協力
していく。

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

○
(H27)172,921
(H28)167,034

・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

・庁内クラウド運用
・庁内システムの庁内クラ
ウドへの一部移行
・被災想定訓練 等

・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

○
(H27)4,495
(H28)5,174

・タブレット端末利用人数
・サテライトオフィス利用人
数
・在宅勤務用端末台数
・実証実験の実施における
「知見」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

・在宅勤務実証実験
・南部・西部サテライトオ
フィス実証実験
・モバイルワーク実証実験

・在宅勤務の利便性の向
上
・災害時における自宅での
業務継続のあり方を検討
・サテライトオフィスの利用
条件の拡大を目指すととも
に「テレワークセンター（仮
称）」として設置活用を検討
他

VS東京

hypervisor



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 H27状況 H28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

○
(H27) 15,552
(H28) 3,948

・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システムの授業等
での本格運用
・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
立高校第2学年に導入 他

・CALLシステムのさらなる
活用
・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県立
高校第3学年に導入 他

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 H27状況 H28取り組み 案件種別

⑲
『OSS人材育成支援』プ
ロジェクト

○
(H27) 800
(H28)1,250

・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

⑳
『ＩＣＴ（愛して）とくしま推
進』プロジェクト

○
(H27)11,289
(H28)1,100

・ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞
の応募件数
・とくしまＩＣＴバザール、関
連ＩＣＴイベントの来場者数
・ワークショップの継続的な
実施
・ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞
受賞作品の利活用件数

・ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞、
ＩＣＴとくしまフォーラム実施
・とくしまＩＣＴバザール開催
・ワークショップ実施

とくしまＩＣＴバザールにつ
いては、地方創生交付金
事業から外れたため、民間
のＩＣＴイベントとのコラボ
レーション事業としてス
キームを組み直し開催を行
う。
その他、関連の県事業との
連携を図る。

－



進捗評価と案件種別の成果数
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平成２７年度に進めている、ＩＣＴとくしま創造戦略の全２０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

◎(4)
○(2)

5 4 3

健康で安心して暮らせる、安全
で災害に強い社会

○(6) 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ＩＣＴ
人材を育む社会

○(3) 0 2 0

合計
◎( 4)
○(16)

10 9 4



議題Ⅰ- （３）

平成２７年度ＩＣＴ利活用施策のトピックス
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トピックス１ 「とくしまクリエイティブ」プロジェクト

20

４Ｋ徳島映画祭の開催
～とくしま４Ｋフォーラムと同時開催～

【開催日】H27.12.4～12.6

【開催場所】徳島県名西郡神山町

＊全国から６０作品がエントリー

デジタルコンテンツ人材の育成

とくしまＬＥＤ・デジタルアートミュージアム構想

チームラボ ＬＥＤデジタルアート展

teamLab Exhibition: Dance Through the Crystal Universe

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！

豊かな自然と最先端のデジタル技術を融合させた
「 」を県下に展開

アートで

街を彩る

山、川、公園など豊かな環境を

フィールドに

【開催日】H28.2.27～5.8

【場所】あすたむらんど徳島

【展示場所】こども科学館・四季彩館

こたつシアター寄井座 酒蔵シアター名西酒造

全 国 初！

４Kの祭典

新感覚 「４Ｋ」 プロジェクションマッピング・コンサート

『青のシンフォニー』

徳島が誇る「青」がテーマ

「高精細プロジェクションマッピング」と

「プロの生演奏」を４Ｋコンテンツ化！

光ブロードバンドで
４Ｋ伝送

（ライブ中継）

【開催日】H27.10.24・25

【場所】阿波市アエルワホール

アスティとくしまアエルワホール

第一弾



トピックス２ 「地域防災等対応システム」プロジェクト①
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遠方の家族

高齢者はリモコン
■ ■ ■ ■

色ボタンで返答

避難

共通ＩＤでチェックイン

登録情報から

各避難所毎に的確な物資

配布をサポート

放送と通信の融合による災害に強い街づくりプロジェクト（Ｈ２５・Ｈ２６）

電話で安否確認

異常を検知

訪問で安否確認

災害対策

調子はどう？

絶好調！

まあまあ

具合悪い
フリー入力

携帯等でメール

トクシマさん、
今すぐ避難してください

高齢者対策

実証実験の成果が認められ、実用化に向けた取組みが加速！

一般社団法人「スマートテレビ連携・地域防災等対応システム普及高度化機構」の設立！

【残された課題】

①マイナンバー制度の利活用

②「地域防災等対応システム」の多チャンネル対応

③各家庭へのタイムリーな情報提供

①H28年1月～ 制度スタート

③H29年7月～ 国と地方の情報連携開始

④法施行後3年後目途 民間への開放を検討

避難情報を
地図にプロット

名前付き避難指示

②H29年1月～ 国の情報連携開始
マイナポータルの利用開始



トピックス２ 「地域防災等対応システム」プロジェクト②
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① すだちくんカード（ＩＣカード）をマイナンバーカードへ転換 => 「公的個人認証サービス」の活用

② 「データ放送」から「Ｈｙｂｒｉｄｃａｓｔ」へ => 「チャンネル横断」で利用可能な共通アプリの開発

③ 地方ローカルテレビ局の参入の促進 => 利用促進のため平時のサービスメニューを充実

今後の展開

「地域防災等対応システム」のさらなる進化と普及に向け、引き続き機構と積極的に連携

Ｊ－ＬＩＳ
放送事業者

民間事業者 自治体

スマートテレビ連携・地域防災等対応

システム普及高度化機構

徳島県美波町阿部地区

システムを確実に進化
させ、「全国へ」そして

「世界へ」展開！

実証実験

より多くの参加

官民の力を結集し、

よりよいサービスを提供マイナンバーカードへの転換

平時のサービスの提供

公的個人認証サービス

さらなる発展へ
向け連携

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

公的個人認証
サービスの
可能性を実証



トピックス３ G空間プロジェクト（「災害情報の確実な伝達・共
有」プロジェクト）
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「災害時情報共有システム」Ｈ２５年４月～

関係各機関からの入力情報を

それぞれの「層」にまとめて、

重ね合わせ可能

・ 住民から提供された情報を地図上で「見える化」

・ 行政、医療、 ライフラインなど１６０機関が参加

・ アマゾンジャパンと連携
→ 「ほしいものリスト」を活用
支援物資の過不足・ミスマッチ解消

・ 平時の薬剤の出荷実績を把握
→ 災害時のニーズ推計に活用

・地域ＳＮＳの活用
→ 身近な被災情報を書込・共有

自治体初

H26.9 協定締結

情報共有システムの更なる拡充（ビッグデータの活用）

『戦略的災害医療“Ｇ空間”プロジェクト』

デジタル道路地図

（ＤＲＭ）
①津波浸水／地震動シミュレーションと

DRMの融合・可視化

「被害シミュレーション」とデジタル道路地図（DRM）の
融合等による災害対応業務即時支援プロジェクト

Ｌアラート
Ｈ２６

Ｈ２７

③ カーナビゲーションとのＬアラート連携

①、②から得られた情報に基づき従来の避難勧告に加え、

通行規制予測等多様な情報をＬアラートからカーナビへ配信。

②豪雨災害予測とDRMの融合・可視化



トピックス４ 「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
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これで、解決！

・自宅にパソコンがない
・ネット環境の構築
・仕事の受注から納品
までを1人で行うのは不安

企業の地方展開を促進

・いきなり在宅ワークへの
切り替えは不安

・オフィスを設置するコストは
ない

在宅勤務補完拠点

テレワークセンター
（テレワーカー利用型）

これなら

やってみよう

県内企業
個人の在宅就業を補完

悩み

●パソコン利用

ブース

●会議（商談）

スペース

●研修室

●託児スペース

●カフェスペース

仕事機能 付随機能

個人や県内企業のテレワーク導入の足がかり

＆

テレワークの「見える化」によるPR拠点に！

これなら

私も働ける

企業

・ＩＣＴ企業の人材不足
・事業運営のコスト増

・地域の雇用確保
・既存ストックの利活用

これで、解決！

コンソーシアムによる提案型事業

県内企業

・事業の統括
・センター管理

公共団体等

・環境の整備

・連絡調整

都市部の企業

・システム構築
・業務の実施

ＮＰＯ法人等

・事業運営を

サポート

共同利用型

サテライトオフィス

課題

・テレワークに必要な知識・技能を習得する研修を実施

効果 ・企業ニーズに応じた人材集積を全国にＰＲ
・都市部の仕事を地方に！
・ＵＩＪターンの促進
・ＩＣＴ化推進による産業界の体質強化

都市部 地方

テレワーカーの育成

個人

テレワークセンター
（サテライトオフィス型）

●専用サイトの創設

※平成27年度実績※平成27年度実績
設置期間：平成27年10月1日～
設置場所：旧徳島テクノスクール
・テレワークを希望する子育て中の
母親から、ビジネスマン、企業まで
幅広く利用できる本県初の
テレワークセンター

テレワーク実証センター徳島開所

実施期間：平成27年10月13日～
事 業 数：３事業
・海陽町サテライト型テレワーク実証事業 （海陽町）

・とくしまテレワークセンター Salesforce Valley（徳島市）
・自然豊かな地域で暮らしながら大都市及び海外の
市場を開拓するテレワーク実証事業
（吉野川市、那賀町）



トピックス５ ドローン利活用の推進
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徳島県UAV活用検討会の立ち上げ！

県・大学・民間事業者による
ＵＡＶ利活用の検討

国の動きを待たずに！徳島版特区の推進！

～徳島版「地方創生特区」～
那賀町・ドローン特区の取組み

魅力発信

林業支援

体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ県が率先垂範した
安全運用の普及啓発！

・座学
（法令・安全知識取得）
・活用に向けた意見交換
・操縦訓練
（操作技能の取得）

UAV普及啓発セミナー
開催（県内３箇所）

「管理要領」及び
「運用指針」の策定

H27.8策定

※UAV：無人航空機の総称。
いわゆるドローンのこと。

H27.5設置

H28.1～2開催

H27.10指定

那賀町での貨物輸送実験！政府初！

３年後のドローン宅配実用化を！
（安倍首相/官民対話での発言）

「ドローンと言えば徳島」と言われる先進的な取組みを推進！



トピックス６ 消費者庁誘致に伴う業務試験でテレビ会議活用
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「人口減少の克服と東京一極集中の是正」に向け、大きな前進

• 徳島県の誘致提案を受け、消費者庁が３月１４日～１７日まで神山オフィス（神山ＶＳＯＣ）等で業務試験を実施

• 徳島県の「テレビ会議システム」や「ウェブ会議システム」をブロードバンドを通じて利活用し、霞ヶ関をはじめ、多く
の拠点間との業務コミュニケーションの検証を実施。今後、７月に１ヶ月に及ぶ本格的な検証が行われる予定。

インターネット

光ブロードバンド王国

神山からテレビ会議で記者会見

ウェブ会議で記者会見

各種の会議にテレビ会議から参加

地方創生の切り札「テレワーク」を
行政自ら実践

全国屈指のネットワーク基盤
（光ブロードバンド王国）を最大限活用！



トピックス７ 自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化に向けて
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