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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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Wi-Fi（公衆無線ＬＡＮ）整備の必要性

東日本大震災では災害時

携帯電話キャリアの回線だけでは不十分

携帯電話・ＰＨＳ基地局は合計約２万９千局が機
能停止

あらゆる通信手段が何らかの損傷を受け、絶対
安全な通信手段は存在しなかった

既存メディアに加え
Ｗｉ－Ｆｉを活用して
耐災害性を向上！

既存メディア
県域放送
ＣＡＴＶ

ラジオ・
コミュニティＦＭ

携帯電話
・メール

パソコン
（インターネット）

Ｗｉ－Ｆｉ

もっぱら自宅のＷｉ－Ｆｉを利用している人

インターネット電話のみで通話回線を持たない人

訪日外国人

キャリアによってはサービスエリア外の避難所

インターネットの利用に
より

◇行政が発する災
害関連情報の伝
達

◇安否確認

◇支援物資の要請

◇インフラ情報の共
有

等が効率よく行える。

避難所等

※１ 大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について 最終取りまとめ（総務省、H23.12）

※２ 大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会 インターネット利用WG第1回資料（NTT東日本、H23.6）

※１

スマートホン タブレット端末

しかし・・・

無線ＬＡＮ等が有効な通信手段として機能

（Wi-Fiを開放した事業者に寄せられた利用者の声）

 「スマートフォンがうまくつながらない時に、Ｗｉ-Ｆｉ
が代替となった」

 「ノートパソコンからインターネット接続ができて
便利」

※２

※１
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Wi-Fi（公衆無線ＬＡＮ）整備の必要性

平常時

（出典） 観光庁「訪日外国人消費動向調査（平成26年1-3月期）」【トピックス分析】（H26.6）、日本政府観光局（JNTO）「平成24年度TIC利用外国人旅行者調査結果報告書」 （H25.3）

訪日旅行中のインターネット利用希望場所・
シチュエーション

インターネットを
利用したい時・
場所

インターネットを
利用したいのに
使えなかった時
・場所

訪日外国人の利便性を高めるため
には、スマートフォンやタブレット端末
等への観光情報提供を円滑に行うこ
とが重要。

住民にも、災害時に円滑にWi-Fi
を使用できるよう、平常時からWi-
Fiに親しんでいただくことが必要。

併せて

訪日外国人にとって日本滞在中にあると便利な情報は、
「無料Wi-Fi」（47％）が一位。「観光・レジャー」目的では「無
料Wi-Fi」（53％）、「業務」目的では「交通手段」（45％）がそ
れぞれ一位。

 「街頭」「公共の交通機関」「駅やバス停」や「観光・買物中」
は、利用したいのに使えなかった人が比較的多い。



『Wi-Fi（ワイワイ）王国！とくしま』プロジェクト概要
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【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

◆積極的に地域振興に活用し，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！

javascript:void(0)
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http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&biw=1280&bih=618&tbm=isch&tbnid=PJuhDKTpfnFGDM:&imgrefurl=http://www.jtb.co.jp/kokunai_htl/list/A12/47/4701/470101/8715071/photo.html&docid=H185-l5blk7vsM&imgurl=http://dom.jtb.co.jp/yado/photo2/LL/8/8715071/87150711000000235.jpg&w=400&h=300&ei=bgxqUuiDMOSDjALy4IHgDQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=143&tbnw=207&start=24&ndsp=28&ved=1t:429,r:37,s:0,i:197&tx=83&ty=56
http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&biw=1280&bih=618&tbm=isch&tbnid=PJuhDKTpfnFGDM:&imgrefurl=http://www.jtb.co.jp/kokunai_htl/list/A12/47/4701/470101/8715071/photo.html&docid=H185-l5blk7vsM&imgurl=http://dom.jtb.co.jp/yado/photo2/LL/8/8715071/87150711000000235.jpg&w=400&h=300&ei=bgxqUuiDMOSDjALy4IHgDQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=143&tbnw=207&start=24&ndsp=28&ved=1t:429,r:37,s:0,i:197&tx=83&ty=56


『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 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
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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

年間の公衆無線LAN利用
回数 (人)

設定
実績

－
４９５,０００
（３６３,０００）

５５０,０００ ６００,０００ ６５０,０００

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
（２，５００）

３，０００ ３,５００ ４,０００

① 公衆無線LAN利用回数 （人）
※「Wi-Fi（ワイワイ）王国！とくしま整備事業」にて整備した１１２施設２８６AP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 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



実施スケジュール（平成２７年度）

平成26年度

平成27年度

２８年度 ２９年度 ３０年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

公衆無線LAN運営

（地域振興課）

観光・防災Wi-Fiス

テーション整備事業

（地方創生推進課）

クール徳島インバ

ウンド推進事業

（国際戦略課）

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

・公衆無線LAN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

・ＳＮＳを活用した観光客等による徳島の魅力発信

公衆無線LAN

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



平成２７年度におけるプロジェクトの取組内容

 ２７年度の取組内容
公衆無線LANアクセスポイントの追加整備

• 観光・文化施設を中心にTokushima Free Wi-Fiアクセスポイントの追加整備を行う。

公衆無線LANの周知・運用
• Tokushima Free Wi-Fiをより広く周知し、利用者の拡大を図るとともに、システムを適
切に運用する。

案内ホームページの改善
• Wi-Fiスポットまでの経路を検索する機能を追加する。

• 観光庁が推進する、訪日外国人向けWi-Fiの共通シンボルマーク「Japan.Free Wi-Fi」
の使用承認を得て、ホームページに掲載する。

 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）
 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。

 ２７年度予算
 公衆無線LANアクセスポイントの追加整備 ３０，０００千円

 公衆無線LANの周知・運用・案内ホームページの改善 ２４，０００千円

 民間施設に対する支援 ５，５００千円 （Wi-Fi助成以外のメニューも含む）
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Wi-Fi（ワイワイ）王国！とくしま整備事業について
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平成２７年度、観光・文化施設に整備中さらに

 平成２６年度に県内の避難所など１１２箇所に整備

区分 官公署

避難所等
観光
施設

合計観光・文
化・宿泊

道の駅 公園 公民館 その他

箇所数 19 20 6 8 26 28 5 112

整備施設の区分
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Tokushima Free Wi-Fiの使い方
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（県政だよりOUR徳島 平成27年8月号より）



Tokushima Free Wi-Fiの案内等
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 多言語表記対応

 Wi-Fiスポット検索

 ユニバーサルデザイン

徳島県総合地図提供システムの活用専用ホームページ開設

Wi-Fiスポットまでの
ルート検索も可能！

Wi-Fiスポットと
ハザードマップとの
重ね合わせが可能

観光庁が推進する、Japan.Free Wi-Fiの共通シ
ンボルマークの使用承認を受けTokushima 

Free Wi-Fiのロゴと併記する等の取り組みを
実施。

訪日外国人旅行者向けの取組み～「Japan. Free Wi-Fi」ロゴの使用



緊急用SSIDの発行状況
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 ７月１６日１６時、徳島県災害対策本部が設置されたことから、県下
全域に緊急用SSID「00000TOKUSHIMA」を県内全域に発行。

 ７月１７日１５時、徳島県災害対策本部が閉鎖され、災害対策警戒
本部に移行したことから、緊急用SSIDの発行を停止し、通常用
SSID「Tokushima_WiFi」に切り戻し。

台風１１号の接近に伴い「00000TOKUSHIMA」発行

緊急用SSID発行画面
（職員がスマートフォンから操作）

大規模災害時のSSID選択画面【想定】

大規模災害時には、国内の公衆
無線ＬＡＮ事業者は以下のSSID
でWi-Fiを無料開放予定

統一SSID「00000JAPAN」

ファイブ・ゼロ・トクシマ

ファイブ・ゼロ・ジャパン



自治体がWi-Fiの面的整備を促進
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Tokushima Free Wi-Fi

自治体が整備したその他のWi-Fi
出典：四国総合通信局HP「四国の自治体が整備した無線LAN情報」

空白地帯

民間が整備したWi-Fiスポットのイメージ

都市部に偏在する傾向

自治体がＷｉ－Ｆｉ
空白地帯をフォロ
ーして面的整備を
促進！

自治体が整備したWi-Fiスポット



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）

国際戦略課

7

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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官民連携によるWi-Fi整備
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（総務省「地方のポテンシャルを引き出すテレワークやWi-Fi等の活用に関する研究会」資料より）

宿泊施設

駅・鉄道 コンビニ

文化財 避難場所

避難所ショッピング
センター

民

間

主

導

行

政

主

導

空港 飲食店

観光案内所

自然公園

博物館

②（公共的な）観光拠点 ③防災拠点

投資インセンティブが大

・人口集中による通信量の輻輳を回避

・施設の集客力を高め、収益増に貢献

投資インセンティブが小

・公共的な観光資源への外国人受入を拡大

・災害時における防災拠点の環境を整備

スポーツ・
レク施設

自治体等が主導的に整備（国が支援）施設所有者への働きかけ

バス

①交通・商業施設

官民連携（ＰＰＰ）による整備を計画的に展開
（自治体による整備計画の策定を求め、官民の役割分担を明確化）

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

 地域公共ネットワーク等
強じん化事業費補助金



進捗状況・課題 As of 平成28年2月17日

進捗状況

Tokushima Free Wi-Fiの運用状況は次頁のとおり

Tokushima Free Wi-Fiのスポットを新たに14箇所整備中

徳島県訪日外国人受入環境整備事業助成金（Wi-Fi整備）
の交付決定件数 20件（20施設、310AP）

課題

来県者にTokushima Free Wi-Fiを如何に周知していくか。

助成金の需要に対する予算の確保
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Tokushima Free Wi-Fiの運用状況

 Tokushima Free Wi-Fiの利用者数・利用回数
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利用者数（人） 利用回数（回）

 累計利用者数（H27.4～H28.1実績）： 73,498人（月平均7,350人）

 今年度見込み ： 約88,000人

 累計利用回数（H27.4～H28.1実績）：300,718回（月平均30,072回）

 今年度見込み ：約363,000回



平成２８年度における取組予定

 ２８年度の取組予定
 公衆無線LANの追加整備

 公衆無線LANの周知・運用
 Tokushima Free Wi-Fiをより広く周知し、利用者の拡大を図るとともに、シ

ステムの適切な運用を行う。

 アクセスポイント及び周辺機器の予備機を導入し、

①各拠点における障害発生時の速やかな復旧

②災害時における救援部隊参集拠点等へのWi-Fiスポット臨時設営

③平時におけるイベント会場等へのWi-Fiスポット臨時設営

を行える体制を確保する。

 訪日外国人受入環境整備事業助成金
 平成２８年度も引き続き，民間施設等に対する支援を行う。

 ２８年度予算（千円）
 公衆無線LANの追加整備 20,000千円

 公衆無線LANの周知・運用 26,095千円

 訪日外国人受入環境整備事業助成金 3,350千円
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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

・『１０の「徳島宣言」』

「徳島は宣言する 山奥でも速い、日本一のネット環境を」
• 過疎地域を含む全県域に公衆無線LANを整備。

 「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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