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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

連携
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ICT推進本部組織体制

5

5

ＩＣＴ推進本部 幹事会
幹事長 経営戦略部副部長
副幹事長 電子行政推進課長
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 電子行政推進課長
副委員長 電子行政推進課情報

セキュリティ担当室長

調達管理委員会
委員長 電子行政推進課長
副委員長 電子行政推進課情報

セキュリティ担当室長

セキュリティ委員会
委員長 経営戦略部副部長
副委員長 電子行政推進課長

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

電子行政推進課長
会員 各部局の政策調査幹

電子行政推進課情報
セキュリティ担当室長

【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電子行政推進課

事務局 ： 経営戦略部電子行政推進課 （但し、「専門調査会」は政策創造部地方創生局地域振興課）

官民データ活用推進会議
会長 政策創造部副部長
副会長 統計データ課長

電子行政推進課長
会員 各部局の政策調査幹

新



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２９年８月１０日（木） （万代庁舎11階 講堂）

 第２回専門調査会 平成３０年３月６日（火） （万代庁舎10階 大会議室）

 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２９年度事業成果報告、平成３０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２回専門調査会の様子

ペーパーレス会議システム
を利用して開催



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
 企業で一般的に使用される「プロジェクトポートフォリオ管理」と
呼ばれている手法を応用し、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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進捗評価と案件種別の成果数
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平成２９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)

6 5 3

健康で安心して暮らせる、安全
で災害に強い社会

◎(1)
○(5)

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

◎(2)
○(3)

1 4 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
◎( 7)
○(13)

11 12 4



進捗評価と案件種別の成果数（推移）
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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 H29状況 H30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

◎

(H28)161,000
(H29)175,000
(H30)110,000

・クリエイティブ関連事業
者数
・４Ｋ８Ｋ関連事業者数

・とくしまクリエイティブ産
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）

・とくしまクリエイティブ産
業育成プロジェクト事業
（４K・VR推進、デジタル
アートの創造、とくしまイン
ダストリー4.0を支える人
材育成）

VS東京
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 H29状況 H30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

○
(H28)2,250
(H29) -
(H30) -

・民間ビジネスとしての自
立

・新たな団体の設立時期
及び今後の事業計画につ
いて調査

・国及びテレプラ機構の動
向を見守り，必要に応じ，
県内ケーブルテレビ事業
者にテレプラ機構への参
加を依頼。
・県内市町村に対しては，
実証事業への協力を依頼
する。

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(2)
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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 H29状況 H30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補)19,500
(H28補)47,339
(H29)67,784
(H30)33,850

・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新次
元展開事業
・「とくしま回帰」加速化支
援交付金のうちサテライト
オフィスつながる交付金
・「四国の右下」サテライト
オフィス誘致"右上がり"
事業
・にし阿波・サテライトオ
フィス誘致促進事業

・サテライトオフィス新次元
展開事業
・「とくしま回帰」加速化支
援交付金のうちサテライト
オフィスつながる交付金
・きてみるけ「四国の右
下」右上がりスイッチオ
ン！事業のうちサテライト
オフィス誘致
・にし阿波型テレワーク強
化発信事業

VS東京
オンリーワン
ナンバーワン

（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 H29状況 H30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

◎
(H28)363,754
(H29)276,541
(H30)173,294

・国内外のメディアへの露
出回数
・県産食材を取り扱う店舗
数
・Facebookへの投稿数

・TurnTable 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

・ターゲット市場に合わせ
たプロモーション展開
・TurnTableの運営
・ブランドサポーターの活
動強化と情報発信 VS東京

UP
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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(3)

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 H29状況 H30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

○
(H28)1,000
(H29)1,000
(H30)1,000

・イベント参加数
・セミナー開催数
・サービス利活用件数

・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
活動の継続実施
・文京探索委員会との連携
・二十世紀市民アーカイブ
ズ研究会との連携

・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
活動の継続実施
・二十世紀市民アーカイブ
ズ研究会との連携
・各分野（行政・教育分野
等）との連携によるGOENの
活用

VS東京
オンリーワン

（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 H29状況 H30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

◎
(H28)15,000
(H29) -
(H30) -

・テレワーカー・テレワーク
コーディネーター育成研修
会の実施回数等
・受注額
・とくしまテレワークサポート
センターの登録会員数（団
体・個人）

・「とくしまテレワークサポー
トセンター」機能の追加・拡
充
・行政・企業ほかとの連携に
よるテレワークの拡大・進展
・「データエントリーセンター」
の構築・運営
・ＩＣＴ教育の提供
・徳島県事業「テレワーク活
用ネットワーク会議」への継
続参画
・ICT利活用の新規業務の
開発

「とくしまテレワークサポート
センター」機能の追加・拡充
行政・企業ほかとの連携に
よるテレワークの拡大・進展
「データエントリーセンター」
の構築・運営
「ｅ－ラーニングを活用した
人材育成」の広域展開
徳島県事業「テレワーク活
用ネットワーク会議」への継
続参画
ICT利活用の新規業務の開
発

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(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 H29状況 H30取り組み 案件種別

⑦
『診療情報の共有推進』
プロジェクト

○
(H28) 1,000
(H29) 1,000
(H30)  -

・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）

県内全域を対象とした医
療ICTネットワークの構築
に向け、連携体制やルー
ル作り等について検討す
る会に参加し、ネットワー
クの運営方針や情報セ
キュリティの規則などに
ついて県内の医療関係
者と協議を行い、平成３
０年４月より運用が開始
されることとなった。

平成３０年４月から運用開
始が予定されている、県内
全域を対象とした医療ＩＣＴ
ネットワーク（阿波あいネッ
ト）の普及に向け、徳島大
学病院をはじめとした関係
団体と連携を図るとともに、
必要に応じた支援を行うこ
とで、切れ目のない質の高
い医療の提供を目指す。

VS東京

⑧
『遠隔画像診断の推進』
プロジェクト

○
(H28)  -
(H29)  -
(H30)  -

・CT・MRIの遠隔画像診断の
参加医療機関数、読影件数
・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

遠隔画像診断サービスの
継続的な提供

－



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 H29状況 H30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

○

(H28) 63,933
(H29)115,602
(H30) 54,912

・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(情報)
・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

・総合情報通信ネット
ワークシステムの安定運
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

・総合情報通信ネットワーク
システムの安定運用
・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補）20,000
(H28)29,445
(H29)65,080
(H30)13,300

・とくしま無料Wi-Fi利用回数
・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
・システム障害時、初期対応
に着手するまでの時間

・とくしま無料Wi-Fiエリア
拡大整備事業
・民間Wi-Fiとの連携によ
る全県Wi-Fi整備事業
・徳島県訪日外国人受入
環境整備事業助成金

・とくしま無料Wi-Fiエリア拡
大整備事業
・徳島県訪日外国人受入環
境整備事業助成金

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 H29状況 H30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

○
(H28)246,000
(H29)140,000
(H30)140,000

・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
・「スマート社会とくしま」モ
デル地区の構築を目指す

「豊富な自然エネルギー」
など本県のポテンシャルを
活かし、「エネルギーの地
産地消」、「スマート社会」
のさらなる拡大に向けた取
組を行う。

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 H29状況 H30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

◎
(H28) 25,376
(H29) 26,900
(H29) 26,488

・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

UP



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 H29状況 H30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

○

(H28)2,096
(H29)2,096
(H30)2,096

・システムに登録された
データ数
・平均応答時間
・システムに登録された
データのうち防災・減災以
外の情報の数
・最新情報を半永久的に提
供できるシステムと体制
・平均アクセス数

・地図情報を公募
・市町村への利用働きかけ
・e-ラーニングによる職員
研修を実施
・システムの安定運用

･地図情報の提供を市町村
や大学等に呼びかけ

オンリーワン

⑭
『オープンデータ推進』
プロジェクト

◎
(H28)  897
(H29)2,897
(H30)2,761

・オープンデータ数
・アプリケーション数
・ポータルサイトシステム
（OSS）の導入自治体数
・平均アクセス数

・徳島県データ利活用推進
会議開催
・利活用促進

・「とくしま新未来データ活
用推進戦略」の実効性を高
めるため，ワークショップの
開催等，データ活用の取組
を強化することにより，業
種・分野を越えた多様な主
体によるデータ活用の促進
を図る。

オンリーワン

UP



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 H29状況 H30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

○
(H28)   -
(H29)   -
(H30)   -

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

・基幹系パッケージの製品
説明・デモの実施
・総務省地域情報政策室に
よる講演開催
・県内全市町村のクラウド
導入計画の共有

引き続きクラウドの導入に
ついて検討するよう働きか
けていく。

オンリーワン

⑯
『庁内クラウド基盤構
築』プロジェクト

○
(H28)130,182
(H29)148,563
(H30)118,777

・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

・庁内クラウドの運用
・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

オンリーワン

⑰
『テレワーク推進』プロ
ジェクト

◎
(H28)  5,174
(H29)17,507
(H30)15,842

・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

・在宅勤務実証実験
・県庁版サテライトオフィス
事業
・モバイルワーク推進事業

・在宅勤務本格運用
・県庁版サテライトオフィス
事業
・モバイルワーク推進事業

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 H29状況 H30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

○
(H28)3,948
(H29)8,038
(H30)17,178

・電子黒板を導入した県立
高等学校の普通教室の室
数（累計）
・特別支援教育に関するe-
ラーニングアクセス数

・進化する教室イノベーショ
ンの実現
・特別支援教育に関するe-
ラーニングの活用
・「英語能力判定テスト」実
施による指導改善PDCAサ
イクル構築
・城ノ内中・高等学校ＣＡＬ
Ｌシステム

・進化する教室イノベーショ
ンの実現
・特別支援教育に関するe-
ラーニングの活用
・「英語能力判定テスト」実
施による指導改善PDCAサ
イクル構築
・城ノ内中・高等学校ＣＡＬ
Ｌシステム

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 H29状況 H30取り組み 案件種別

⑲
『OSS人材育成支援』プ
ロジェクト

○
(H28)610
(H29)340
(H30)440

・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
・県内企業の開発したOSS
製品の導入団体数（累計）
・会員企業における新規地
元雇用者数

・ＯＳＳ人材育成支援事業
・次代を担うＩＣＴ技術者等
育成支援事業
・ＯＳＳ製品の利用促進・販
路開拓支援事業

・ＯＳＳ人材育成支援事業
・次代を担うＩＣＴ技術者等
育成支援事業
・将来のＯＳＳ技術者等育
成事業
・ＯＳＳ製品の利用促進・販
路拡大支援事業

オンリーワン

⑳
『ＩＣＴ（愛して）とくしま推
進』プロジェクト

○

(H28)1,100
(H29)1,400
(H30)1,120

・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（愛して）とくしまフォー
ラム
・とくしまＩＣＴバザール
・ワークショップ実施

・ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞、
ＩＣＴ（愛して）とくしまフォー
ラム実施
・とくしまＩＣＴバザール・
ワークショップ実施（とくしま
ＩＣＴバザールは、民間との
コラボレーション事業として
スキームを組み直し開催。
その他、関連の県事業との
連携を図る）

－



議題Ⅰ- （３）

 ＩＣＴ利活用施策のトピックス
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「とくしまインダストリー４.０」の推進

22

「地域課題の解決」､「地域経済の活性化」を図り､「地方創生」を実現！

ＩｏＴ、ビッグデータ、AI等の活用
・少子高齢化・人口減少の進行による労働力不足
・地域経済の停滞
・多発する大規模災害をはじめ様々な地域課題

課題 ・県民総活躍社会への支援
・生産性の向上、新しい産業の創出
・地域課題の解決につながる新たなサービスの創出

電子行政分野
～ＩＣＴ、ＡＩを活用した業務改善の推進～

○ＩＣＴでつなぐ食品表示適正化ネットワーク構築事業（15,000千円）

○ＡＩ活用！民泊普及推進事業（5,000千円）

○働き方改革推進事業（21,165千円）

○会計事務自動化実証事業（9,800千円）

ＦＡＱシステム

新

新

新

新

インフラ・防災・減災等分野
～地域の防災力向上、インフラ管理を推進～

○津波避難シミュレーション活用事業（3,000千円）

○進化する「新３Ｋ・建設産業」創生事業（2,200千円）

○IoT等を活用した効率的なｲﾝﾌﾗｽﾄｯｸ管理事業（16,000千円）

・道路パトロールパワーアップ事業

・橋ドック事業

・ダム維持管理効率化事業

○インフラ点検ロボット実用化研究事業（4,320千円）

○ＡＩトラブルシューティング支援システム構築事業（3,000千円）

新

新

新

新

教育分野
～第４次産業革命を担う人材の育成、生徒の学力向上を推進～

○第４次産業革命時代に活躍するためのプログラミング教育事業（1,800千円）

○教育関係ビッグデータ活用実証事業（1,131千円）

新

ものづくり・観光分野
～ＡＩ関連企業の誘致、生産性の向上、観光振興の推進～

○クリエイティブ産業育成プロジェクト事業（110,000千円）

○とくしま経営塾「平成長久館」事業（14,500千円）

○情報通信関連事業立地促進費補助金（150,000千円）

○ＡＩ・ロボット新未来創生事業（8,700千円）

○農工商連携スマートものづくり推進事業（4,000千円）

○柔軟な働き方「テレワークするんじょ！」事業（24,000千円）

○阿波ＡＩナビゲイト！観光サイト強化事業（27,000千円）

○「ＧＯ！ＧＯ！すだちくんＰＡＳＳ」アプリ創造事業（20,000千円）

○きてみるけ「四国の右下」右上がりスイッチオン！事業（14,300千円）

○「にし阿波・桃源郷」魅力アップ事業（2,500千円）

搬送ロボット

観光アプリ

新

新

新

新

○とくしまＩｏＴ・ＡＩ等利活用推進事業（10,000千円）

○地域ＩｏＴ実装のための基盤整備事業（10,000千円）

○新価値創造！データ活用普及・促進事業（2,000千円）

新

分野横断的施策
～ＩｏＴ・ＡＩプラットフォームの構築、実証事業の推進～

ＡＩ

ＩｏＴ・ＡＩプラットフォーム

医療・介護・健康分野
～介護現場の負担軽減を推進～

○アクティブ・シニア生涯活躍促進事業（18,000千円）

新

方向性

新

新

新

農林水産分野
～省力化や高品質生産を可能にするスマート農業の推進～

○とくしまスマートアグリ推進事業（7,500千円）

○きゅうりタウン構想“パワーアップ（強化）”事業（2,400千円）

新

新

【ＩｏＴ利活用推進統括本部】
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「とくしまインダストリー４．０」の推進に向けた取組
【政策創造部 地方創生局 地域振興課】

ＡＩ

新たなサービス
の創出

ＡＩ

ビッグデータ

ＡＩ

インフラ管理

農林水産業

ロボット
見守り

医療・介護

観 光

ＩｏＴプラットフォーム
防災

徳島県ＩｏＴプラットフォームを

構築し、

民間企業や大学、市町村にも

開放



目 的

位置づけ

➣ データ大流通時代を迎え，官民データ活用推進基本法が施行されたことを受け，データの流通促進や広域的な連携につながる

環境を整備するとともに，データを効果的・積極的に活用することにより，すべての県民がその効果を実感できる新未来を創造する。

また，全国に先駆けてIoT･ビッグデータ･AIなどの先端技術の活用を実証することにより徳島モデルを創出し，

本格化する「第4次産業革命」を先導する。

➣ ＩＣＴ先進県である本県のデータ活用基盤を更に進化させ，少子高齢化など諸課題の解決やオープンイノベーション創出につながる

官民データ活用，未来を拓く新価値創造の実現に向けた戦略的な推進計画とする。

推進体制

➣ 徳島県ICT推進本部の「官民データ活用推進会議」でフォローアップ・継続見直しを実施

➣ タスクフォース等も活用してアイデアを発掘

計画期間

➣ 平成30年度から

平成32年度までの3年間

基本施策

①行政手続のオンライン化

②システム改革･業務見直し

③オープンデータの推進

④ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの普及･活用

⑤デジタルデバイド対策

⑥ IoT･ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ・AIの活用

基本施策

重点分野 ➣ 徳島の強み・特色を活かした施策を推進

➣ 各施策ごとに目標･KPI・ロードマップを設定

電子行政分野

医療・健康・介護分野

子育て・教育分野 ものづくり・環境分野

農林水産分野

観光分野

分野横断的施策

移動分野

インフラ・防災・減災分野

○データ利活用のルール整備，人材育成・普及啓発も実施

24

とくしま新未来 データ活用 推進戦略



ICT関連施策（平成２９年度上期）

25

平成２９年４月～６月 平成２９年７月～９月

クリエイティブプログラマー養成講座

文化の森に憑依する滝（常設展示）

オープンデータを使って地震・津波に

備えるプチハッカソン（9月30日）

とくしまサテライトオフィスプロモーション会議

（5月15日） つるぎ高校と台湾の姉妹校でテレビ会議

Jimdo簡単ホームページ作成講座
（7月1日 徳島市）

「阿波踊りAIコンシェルジュ」サービス実施
（7月27日～8月16日）



ICT関連施策（平成２９年度下期）
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平成２９年１０月～１２月 平成３０年１月～３月

４K徳島映画祭２０１７

（11月25日～26日 神山町）

地方自治情報化推進フェア2017

（11月9日，10日 東京ビッグサイト）

とくしまＩＣＴバザールVol.3

（2月3日，4日 アスティとくしま・ときわプラザ）

ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞表彰式・ＩＣＴ（愛して）とくしまフォーラム

（2月2日 アスティとくしま・ときわホール）

とくしまLED・デジタルアートフェスティバル

（2月9日～18日 徳島市）

「ターンテーブル」
グランドオープンセレモニー （2月4日）

知事定例記者会見・審議会等の
内容をAI要約する実証実験

（10月30日～3月30日）

AIによる民泊FAQサイト公開



ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞受賞作品

27

動画を御覧ください





ＩＣＴとくしま創造戦略の進捗状況について

29

説明は以上です


