
政策創造部地方創生局地域振興課

『地域防災等対応システム』
プロジェクト

②



地域防災等対応システムの位置づけと目標

重点戦略“オープンデータ・ビッグデータの利活用の
推進”を実現するもの

 プロジェクトの目標
放送と通信の融合による災害に強い街づくり

県民にとって身近なテレビを利活用し，平時には高齢者の
見守りサービスを、発災時には避難支援が提供されること

プロジェクトの成果が自律的に継続・発展できるものとすること

プロジェクトの成果が全国に展開できるものとすること

県民から見た利便性
高齢者見守り等のサービスが妥当な金額で提供されること

発災時には、最適化された避難情報が提供されること
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プロジェクト推進体制図

複数の実施主体にまたがるプロジェクト

管理責任者
「 地域防災等対応システム 」プロジェクト
尾崎課長

協働事業の該当・あり

未定（市町村）

共通プラットフォーム作成チーム 実証実験チーム

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

（一社）放送・通信連携テレ
ビ地域情報サービスプラット
フォーム推進機構
（通称：テレプラ機構）
 (一社)日本ケーブルラボ
 (一社）日本ケーブルテレビ

連盟
 ケーブルテレビ事業者等

28社
 日本デジタル配信(株)

プロジェクトリーダー
志摩 和彦（地域振興課）
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（２）自治体から、地域を特定した、避難指示の発信を可能とする

＜◯◯町◯丁目◯番の住民＞を特定

（４）チャンネル横断でテレビ表示

「ハイブリッドキャスト放送外マネージド」のコンテンツを新たに制作

画面表示はCATVのセットトップボックスで制御

（３）避難時チェックインで、自治体等が避難状況を確認

マイナンバーカードをもつモニターがチェックイン（スマートフォンで読み取り）

（１）個人とテレビをひもづける

＜◯◯町◯丁目◯番に住む◯◯さん＞がもつテレビを特定する

マイナンバーカードの公的個人認証機能を活用

『地域防災等対応システム』プロジェクトの概要 －その１－
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『地域防災等対応システム』プロジェクトの概要 －その２－

ＳＴＢ

ＩＰ－ＳＴＢ

○○県に警報

○○公園に

避難してくだ
さい

音声出力

災害管理クラウド

① 利用者登録

② 最愛情報発信

・Ｌアラート

・防災情報

③ チェックイン

④ 地域情報配信

⑤ 見守り

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

マイナンバーカード

○○県に警報

○○公園に

避難してくだ
さい

ハイブリッド
キャスト

利用者登録

災害情報発信

地域情報配信

見守り

避難所

ＮＦＣ対応

スマートフォン

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

情報発信

スマートフォン
ガラケー

外出先

データ放送

ハイブリッドキャスト チェックイン

災害管理ＣＭＳ

■ 利用者管理

■ 地域発信情報登録

■ 見守り管理

自治体

Ｌアラート等

Ｌアラート

Ｊアラート等

Ｊアラート等

中央省庁等

自治体

利用者自宅
テレビ外だが

普及するために必要

H30年度スコープ

（H29年度一部実施）

H29年度

スコープ

※ 一般社団法人 放送・通信連携テレビ地域情報サービスプラットフォーム普及推進機構公表資料を基に作成



プロジェクトの具体的な取組内容（平成26年度～平成30年度）

1.県民にとって身近なテレビを利活用し，平時には高齢者の
見守りサービスを、発災時には避難指示・支援が提供されること

 「南海トラフ大地震」と「少子高齢化」への対応を前提とし、
「テレビ」と「インターネット」の融合によるソリューションを構築・実証する

 実証実験からの知見と、机上シミュレーション結果により、ソリューションを
完成させる

2.プロジェクトの成果が自律的に継続・発展できるものとすること

 平時に提供する高齢者見守りサービス等が民間ビジネスとして成立すること

①メニューや料金体系についての検討

②全国規模のメリットを生かす

3.プロジェクトの成果が全国的に展開できるものとすること

 インターフェースの標準化と維持・発展させる体制の確立

 地上波・衛生放送を問わず、どのチャンネルを視聴していても利用可能となる
ようにすること
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プロジェクトの成果の評価指標

継続性
 高齢者見守りサービス等,平時におけるサービスの充実により，
民間ビジネスとして自立性の達成

横展開
 全国の自治体への普及

総合評価
 全国初の実用性のある見守りと災害支援のシステムの確立

(注*: 専門調査会による設定)

*

KPI

①

－

－
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目標・目標値（ＫＰＩ）

①民間ビジネスとしての自立

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

ビジネスモデルの構築
全国展開に向けた，持続可能な

ビジネスモデルの検討
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26年度 27年度 28年度

平成29年度

30年度
4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

マイルストーン

地域防災等対応
システムの実用化

ビジネスモデルの
検討

実施スケジュール（平成２９年度）

実証

実験

マイナンバー利用開始

H28.1～

システム開発

システム環境維持
実証事業
を継続

機構設立準備

スマテレ防災機
構による
運営，仕様の
検討及び確定

サービスの
無償提供

（四国放送）

全国展開に向けた

ビジネスモデルの構築

（スマテレ防災機構）

実証

実験
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テレプラ機構設立準備
システム環境等の構築

セットトップボックス開発

システムの構築と

全国展開

（テレプラ機構）



平成29年度における取組内容

『地域防災等対応システム』の全国展開に向けた，

国及び関係団体の動向を調査

■ 主な取り組み

① 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

■ 29年度予算
 なし
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進捗状況と課題 （Ａｓ Of 平成30年2月13日）

 実証事業は実施団体を変え継続中
 平成２８年度までは，

「（一社）スマートテレビ連携地域情報等対応システム普及高度化機構」

（スマテレ防災機構）により，テレビ局が中心となった団体が実証事業を行った。

 平成３０年度からは，ケーブルテレビ関係事業者を中心とした，

（一社）放送・通信連携テレビ地域情報サービスプラットフォーム推進機構

（テレプラ機構）が設立され，システムの完成に向けた実証事業を継続

 今後は，ケーブルテレビのセットトップボックスを活用したシステムを構築し，

実用化が進められる予定
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平成30年度における取組予定

 ３０年度の取組予定
 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。

 ３０年度予算
 無し



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
• 『地域防災等対応システム』は徳島で実証され，

全国展開に向けた検討が継続

 「オンリーワン」案件として （ ☑該当あり・□該当なし）

該当ありの場合の理由
• 「放送と通信の融合（デジタルテレビとインターネット）」を

活用 した実証実験としては全国初の試み

 「ナンバーワン」案件として （□該当あり・ ☑該当なし）
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参考ＵＲＬ等

 総務省 ＩＣＴ街づくり推進会議

 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict-

town/index.html

 個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進の
在り方に関する懇談会

公的個人認証サービス等を活用したICT利活用ワーキング

グループ

 http://www.soumu.go.jp/main_content/000448276.pdf

 テレプラ機構

 http://www.cispa.or.jp/
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