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１ プロジェクト編の位置づけ 

 
ｅ－とくしま推進会議では、ＩＣＴを課題解決ツールとして効果的・積極的に活用

するための方針を示すため、「ＩＣＴとくしま創造戦略（ビジョン編）」（以下「ビ

ジョン編」という。）を策定しております。 
 
「ビジョン編」では、 
① 新産業・新サービスが創出され、人と地域が元気な社会 
② 健康で安心して暮らせる、安全で災害に強い社会 
③ 利便性の高い電子行政サービスが提供される社会 
④ リテラシーが高く、実践的なＩＣＴ人材を育む社会 

の４つの「目指すべき社会」を明らかにし、その実現に必要な「基本目標（分野）」

における重点戦略とその戦略を推進する項目を取り纏めております。 
 
本プロジェクト編は、「ビジョン編」において示された「目指すべき社会」の実現

に向けて、重点戦略の各推進項目に基づき、「誰（実施主体）が、いつまでに、具体

的に何を実施するのか」を明らかにすることにより、具体的な成果に結びつけること

を目的として策定するものです。 
また、本プロジェクト編では、プロジェクトチームズが実施する各プロジェクトに

ついて、進捗状況に応じて毎年度見直しを行います。 
 
※「プロジェクトチームズ」とは、各プロジェクトを実施する県、市町村、事業者、

教育機関、ＮＰＯ、地域活動団体等の集まりの集合体を言う。 
 
本プロジェクト編には、県主導プロジェクト、民間主導プロジェクトを合わせ１９

のプロジェクトを掲載しておりますが、これらのほか、公益財団法人ｅ－とくしま推

進財団や民間団体が実施主体となり、地域の課題解決に向けた活動を推し進める事業

も数多く実施されます。 
 
各プロジェクトについては、公益財団法人ｅ－とくしま推進財団と徳島県（事務局）

が、個々の進捗管理を行うとともに、全体の進捗状況について、ｅ－とくしま推進会

議に報告します。 
また、各プロジェクト実施者は、目標の達成に向けて、各部局・関係機関と連携を

図りながら円滑かつ効果的に取組を進めるとともに、公益財団法人ｅ－とくしま推進

財団並びに徳島県（事務局）の求めに応じて、適宜その状況を報告します。 
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２ 戦略の体系図  
 

 
 
 
 

基本理念 目指すべき社会 基 本 目 標 （ 分 野 ） 重 点 戦 略

(1)新産業・新サービス ①映像産業分野の新事業創出

②オープンデータ・ビッグデータの利活用の推進

(2)農林水産業 ①ＩＣＴを利活用した農林水産業の振興

(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

②アクティブ・シニアが活躍する地域社会の実現

(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

(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

(2)防災・減災 ①防災・減災体制の整備

(3) 社会インフラ ①安全で経済的な社会インフラの実現

②高水準なＩＣＴインフラ環境の確保

(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

(5)交通対策・防犯 ①安全な道路交通社会の実現

②犯罪に巻き込まれない地域の実現

(6)情報セキュリティ ①情報セキュリティレベルの向上

(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

②行政の効率化

(1)人材育成・教育 ①教育環境のＩＣＴ化

②県民のＩＣＴリテラシーの向上支援

③実践的なＩＣＴ人材の育成
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３ 実施プロジェクト一覧表 
 
 ビジョン編に掲げる各重点戦略の推進に寄与する２０プロジェクトを実施します。 
 また、重点戦略が重複する場合は、（再掲）で表記しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目指すべき社会 基本目標（分野） 重点戦略

映像産業分野の新事業創出 ① 『とくしまクリエイティブ』プロジェクト

② 『防災等情報提供システム』プロジェクト

『オープンデータ推進』プロジェクト（再掲）

農林水産業
ＩＣＴを利活用した農林水産業の振
興

③ 『とくしまブランド魅力発信』プロジェクト

雇用形態の多様化とワークライフバ
ランスの実現

④ とくしまサテライトオフィスプロジェクト

アクティブ・シニアが活躍する地域
社会の実現

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

『Ｗｉ－Ｆｉ（ワイワイ）王国！とくしま』プロジェクト（再
掲）

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

⑦ 『診療情報の共有推進』プロジェクト

⑧ 『遠隔画像診断の推進』プロジェクト

⑨ 『災害情報の確実な伝達・共有』プロジェクト

⑩ 『Ｗｉ－Ｆｉ（ワイワイ）王国！とくしま』プロジェクト

安全で経済的な社会インフラの実現

高水準なＩＣＴインフラ環境の確保

環境・エネルギー
効果的・安定的なエネルギーマネジ
メント等の実現

⑪ 『スマート社会とくしま構築』プロジェクト

安全な道路交通社会の実現 ⑫ 『安全で快適な交通環境の実現』プロジェクト

犯罪に巻き込まれない地域の実現

情報セキュリティ 情報セキュリティレベルの向上

⑬ 『徳島県総合地図提供システム』プロジェクト

⑭ 『オープンデータ推進』プロジェクト

⑮ 『市町村システムクラウド化推進』プロジェクト

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

⑰ 『テレワーク推進』プロジェクト

『徳島県総合地図提供システム』プロジェクト（再掲）

教育環境のＩＣＴ化 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

県民のＩＣＴリテラシーの向上支援 『ＩＣＴ（愛して）とくしま推進』プロジェクト（再掲）

⑲ 『ＯＳＳ人材育成支援』プロジェクト

⑳ 『ＩＣＴ（愛して）とくしま推進』プロジェクト

『とくしまクリエイティブ』プロジェクト（再掲）

プロジェクト

利便性の高い電子
行政サービスが提
供される社会

地域の活性化

新産業・新サービ
スが創出され、人
と地域が元気な社
会

新産業・新サービ
ス オープンデータ・ビッグデータの利

活用の推進

ユニバーサル社会

防災・減災体制の整備

交通対策・防犯

防災・減災

ＩＣＴを利活用したユニバーサル社
会の実現

医療・介護・健康
効果的・効率的な医療・生活支援
サービスの展開

社会インフラ
健康で安心して暮
らせる、安全で災
害に強い社会

リテラシーが高
く、実践的なＩＣ
Ｔ人材を育む社会

人材育成・教育

行政の効率化

実践的なＩＣＴ人材の育成

電子行政サービス

利便性の高い行政サービスの提供
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基本目標　新産業・新サービス（人材育成・教育）
重点戦略　映像産業分野の新事業創出（実践的なICT人材の育成）

【プロジェクト名】

①『とくしまクリエイティブ』プロジェクト

【実施主体】
　　徳島県（企業支援課）、公益財団法人とくしま産業振興機構、民間事業者

※下線はＰＴリーダー
【期間】
　　平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】
①

②

③

【目標】
①４Ｋ８Ｋ関連企業やクリエイターが集積する映像村の形成
②クリエイティブ人材の育成

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

スーパーハイビジョン（４K・８K）の地域モデルの確立に資する取組（人材育成・コンテンツ作成・電送
実験など）の支援を行い、新事業の創出による産業振興につなげる。

クリエイター、企業、大学等と連携し、業界で将来活躍できる優秀な人材の発掘、育成を行うことによ
り、地方で活躍できる人材を創出し、若者の定住やUJIターン拡大を図る。

H30H26 H27 H28 H29

ジュニア世代からシルバー世代まで幅広い世代に対して普及・啓発を行うことにより、デジタルコンテ
ンツの利活用を促進する。

スーパーハイビジョン（４K・８K）に関する地域基盤確立の促進

・高度なクリエイティブ人材の育成に関する人材育成・発掘
・あらゆる世代に対するデジタルコンテンツの普及・啓発

４Kﾌｫｰﾗﾑの開催
人材育成，ｺﾝﾃﾝﾂ制

中高生などジュニア
世代の人材育成強化

全国初となる４Kア
ワードの開催

ものづくり企業とクリエイ
ターとのマッチング
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基本目標　新産業・新サービス
重点戦略　オープンデータ・ビッグデータの利活用の推進

【プロジェクト名】
②『防災等情報提供システム』プロジェクト

【実施主体】
株式会社三菱総合研究所，徳島県 ※下線はＰＴリーダー

【期間】
　　平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】

【目標】
「徳島モデル」の取組みを全国に発信、展開

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

　南海トラフ巨大地震への「被災者支援」、また「高齢者支援」、「地域活性化」などの課題を１億２０
００万台、ほぼ全世帯に普及しているテレビを最先端のＩＣＴ技術と融合させることにより、その解決
を図る。

H30H26 H27 H28 H29

サービスの全国展開
サービスの提供（徳島県）

全国展開に向けたビジネスモデルの検討
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基本目標　　農林水産業　
重点戦略　　ＩＣＴを利活用した農林水産業の振興

【プロジェクト名】

【実施主体】

 　徳島県（もうかるブランド推進課），生産者団体等 ※下線はＰＴリーダー

【期間】

 　平成２６年度から平成３０年度まで

【取組内容】

【目標】

 　県産農林水産物の認知度の飛躍的向上

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

H30H26 H27 H28 H29

　①首都圏において意欲ある生産者が最新のトレンドを捉え，クリエイター等との交流により新たな取組
　　 みを生み出す拠点（HUB）を整備する。

　③既存の各種ブランドサポーター制度を　「とくしまブランドサポーターズ」へ一本化するとともに，ブラ
　　 ンドサポーターが発信する情報をＳＮＳ等を活用して県内外に発信するシステムを構築する。

③『とくしまブランド魅力発信』プロジェクト

【取組１】ｖｓ東京！「とくしまブランドギャ
　ラリー（仮称）」の創設
　
◆首都圏ICT企業などと若手生産者などのコラボ
　 による，新商品の開発やプロモーションの企画
◆首都圏企業との商談の場や実需者に向けた
　 イベント，テストマーケティングの展開

【取組２】こだわりの「食・ひと・ライフスタ
　イル」によるクールトクシマの情報発信
　
◆こだわり生産者と異業種企業との連携による
　「格好いい」徳島の食とライフスタイルの発信
◆トップセールス（東京・大阪）の開催と，
　 継続的な「実取引」につなげるフォローアップ
◆大都市のレストランやカフェなどで，旬の食材
   による創作メニューフェアの展開
◆農家レストラン併設型産直市など，「地産地
   消」拠点の拡大と都市への発信

【取組３】ブランドサポーターの活動強化
　とマスメディアやSNSを活用した情報
　発信の体制づくり

◆マスメディア関係者との関係構築
◆ブランドサポーターが発信する情報を県で集約
　し，SNS等で県内外に発信
◆デザイン性やクオリティの高い，統一感のある
　PRツールの作成

　②こだわりの「食・ひと・ライフスタイル」を核に魅力発信することで「生産・販売・交流」の輪の拡大を図
　　 り，「とくしま回帰」 につなげる。

・物産との統合サイト
開設

・インストア型メディア

活用

・ｖｓ東京!「とくしまブランドギャラリー」の創設 ・ｖｓ東京!「とくしまブランドギャラリー」運営

・「とくしまブランドサポーターズ」への一本化と発信
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基本目標　地域の活性化
重点戦略　雇用形態の多様化とワークライフバランスの実現

【プロジェクト名】

④とくしまサテライトオフィスプロジェクト

【実施主体】
　　徳島県（地方創生推進課、南部総合県民局、西部総合県民局）

市町村・民間事業者・ＮＰＯ法人 ※下線はＰＴリーダー

【期間】
　　平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】
①

②

③

④

【目標】
サテライトオフィス進出企業と地域とのイノベーションによる課題解決先進地域の創出

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

全国屈指のブロードバンド環境と豊かな自然が共存する価値を活かし、首都圏や近畿圏からＩＣＴ
企業やクリエイティブ人材を誘致する。
子育て世代の雇用の確保や、趣味と仕事を高いレベルで両立したワークライフバランスの実現を
目的に、テレワーク導入により、遠隔地でも本社と同様の執務環境を構築。
サテライトオフィス進出企業・人材による、地元小中学校への出前授業や高齢者グループへのタ
ブレット端末の提供と利用支援等、ＩＣＴを活用した地域貢献。
サテライトオフィス進出企業と地元企業のマッチング、サテライトオフィス企業等の連携による新
たな商品の開発。

H30H26 H27 H28 H29

サテライトオフィス進出企業と地元企業とのマッチング
サテライトオフィス企業等の連携による地域活性化
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基本目標　地域の活性化
重点戦略　アクティブ・シニアが活躍する地域社会の実現

【プロジェクト名】
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

【実施主体】
株式会社あわえ、NPO等地域で活動されている団体 ※下線はＰＴリーダー

【期間】
平成２６年度～３０年度

【取組内容】
①

②

【目標】
県内の複数地域で高齢者が活躍する地域情報資産保全事業を展開
海外客にも対応した観光案内、災害時には防災にも繋がる仕組みを県内複数エリアに展開

【実施スケジュール（年度）】

※ 初期は株式あわえが活動する県南地域にて他地域へ転用できるサービスパッケージングの実験事業を行います。

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

H30

個人宅等に眠る古い写真をデジタル化し地理情報・時代情報を付けてクラウドで共有する
サービスを提供する。地域の歴史を知る高齢者が中心的に活躍することで、地域の歴史や
文化・風俗が未来に継承される徳島をめざす。

地域の歴史を誰よりも知る高齢者がタブレットやSNS等を用いて地域を紹介することで、四季
折々の自然の美しさと深い歴史・知識を提供する徳島ならではの地域観光を実施する。

H26 H27 H28 H29

図・写真の挿入

【サービス提供範囲の拡大】
・県内他地域への展開
・教育・福祉分野への展開
・サービス機能拡充

【サービス利活用施策】
・イベント、セミナーの開催、出展

・デジタル機器を活用できるクリエイティブ・シニアの育成
・教育用マニュアル作成

【サービス利活用施策】
・事業説明イベント開催
・タブレットを活用した観光
案内

【サービス提供】
・地域資産[写真等]の保
護・継承サービス(Goen)の
構築、提供
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基本目標　　ユニバーサル社会の実現
重点戦略　　ＩＣＴを活用したユニバーサル社会の実現

【プロジェクト名】

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

【実施主体】
特定非営利活動法人　ジェイシーアイ・テレワーカーズ・ネットワーク

【期間】
平成２６年度～３０年度

【取組内容】

　　
③ 「シンクライアントシステム」による、クラウドコンピュータの利用　　

【目標】

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

② テレワーカー育成研修会の実施（地域別・対象別・達成度別）　
③ 行政・企業との協働による、テレワーク拡充の基盤作り　

H26 H30

④ 雇用契約に基づく、完全在宅就業の実現（平成３０年度末までに、５０名を達成する）

H27 H28 H29

① 「ＪＣＩ在宅就業支援センター」の運営体制を整備・確立し、対象者に周知・啓発

　特定非営利活動法人　ジェイシーアイ・テレワーカーズ・ネットワークが運営する「ＪＣＩ在宅就業支援
センター」をICT基盤として、テレワークの拡充と地域雇用の創出を推進することにより、障害者・高齢
者・育児介護に関わる父母・引きこもり子女などの社会的・経済的自立を実現する。

① 「ｅ－ラーニングシステム」による、ＩＣＴ教育の提供
② 「在宅業務管理システム」による、ＩＣＴ教育とテレワークの統括的管理

④ 県内外に向けて、テレワークの社会的認知度向上を目指す周知・啓発活動を展開
⑤ テレワーカー技能種別人材データベースの構築・更新　
⑥ 「ＪＣＩ在宅就業支援センター」システム機能・処理量の拡充

・「改正障害者雇用促進法」、「障害者優先調達推
進法」施行に伴う障害者雇用拡大への積極的対応

・センター機能の拡充

（NICT助成金事業への参画など）

・センター運営体制の確
立基盤

整備

受注
創出

・他府県との提携による「共同受注」の広域展開
・ICT利活用の新規業務の開発

・人材育成講習・研修会の実施
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基本目標　　医療・介護・健康
重点戦略　　効果的・効率的な医療・生活支援サービスの展開

【プロジェクト名】

⑦『診療情報の共有推進』プロジェクト

【実施主体】
西部圏域医療情報ネットワーク運営協議会・徳島県鳴門病院・徳島赤十字病院

【期間】
平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】
①

②

【目標】
診療情報の共有による地域連携の強化

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

H30H26 H27 H28 H29

平成２４年度～平成２５年度に整備した「西部圏域医療情報ネットワーク（愛称：あわ西部ネット）」
を活用し、地域の中核病院が行った検査等の診療情報を地域の医療機関へ提供するシステムの
運用を図る。

徳島県鳴門病院及び徳島赤十字病院においても同様のシステムの運用を図る。

各圏域での医療情報ネットワークの継続的な運営
参加医療機関の拡充
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基本目標　　医療・介護・健康
重点戦略　　効果的・効率的な医療・生活支援サービスの展開

【プロジェクト名】

⑧『遠隔画像診断の推進』プロジェクト

【実施主体】
NPO法人徳島画像診断ネットワーク

【期間】
平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】

【目標】
遠隔画像診断による効果的・効率的な医療の提供

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

　平成２４年度～平成２５年度に整備した「遠隔画像診断システム」及び「遠隔画像共有システム」を
活用し、遠隔画像診断サービス、遠隔画像共有サービス（救急画像コンサルタントを行うシステムの
維持管理）を提供する。

H30H26 H27 H28 H29

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

電話

A診療所

上那賀
病院

上那賀病院
へき地診療所 等

読影医師

画像診断

レポート

レポート

画像ﾃﾞｰﾀ

画像ﾃﾞｰﾀ

画像登録

遠隔画像診断システム

遠隔画像共有システム

徳島赤十字病院

画像参照

画像コンサルタント

県内では読影医（ＣＴ、ＭＲＩ、マンモグラフィー（ＭＭＧ）等の画像診断を行う医師）が不足しており、中核病院に勤務
する読影医の負担は大きなものとなっている。また、読影医のいない医療機関では、外部の読影医に写真やCDなど物
理的に画像を送り画像診断をしており、診断に時間がかかっている。

また、一人の医師が総合医として勤務しているへき地診療所等では、救急時に救急搬送予定先の医療機関等に画
像を送り、専門医や救急医等に相談ができる体制が必要である。

画像診断を依頼する医療機関が、画像デ
ータを画像サーバに送り、その画像をＮＰＯ
法人に所属する読影医が診断し、レポート
を医療機関に返すことができるシステム。

救急時にへき地診療所等の医師が画像を
登録し、へき地医療拠点病院の救急医等か
ら、助言を受ける画像コンサルタントに利用
できるシステム。

○画像診断の迅速化
○読影医の負担軽減
○へき地診療所勤務医の負担軽減

【遠隔画像診断システム】

【遠隔画像共有システム】

効果

画像診断サービス
の提供

救急時画像ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
体制

画像サーバ

NPO法人

徳島赤十字病院による
画像コンサルタントの例
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基本目標　　防災・減災
重点戦略　　防災・減災体制の整備

【プロジェクト名】

⑨『災害情報の確実な伝達・共有』プロジェクト

【実施主体】
徳島県（とくしまゼロ作戦課）

【期間】
平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】

①

②

【目標】
大規模災害における確実な情報共有による「減災」の実現

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

H26 H27 H28 H29 H30

整備後１６年が経過し老朽化した総合情報通信ネットワーク（県防災行政無線）を再整備すること
で、災害発生時における確実な通信を確保する。

被害等の情報について、一元的な集約・共有が行える体制整備を行い、災害対応を行う関係機
関が災害時のみならず、平常時の訓練等においても有効に活用できる「災害時情報共有システ
ム」と呼ぶ情報共有基盤の機能強化を実施し、防災関係機関との情報共有能力の強化を図る。

総合情報通信ネットワーク（県防災行政無線）の整備を促進
南海トラフの巨大地震など大規模災害発災時の防災機関との通信手段確保

県、市町村、医療機関、国、警察、消防、ライフライン事業者等と災害情報共有体制を構築

市町村等、防災関係機関との確実な通信環
境の整備（無線系６１局、衛星系６９局）

県、市町村、国等の防災関係機関と情報共有 １，２００機関以上

・Lアラート＋カーナビ連携

、雨雲レーダー

、アセスメントロールアップ
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基本目標　　防災・減災（ユニバーサル社会）
重点戦略　　防災・減災体制の整備（ＩＣＴを活用したユニバーサル社会の実現）

【プロジェクト名】

⑩『Ｗｉ－Ｆｉ（ワイワイ）王国！とくしま』プロジェクト

【実施主体】
　　徳島県（地域振興課、地方創生推進課）・市町村・民間事業者 ※下線はＰＴリーダー

【期間】
　　平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】
①

②

③

【目標】
   平時から発災時までリバーシブルに活用できる公衆無線LANアクセスポイントの県内全市町村整備

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

大規模災害発生時における通信手段の確保を図るため、県下全域の避難所や防災拠点等に耐
災害性の強い公衆無線ＬＡＮアクセスポイントの整備を進める。
平時から、観光情報・イベント情報の発信、特産品のＰＲ等、徳島の魅力発信に積極的に活用す
ることにより、観光施策や地域振興につなげる。
民間事業者と連携して、県内の公衆無線ＬＡＮアクセスポイントの整備を促進する。

H30H26 H27 H28 H29

公衆無線LANの周知・運営
民間施設等における公衆無線LANアクセスポイントの整備を促進

・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地点)

アクセスポイントの
追加整備(29地点)
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基本目標　　環境・エネルギー
重点戦略　　効果的・安定的なエネルギーマネジメント等の実現

【プロジェクト名】

⑪『スマート社会とくしま構築』プロジェクト

【実施主体】
　　徳島県（環境首都課）（民間企業等との連携） ※下線はＰＴリーダー

【期間】
　　平成２６年度から平成３０年度まで

【取組内容】
①

②

【目標】
ライフスタイルの転換による「スマート社会とくしま」の構築

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

H30H26 H27 H28 H29

スマート社会の推進
　「節電・省エネモデル地区」を設定し，街灯や照明，信号灯器の積極的なＬＥＤ導入，エネルギー
管理システムによる「見える化」、豊富な自然エネルギーを災害時にも活用するスマート社会づく
りの推進
「省エネ型社会へのライフスタイル転換」に向けた行動変革の推進
　「徳島夏・冬のエコスタイル」の展開による県民・事業者への省エネの呼びかけや，徳島県版サ
マータイムの実施による新たなライフスタイルの提案など，県民生活への省エネ型ライフスタイル
の定着を推進

スマート社会の推進

「省エネ型社会へのライフスタイル転換」に向けた行動変革の推進

・モデル地区設定
・課題の洗い出しと解決策の検討 等

「節電・省エネモデル地区」設定

「スマート社会とくしま構築」プロジェクト ～本県の強みを活かした「スマート社会」の実現～

★とくしま版スマート社会の構築に向けた取組

★「ライフスタイルの転換」の推進

・ 県民総ぐるみの「徳島夏・冬のエコスタイル」の展開
・ 新たなライフスタイルの提案

・エネルギー管理システムを導入（ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ・HEMS・BEMS等）

・ 節電・省エネに有効な取組の実証！
（デマンドレスポンスの導入検討など）

新たなビジネススタイルに転換！

・省エネ型ライフスタイルの定着

・次世代自動車の普及 等

家庭でのスマート化！

さらに災害時での活用を推進！

エネルギーの地産地消！

新たなビジネススタイルの提案！

ＨＥＭＳ

「見える化」で効率的 な

エネルギーの利用！

効果・節電効果の検証、効果ＰＲ等

・「省エネ診断」の一斉展開

・「ＷＥＢ版エコライフノート」の普及 自然エネの活用と、需給

バランスのコントロールで、
エネルギー不足に対応！

とくしま版スマート社会の実現へ！

アイデアを結集し、
将来に向け展開！！

・「ＬＥＤ」導入の全県展開（街灯、信号機）

・ 環境負荷が少ない「自然エネルギー」の

新たな活用！

電力システム改革
県内・全国に向け成果を発信・ＰＲ！
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基本目標　　交通対策・防犯
重点戦略　　安全な道路交通社会の実現

【プロジェクト名】

⑫『安全で快適な交通環境の実現』プロジェクト

【実施主体】
徳島県警察本部（交通規制課）

【期間】
平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】
交通管制システムの高度化更新により、次の先進的施策の導入を実施する。
①
②

③
④

【目標】
・渋滞緩和による安全で快適な都市交通の実現
・災害時における交通の円滑化の促進
・交通事故死亡者数３０人台後半（限りなくゼロに）

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

防災機能の強化（信号機停電監視機能の強化や、特異交通事象時における避難誘導の推進）
カーナビゲーションの活用（アップリンク情報による旅行時間の検証等、精度の高い交通情報の提供）

信号制御のさらなる高性能化（実際の交通流を踏まえ将来の交通状況を予測した信号制御）

H30H26 H27 H28 H29

道路網交通流シミュレーションの構築（交通実態をデータベース化し、交通流の変動予測や改善の支
援）

○本四道路共通料金制度導入に伴う交通流の変動対策
○大規模店舗進出に伴う交通流の変動対策
○都市部近郊における慢性的な渋滞対策
○とくしまマラソン開催に伴う交通規制対策
○大規模災害発生時における避難路対策

・交通流の変動に応じた信号制御による渋滞緩和の促進

・災害発生時等における避難誘導の円滑化の促進
・停電時における信号機の監視機能強化による交通流の円滑化の促進

高度交通管制システ

ムの構築

データベース解析機能の構築、停電監視機能及び車両感知器等交通情報収集機能の拡充

交通環境改善対策事業
～ＩＴ化による安全で快適な交通環境の実現～

車両感知器等を用いて交通情報を収集し、その情報を基に信号制御、交通情報を提供するシステム

課題

安 全 安 心 を 誇 れ る 徳 島 県 の 実 現

交通管制システムとは

○信号制御の更なる高性能化 「徳島版MODERATO-S」

※実際の交通流を踏まえ将来の交通状況を予測した上、信号制御を行うもの

○道路網交通流シミュレーションの構築 「徳島版AVENUE-S」 による渋滞緩和

（全国初） ※過去数年間の交通実態をデータ化し、イベントや大規模店舗開店時

等における交通流の変化を予測することにより、効果的な改善策を支援するもの

○防災支援機能の強化

信号機停電監視機能の強化（全国初 ）、特異交通事象（災害発生時）における

避難誘導の円滑化の推進
○カーナビゲーションを利用した旅行時間の計測・検証による精度の高い交通情
報の提供

対応
高度化・先進的施策の導入による対応



基本目標　　電子行政サービス
重点戦略　　利便性の高い行政サービスの提供（行政の効率化）

【プロジェクト名】
⑬『徳島県総合地図提供システム』プロジェクト

【実施主体】
　　徳島県（情報システム課）

【期間】
　　平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】

【目標】

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

　ハザードマップなど県の各部局が保有し、個別に提供している各種地図情報を、インターネットを
利用した「総合地図提供システム」として開発し、一元的に提供することにより、県民利用の利便性
の向上や情報提供の効率化、県の情報システムの最適化や職員の業務コストの削減を図る。

・総合地図ポータルから地図のワンストップサービスを実現
・地図の重ね合わせ機能や、スマートフォン・タブレット対応による地図利用の利便性向上
・ハザードマップ、避難所など防災減災につながる地図を関連づけて提供し、安全意識の醸成を図る

H27H26 H29 H30H28

・システムのＯＳＳ公開（H26.5）
・地図コンテンツの追加作業

津波避難・安全啓発
のための沿岸線鳥
瞰写真整備

庁外利用の検

討

市町村等への利用促進

安定運用
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基本目標　電子行政サービス（新産業・新サービス）
重点戦略　利便性の高い行政サービスの提供（オープンデータ・ビッグデータの利活用の推進）

【プロジェクト名】
⑭『オープンデータ推進』プロジェクト

【実施主体】
　　徳島県（統計戦略課）・市町村・民間事業者 ※下線はＰＴリーダー

【期間】
　　平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】
①

②

③

【目標】

① オープンデータ数（＊） （件）
② アプリケーション数 （本）

(＊）は，機械判読可能なファイル形式での提供数

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

30010 50

H30

100
900

H26 H29H28

H26 H27 H28 H29

データカタログのみならず，アプリが一覧できるアプリマーケットやアイデアが登録できるアイデア
ボックスを活用し，取組を展開する。また，構築したシステムをＯＳＳとして全国に発信していく。

オープンデータに関連したイベントを開催し，スマートフォン向けアプリ等の開発の呼び水とするの
みならず，これを通じたICT人材における新たなコミュニティの形成・人材育成を行う。

200
500 600

公共データを二次利用可能なオープンデータとして，ポータルサイトに登録していく。特に県内市
町村に対してはオープンデータ化できる行政データの選定及び積極的な登録を依頼するととも
に，徳島県に関連したオープンデータをポータルサイトに集約させる。

H27 H30
1,000800

県内市町村等への展開
より多くの公共データの収集
ＯＳＳとして全国へ発信

アプリ開発
コンテスト等
の開催

ポータルサイト
の開設・システ
ム開発

利
活
用

アプリ開発コンテスト等の開催
オープンデータの利活用促進・ＩＣＴコミュニティの形成・人材育成 等

事業目的
オープンデータの推進

オープンデータ利活用促進オープンデータ整備推進

・ オープンデータを利用したコンテスト
形式のイベント（ハッカソン等）を開催
し，スマホ向け等アプリ開発への呼び
水とする。

・ 徳島県オープンデータポータルサイト（Our Open Data）の
各サイトに公共データ等を一元的に集め，公開する。
データカタログ･････オープンデータ化（二次利用可能な形式

で提供）した県や市町村等の公共データ
アプリマーケット････オープンデータを利活用したアプリ
アイデアボックス･･･オープンデータに関するアイデア・ニーズ

ポータルサイト

行政効率化・業務改善 県民参加・利便性の向上 （防災アプリの例）

オープン
データを提供

・ 県や市町村等の公共データを住民，
企業等が利用することにより，官民
の枠を超えた多様な情報交流が促
進される！

・ 現在位置から危険度を判定し，
最適な避難場所まで誘導して
くれるアプリを作成できる！

・避難場所，避難経路，標高，
医療機関情報等を自ら調べて，
地図を作成することは困難

官民の枠を超えた情報交流の促進
･ オープンデータを利用した

民間サービスの活用等に
より，行政コストの削減が
できる！

県民（民間事業者）

公開

意見反映

変

換

事業概要

事業効果

(1) 県民の利便性向上等を目的に，「宝の山」である県・市町村等の統計データ等の一層の有効活用を
図るため， オープンデータの整備・利活用を推進する。

(2) 世界最先端ＩＴ国家創造宣言等，国の方針に歩調を合わせ，「ＩＣＴとくしま」の基盤づくりを行う。

「徳島モデル」として利活用の全国トップランナーへ

整
備

担当: 統計戦略課

・ 徳島ヴォルティス

応援アプリ

・ マーケティング

支援アプリ

・ 子育て応援アプリ

・ ゴミ出しアプリ

・ 阿波おどりアプリ

作成例

ユーザーの意見

を反映し改良
提供県・市町村等 アイデア次第で

無限の可能性
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基本目標　　電子行政サービス
重点戦略　　行政の効率化

【プロジェクト名】
⑮『市町村システムクラウド化推進』プロジェクト

【実施主体】
徳島県、市町村、ｅ－とくしま推進財団 ※下線はＰＴリーダー

【期間】
平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】

【目標】
市町村の円滑な番号制度導入。クラウド化による職員負担の軽減とコスト削減
　①番号制度導入に向けた住民・税・福祉システムのクラウド化（～平成２７年度）
　②クラウド参加市町村の拡大（～平成３０年度）

【実施スケジュール（年度）】

※  目標については、進捗状況に応じて毎年度見直しを行います。

H30

　県内市町村の事務の効率化、関連経費の削減を図るため、市町村システムのクラウド化を検討・実
施する。

H26 H27 H28 H29

クラウド参加市町村の拡大
番号制度導入に向けた住民・税
・福祉システムのクラウド化の検
討・実施
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基本目標　　電子行政サービス
重点戦略　　行政の効率化

【プロジェクト名】
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

【実施主体】
　　徳島県（情報システム課）

【期間】
　　平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】
　

【目標】
・本県の情報システム・ネットワークを活用した業務継続性の確保
・情報システムのクラウド基盤への集約による総費用の抑制
・テレワーク推進事業と一体的に実施し，テレワーク環境を効率的に構築

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

H30

　懸念される南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生時においても，本県の業務継続性を確保
するため，本庁舎と耐災害性に優れたデータセンターに庁内の各情報システムのサーバを統合す
るクラウド基盤を構築する。

H26 H27 H28 H29

データセンターへ
の庁内クラウド基
盤構築

クラウド基盤の安定運用，庁内システムのクラウド基盤への移行，災害対策運用訓

練

整

備
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基本目標　　電子行政サービス
重点戦略　　行政の効率化

【プロジェクト名】
⑰『テレワーク推進』プロジェクト

【実施主体】
　　徳島県（人事課・情報システム課） ※下線はＰＴリーダー

【期間】
　　平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】

①

②

③

【目標】

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

　平成２６年度から実施している「テレワーク実証実験」をさらに進化させ、「在宅勤務」や「サテライト
オフィス」、「モバイルワーク」といった「多様な働き方」の導入を戦略的に推進することにより、「平時
における仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」や「災害時等における業務継続能力
の向上」を目指す。また、県が率先してテレワークに取り組むことで、県内市町村の導入に資するとと
もに、その波及効果により、県内企業への導入促進が図られる。

在宅勤務実証実験
　ICTを活用し仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を図る「テレワーク」を推進するため、
育休復帰後の職員や介護中の職員を対象に、自宅から庁内システムにつなぎ業務に従事する
「在宅勤務」の実証実験を行う。

南部・西部サテライトオフィス実証実験
　本来の勤務地から離れた場所で業務を行う「県庁版サテライトオフィス実証実験」を進化させ、
災害時における業務継続や移動時間の効率的利用をより一層図るため、従来の「本庁舎のみの
設置」から「南部・西部総合県民局」も加えた全県展開を行う。

モバイルワーク実証実験拡充事業
　各種プロモーション活動や農業改良の普及、食品衛生の指導等の現場において効果の見られ
た「タブレット端末」を１００台に倍増し、さらなる活用方法の掘り起こしや同様の業務への横展開
を行うなど、モバイルワークを拡充する。なお、新たに導入するタブレットについては、Ｗｉｎｄｏｗｓタ
ブレットも一部導入し、その可能性や操作性を検証する。

　実証実験を通じて、制度面や運用面の課題を解決し、「実効性のあるテレワーク」の本格導入を
目指す

H30H26 H27 H28 H29

「実効性のあるテレワーク」の本格導入を目指し、事業を推進

セキュリティ環境整備
テレワーク実証実験
(H26～ 県庁版ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ、ﾓﾊﾞｲﾙﾜｰｸ、職場
復帰支援、H27～在宅勤務、ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ拡充、
ﾓﾊﾞｲﾙﾜｰｸ拡充)
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基本目標　　人材育成・教育
重点戦略　　教育環境のICT化

【プロジェクト名】

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

【実施主体】
徳島県（教育委員会）

【期間】
平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】
①

②

③

④

⑤

【目標】
ＩＣＴを効果的に利活用した先導的な教育モデルの創出

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

「リーディングハイスクール」に指定した城ノ内中学校・高等学校において、コンピュータ支援語学
学習システム（ＣＡＬＬシステム）を活用した実践的な語学教育を展開する。

H30H26 H27 H28 H29

教員が、ＩＣＴを利活用したわかりやすい授業を実現できるよう、教員研修の充実を図る。
教職員の校務負担の軽減を図るため、「学校支援システム」等の運用を行う。

徳島視覚支援学校及び徳島聴覚支援学校を「視覚・聴覚」障がい教育の拠点として、タブレットパ
ソコンなどＩＣＴを利活用することにより、個々の障がいの状態や特性に応じた効果的な学習支援
やコミュニケーション支援を推進する。

関係部局、大学、団体等と連携した、デジタルコンテンツ活用能力を育成する取組を推進するとと
もに、テレビ会議を有効活用した授業を実施する。

拠点となる学校を中心とした先導的な取組みを展開

・教職員のＩＣＴ活用能力の向上を図る効果的な研修の実施
・教職員の校務負担軽減を図る「学校支援システム」等の運用
・教育の情報化、情報教育の推進するための機能強化

CALLシステム導入

（城ノ内中学校・高等学校）

タブレットパソコンを活用した

障がいに応じた学習支援

（徳島視覚支援学校、徳島聴

覚支援学校）など

チェーンスクール（阿南市）での

ICTを活用した授業展開

鳴門教育大学との連携による

サテライト研修室（阿南市、美

馬市）の開設など
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基本目標　　人材育成・教育
重点戦略　　実践的なＩＣＴ人材の育成

【プロジェクト名】

⑲『OSS人材育成支援』プロジェクト

【実施主体】
とくしまOSS普及協議会

【期間】
　　平成２６年度～平成３０年度

【取組内容】
①

②

【目標】
実践的なＯＳＳ人材の育成による地場産業の振興

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

H30H26 H27 H28 H29

OSSを活用できる技術者や情報関連企業の育成・支援に取り組むとともに、OSS等による情報シ
ステム導入の効果を県内のユーザー企業・団体等にも広く普及し、その成果を、全国へと発信す
ることにより、本県産業の振興や雇用の促進、地域活性化につなげる。
本県の次代を担う技術者等が、産・学・官の垣根を越えて、集い、競い合い、助け合いながら技術
を磨き、能力を高めるための取組みを幅広く支援することにより、「地元で育てた人材が、地元で
活躍できる”とくしま”」の実現をめざす。

「実践的なＯＳＳ人材の育成」を目指し、活動を推進
勉強会・セミナー等の実施
OSSの利用に関する普及・

啓発
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基本目標　　人材育成・教育
重点戦略　　実践的なＩＣＴ人材の育成（県民のＩＣＴリテラシーの向上支援）

【プロジェクト名】

⑳『ＩＣＴ（愛して）とくしま推進』プロジェクト

【実施主体】
徳島県（地域振興課），公益財団法人ｅ－とくしま推進財団

【期間】
　　平成２７年度～平成３０年度まで

【取組内容】
①

②

【目標】
実践的なＩＣＴ人材の育成による地場産業の振興

【実施スケジュール（年度）】

※ 目標については、進捗状況に応じて毎年見直しを行います。

H30H26 H27 H28 H29

　実践的なＩＣＴ人材の育成や地場ＩＣＴ産業の持続的な発展及び、徳島を拠点としたワーキング
スタイルの確立につなげるため、県内最大のデジタルコンテンツ表彰を行う「ＩＣＴ（愛して）とくし
ま大賞」や徳島の強みを活かした効果的なＩＣＴイベント「とくしまＩＣＴバザール」を実施する。

　ＩＣＴ人材の育成・確保を図ることにより、ＩＣＴ・クリエイティブ産業の集積を図る。

ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞（毎年度実施）
ＩＣＴ（愛して）とくしまフォーラム（年１回）開催

とくしまＩＣＴバザール開催
ワークショップ（年５回）開催
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