
平成３０年度
ｅ－とくしま推進会議

ＩＣＴ（愛して）とくしま創造戦略の
進捗状況について

議題Ⅰ



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２２プロジェクトを設定しており、県の実施２０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



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 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

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



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３０年７月３０日（月） （万代庁舎10階 大会議室）

 第２回専門調査会 平成３１年３月６日（水） （万代庁舎10階 大会議室）

 議事内容

 専門調査会の運営等

 新規プロジェクトの追加

 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３０年度事業成果報告、プロジェクト５年間の評価など
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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



評価方法

 進捗評価方法

 進捗の傾向を把握するため、ＫＰＩや取組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み

 「 オ ン リ ー ワ ン 」
• 徳島県で唯一実施している誇れる取組み

 「 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 きる取組み
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議題Ⅰ-（２）

プロジェクトの進捗評価について
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進捗評価と案件種別の成果数
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ＩＣＴとくしま創造戦略の全２２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)
○(3)

6 5 3

健康で安心して暮らせる、安全
で災害に強い社会

◎(3)
○(3)

4 1 0

利便性の高い電子行政サービ
スが提供される社会

◎(4)
○(2)

1 4 0

リテラシーが高く、実践的なＩＣＴ
人材を育む社会

◎(1)
○(2)

0 2 0

合計
◎(12)
○(10)

11 12 3
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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 KGI KPI 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

◎

クリエイティブ企業やクリエイ
ターの集積により地域を活性
化させる。

・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・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 KGI KPI 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

○

放送と通信の融合による災
害に強い街づくり

・民間ビジネスとしての自立 ・平成30年3月、テレプラ機構
により、富山県南砺市にて実
証実施
・平成30年度もテレプラ機構に
よる実証実施を予定

VS東京

㉒
『地域ＩｏＴ実装のための基
盤整備』 プロジェクト

○

・各種データを蓄積するIoTプ
ラットフォームの整備
・IoTプラットフォームは大学、
市町村及び民間企業等にも
開放

・とくしまIoT等推進ネットワー
ク会員数（累計）
・とくしまIoTプラットフォーム
活用件数

・「とくしまIoTプラットフォーム」
を活用した実証実験
・「とくしまIoTプラットフォーム」
の利用者拡大

－



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 KGI KPI 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

◎

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

・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
・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 KGI KPI 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

◎

ICTの利活用により「とくし
まブランド」の魅力発信 → 
県産農林水産物の認知度
の飛躍的向上

・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

・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
オンリーワン
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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 KGI KPI 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

○

・デジタルを活用できる高
齢者の創出（クリエイティ
ブ・シニア）
・クリエイティブ・シニアの活
躍による地域の活性化
・劣化・廃棄・災害などから
の地域資産（主に写真）の
保護・継承
・タブレットやSNS等を用い
た地域資産の活用（観光案
内等）
・地域コミュニティー・教育・
福祉等のツールとしてのシ
ステム利用

・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
・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 KGI KPI 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

◎

・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。
・「次世代の，最も理想的
な就業形態」として確立す
るための条件整備を多角
的に推進する。

・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
「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 KGI KPI 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

◎

・患者の診療情報を共有化する
ことで、急性期病院からかかりつ
け医までの一貫した患者の治療
計画づくり、重複検査・重複処方
の防止を促進する
・医療情報を共有化することで、
どのような効果が発現できるかを
検討する。

・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）

・平成30年5月に「一般社団法
人阿波あいネット」が設立。
・県内全域を対象とした医療情
報ネットワークである「阿波あ
いネット」が、本運用開始(平成
31年1月から、実症例データの
参照が可能)。 VS東京

⑧
『遠隔画像診断の推進』
プロジェクト

◎

読影医が不足する医療機関の画
像診断を支援する。

・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

－

UP

UP



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 KGI KPI 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

○

大規模災害における災害対応機
関の間での確実な情報共有及
び県民への迅速な情報提供によ
る「減災」の実現。

・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

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

○

「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

・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
・徳島県訪日外国人受入環境
整備事業助成金

VS東京



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 KGI KPI 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

○

省エネ・創エネ・蓄エネによる
「スマート社会とくしま」の構築

・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。

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 KGI KPI 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

◎

県民にとって安全安心な交
通環境を提供しつづけること

・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） 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 KGI KPI 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

◎

県民にとって行政サービスの
利便性向上を実感できるもの
を提供し続けること

・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

･地図情報の公募
・「総合地図提供システム」の
利用を市町村に働きかけ
・ｅラーニング（動画による使
い方講座）職員研修を実施
・システムの安定運用

オンリーワン

⑭
『オープンデータ推進』プ
ロジェクト

◎

県民にとって行政サービスの
利便性向上を実感できるオー
プンデータポータルサイトの
運用

・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

・「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 KGI KPI 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

○

社会保障・税番号制度に向け
て、事務の効率化や関連経費
の軽減を図るため、市町村シ
ステムのクラウド化を支援する。

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

徳島県3市8町のクラウド導入
支援

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

◎

・災害発生時に，県民が安全
安心を実感できるシステム環
境を構築し，運用を続けること
・高い信頼性・性能・効率性を
維持し，低コストで運用可能な
システム環境を構築し，運用を
続けること

・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 ◎

「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」を図る。

・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

㉑
『新元号移行対応』プロジェ
クト

○

県の情報システムについて，
2019年5月の新元号移行に伴
い，県民の皆様の生活に支障
や混乱が生じないように，必要
な改修等を遺漏なく行うこと

システム改修予算確保
システム改修着手
プログラム修正完了
画面・帳票の改修完了チェック
シート作成
チェックシートによるクロス
チェック完了

・新元号対応準備会議
・調達管理委員会等による情
報システム審査
・進捗状況の把握

－

UP



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 KGI KPI 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

○

ICTを効果的に利活用した学
校教育の実現

・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CALL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 KGI KPI H30取り組み 案件種別

⑲
『OSS人材育成支援』プロ
ジェクト

○

高度なレベルのICT人材の育
成に寄与することにより、 地
元ICT企業等の振興を図る

・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
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

◎

・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。
・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）とくしま大賞の
応募件数
・とくしまＩＣＴバザール、関連Ｉ
ＣＴ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
ム実施
・とくしまICTバザール開催
・ワークショップ実施

－

UP



議題Ⅰ- （３）

 ＩＣＴ利活用施策のトピックス
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「自治体ポイント活用」による地域経済好循環の拡大

19

☆「デジタル社会」を見据えたマイナンバーカードの普及促進
・すべての県民がデジタル社会の利便性を享受できるよう、その社会インフラとなる、
マイナンバーカードの更なる普及、定着に向けた取組が必要

☆消費増税を見据えた「自治体ポイント活用」による消費喚起
・2019年10月（予定）の消費税率引上げによる景気の腰折れを防ぐため、
プレミアム分を付加した自治体ポイント発行による消費喚起事業の実施が必要

取組のきっかけ

取組に係るビジュアル
（写真やイラスト等）

ポイント交換ブース（とくしまマルシェ）

ポイント券発行コーナー（あるでよ徳島）☆企業発行ポイント、マイルを「徳島県ポイント」へ交換、活用

・クレジットカードのポイントや航空会社のマイル等をマイナンバーカードを使って、
「徳島県ポイント」へ交換し、ネット通販、物産販売店、日曜市での購入代金に活用

・「徳島県ポイント」が「地域のキャッシュレス財源」として普及、定着するよう、
県民へのＰＲ強化や利用先拡大を推進

☆ネットとリアルの双方展開
・ネット通販とリアル店舗・イベントの双方で
利用できる環境を整備し、県民だけでなく、
県外の徳島ファンのポイント取込みを実現

取組の概要・効果

☆プレミアム加算により好機到来
・消費増税時の消費喚起策として、
国負担でプレミアムポイントが付与（予定）
され、「マイナンバーカード普及促進」と
「消費喚起」の一石二鳥効果が期待

取組の特徴 他団体へのアドバイス

ポイント券発行コーナー



ＩｏＴ等の実装に向けた取組み（１）
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ＩｏＴ等の技術を積極的に活用し、「地域の課題解決」や
「新しいビジネスの創出」、「生産性の向上」などを目指す多様な関係者に、最新情報、
交流の場、ビジネスマッチングの機会などを提供し、活発な意見交換、アイデア出しを
行う産官学連携組織

平成３０年７月１８日 設置

（平31.2.5現在 参画団体数６０団体）

とくしまＩｏＴ等推進ネットワークとは・・・

『 キックオフセミナー 』
日時：平成30年7月18日(水)

15時～17時
内容：
・ 基調講演（IoT導入メリットと人材育成）
・ 企業や大学からのIoT等活用事例発表
・ グループディスカッション

『 第２回 』
日時：平成31年2月5日(火)

14時～16時
内容：
・ IoT実証モデル構築事業等の報告
・ グループディスカッション、発表

『 徳島ビジネスチャレンジメッセ2018 』
日時：平成30年10月11日(木)

～13日(土)
内容：
・ ブース出展（IoT等推進ネットワーク、

IoTプラットフォーム、会員による取組
事例紹介）

活 動 状 況



「とくしまIoTプラットフォーム」を活用した実証実験（平成30年度）

21

No 実証実験概要 実施主体 通信方式

１ サルの位置情報等を収集 徳島県（農林水産部）、事業者 NB-IoT

２ 海水温度等のデータ収集 徳島県（農林水産部）、事業者 LTE

３ 避難力向上につながる活動
へのポイント付与 美波町、事業者 LTE

４ 水道メータデータ収集 阿波市、事業者 NB-IoT

５ 雨量データ収集 徳島県（県土整備部）、事業者 3G

IoTモジュール

ソーラー

パネル

中継器

携帯用

デバイス

移動距離

データ

4 水道メータデータ収集3 避難力向上につながる活動へのポイント付与

ＩｏＴ等の実装に向けた取組み（２）
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ＡＩ

【経営戦略部人事課】

ＡＩ活用 文字おこし・ＡＩ要約サービス

会見録

作成・要約

３時間

５日

本県ならではのＡＩ要約サービス の活用で

知事定例記者会見録に活用

会見後、職員が

文字おこし

音声をマイクで拾い

ＡＩ が文字おこし

会見録の
ＨＰ掲載まで

９２％
HP公開までの
短縮時間

審議会などの

会議録へも

利用拡大

８割５割 ２割と自由に要約可能

長くて全部
読めない！ 利用者が好きな文章量に設定できる！

H２９ 実証実験
Ｈ30 実装



神山町における５G総合実証試験

23

NTTドコモなどが、5Gを活用して、移動中の車内と
オフィス・サテライトオフィス間とをネットワーク接続して
業務を行う「動くサテライトオフィス」の実証実験を神山町で実施

※NTTドコモ作成資料から転載

◆実施時期 2019年1月21日(月)～25日(金)
◆実施場所 神山町内
◆協力会社 プラットイーズ・NEC・パナソニック 他

神山町のサテライトオフィス

サテライトオフィス間・自宅間等を
移動中の車両上に実現された
サテライトオフィス

車内のオフィス環境有線ネットワーク（光ファイバー）

5G基地局
アンテナ高精細映像

通信システム

テレビ会議システム
（東京オフィス）

動くサテライトオフィス

外観（5G移動局）

ヘッドマウント
ディスプレイ

4Kカメラ

映像編集用PC

番組
編成
情報

4K
ディスプレイ

4K 360°
ライブカメラ

5G

CM映像

本試験は、ドコモが実施主体となり総務省から請け負った平成30年度5G総合実証試験「屋外において平均4-8Gbpsの超高速通信を

可能とする第５世代移動通信システムの技術的条件等に関する調査検討」として実施しました。



ICT関連施策（平成３０年度上期）
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平成３０年４月～９月

クリエイティブ

プログラマー養成講座

（8月17～19日 美波町）

子どもプログラミング

講座「スクラッチ」
（8月9日 徳島市）

とくしま公衆無線LAN推進協議会

（7月11日 徳島市）

↑グラフィックデザイン

作成講座「Canva」
（7月14日 徳島市）

↓簡単ホームページ

作成講座「Jimdo」
（7月14日 徳島市）

ピッケ子どもプレゼンテーション講座

（7月28日 徳島市）



ICT関連施策（平成３０年度下期）
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平成３０年１０月～１２月 平成３１年１月～３月

４K・VR徳島映画祭

（11月22日～24日 神山町）

地方自治情報化推進フェア2018

（10月23日 東京ビッグサイト）

とくしまＩＣＴバザールVol.4

（2月15日，16日 アスティとくしま）

ＩＣＴ（愛して）とくしまフォーラム

ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞表彰式

受賞作品展示の様子

（2月15日 アスティとくしま）

４Ｋプロジェクションマッピング

（12月22日 板野町あすたむらんど徳島）

阿波ふうど産地ツアー

（11月18日 鳴門市）

オープンデータリーダ育成研修

（12月7日 徳島市）


