
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】

⑧『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～令和２年度

【取組内容】

【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。

R1 R2H26 H27

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。

H28 H29 H30

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７０局、衛星系７０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
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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を利活用したユニバーサル社会の実現）

【プロジェクト名】

⑨『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（Society5.0推進課、観光政策課）・市町村・民間事業者 ※下線はＰＴリーダー

【期間】
　　平成２６年度～令和２年度

【取組内容】
①

②

③
④

【目標】
  「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

【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。

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

間事業者の提供するサービスに移行することで運営コストの削減を図る。
公共施設の公衆無線ＬＡＮアクセスポイントは令和元年度以降の追加整備は行わず、システムを

公衆無線LANの運営・利用促進

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

公衆無線LAN
アクセスポイント

の重点整備

アクセスポイント
の追加整備
(14地点)

民間Wi-Fiとの連携によるWi-Fiエリアの
再整備を加速

アクセスポイント
の追加整備
(9地点)

アクセスポイント
の追加整備
(13地点)

アクセスポイント
の追加整備
(5地点)

新サービスの選定
サービス移行準備
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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】

⑩『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～令和２年度

【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。

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

R2H26 H27 H28 H29 H30 R1
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

「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～

★「エネルギーの地産地消」に向けた取組み

★「自立・分散型電源」導入支援

・自然エネルギー設備（小水力）の流量調査・導入補助

・ 「自然エネルギー活用ＰＴ」による推進体制強化

新たなビジネススタイルに転換！

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！

ＨＥＭＳ

「見える化」で効率的 な
エネルギーの利用！

効果・「『地域貢献型』自立・分散型電源」モデル構築

・創エネ・省エネ・蓄エネ設備への低利融資制度

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！！

・スマート社会構築に向けた普及啓発

・ 蓄電池（ＨＥＭＳ含む）の設置促進

電力システム改革県内・全国に向け成果を発信・ＰＲ！

「スマート社会とくしま構想」の普及啓発、
脱炭素型設備・整備費補助事業 等により
理念成果の普及→新たな提案へ

勉強会、
フォーラム等
での普及啓発

中山間地域と
都市部に分
けて構想を策
定

洋上風力発電
基礎調査、超小
型電気自動車
実証実験

★「スマート社会とくしま」の構築

・「自立・分散型電源」モデル設備整備

・自立・分散型電源導入資金貸付事業

・「ＶＰＰ」調査研究事業
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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】

⑪『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～令和２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

【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。

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）

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

道路網交通流シミュレーションの活用（交通実態を元にした交通流の変動予測や改善の支援）

プロジェクトの概要

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）
プローブ情報の活用（各種車載器からの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）

○ 都市部近郊における慢性的な渋滞対策
○ 大規模災害発生時における避難路対策
○ 新規道路供用等に伴う交通流の変動対策
○ とくしまマラソン等大型イベント開催に伴う交通規制対策
○ 大規模店舗進出に伴う交通流の変動対策

・ 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
○ プローブ情報（車載器からのアップリンク情報）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と災害時交通状況の確認

対応

高度化・先進的施策の導入による対応
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基本目標　電子行政サービス（新事業創出・生産性向上）
重点戦略　利便性の高い行政サービスの提供（官民データの利活用の推進）(行政の効率化)

【プロジェクト名】
⑫『行政データオープン化』プロジェクト

【実施主体】
　　徳島県（統計データ課）・（スマート県庁推進課）・市町村・民間事業者 ※下線はＰＴリーダー

【期間】
　　平成２６年度～令和２年度

【取組内容】
①

②

【目標】

① オープンデータ数（＊） （件）
(＊）は，機械判読可能なファイル形式での提供数

② 地図情報発信数 （件）

【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。

R2

「総合地図提供システム」の利用を市町村に働きかけるとともに、地図情報の公募を継続して行
う。また職員に対してeラーニングによる操作研修を行う。同時に安定したシステムの運用を実施
する。

1,000900

H26

H26 H27 H28 H29 H30 R2
18 60 100 50 65

県及び市町村等が保有する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
に集約し，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。

H30H29H28
500

R元 R2
1,200

H27 H28 H29 H30

800

R１

R元

1,400
H27

600
H26

80 95

ポータルサイトの充実，
県内市町村等との連携推進，
ＯＳＳとして全国へ発信，
オープンデータの利活用促進 等

ポータルサ
イトの開
設・システ
ム開発 等

オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ

総
合
地
図

職員

研修

データ登録支援

庁内クラウドへ移行，動画掲載機能追加、
システム利用時の通信の常時暗号化，利用者アンケートの結果を踏まえた改善
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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】
⑬『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～令和２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（～令和２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。

H29 H30 R1 R2

　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

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】
⑭『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（スマート県庁推進課）

【期間】
　　平成２６年度～令和２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。

　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 H30 R1 R2

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，災害対策運用訓練

整

備
庁内クラウド基盤再構築

整

備

-17-



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『働き方改革』プロジェクト

【実施主体】
　　徳島県（人事課・スマート県庁推進課・監察評価課・会計課） ※下線はＰＴリーダー

【期間】
　　平成２６年度～令和２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。

R1 R2H26 H27 H28 H29 H30

テレワークやＡＩ・ＲＰＡの技術を利活用による「働き方改革」を推進し、長時間労働の是正や労働生
産性の向上に取組む。

テレワーク
　「在宅勤務」、「サテライトオフィス」、「モバイルワーク」の多様な働き方を推進し、業務を効率的
に実施する。

ＲＰＡの利活用
　パソコンで行うルーティン業務をロボットが行うことで、業務を効率化する。また、職員がシナリオ
を作成する過程で業務プロセスを分析し、より効率的な作業手順を検討することで、業務プロセス
の改善を図る。
ＡＩの利活用
　ＡＩチャットボットや自動文字起こし・AI要約サービスを利用することで業務の効率化や、情報発
信力の強化を推進する。

　テレワークの推進による「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」及びＡＩやＲＰＡの活用による「行政の効率化」の両立を目標とする。

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)

・在宅勤務実証実験
・県庁版ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ本格運用・拡
充

・ﾓﾊﾞｲﾙﾜｰｸ本格運用

・在宅勤務本

格運用

・RPAの効果

検証

・RPAの環境整

備

・AIチャットボット

のシステム構築

・テレワークの

制度改善

・RPAの更なる

普及

・AIチャットボッ

トの本格運用
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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】

⑯『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～令和２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。

R2H26 H27 H28 H29 H30 R1

英語４技能のバランスの取れた育成のため、授業中に効果的にICTを使用するよう教職員の意識
を高め、ICTを使用した授業の成功例について教員研修会や研究会で情報交換を進める。

教員が、ＩＣＴを利活用したわかりやすい授業を実施できるよう、環境と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。

総合教育センターにおいて、研修講座の事前・事後学習用の課題としてe-ラーニング研修システ
ムを活用することで、研修内容の理解・定着の促進、専門性の向上を図る。併せて、各学校におけ
る校内研修等のツールとして活用する。

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。

・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、情報教育を推進するための機能強化

・ＧＩＧＡスクール構想の推進によるオンライン教育の充実

拠点となる学校を中心とした先導的な取組みを展開
・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

・教職員一人１台タブレット

及び校内Ｗｉ－Ｆｉ環境整備

による深化したきめ細かい

学習指導の展開

・特別支援教育e-ラーニン

グ研修システムの開発・活

用

・CALLシステムを活用した

城ノ内中学校・高等学校の

実践的英語学習

・特別支援教育e-ラーニン

グ教材の充実と教員研修

への活用

・電子黒板の導入

・電子黒板等のＩＣＴを活

用したきめ細かい学習指

導の展開

・特別支援教育e-ラーニ

ング研修システムを研修

の事前・事後学習や校内

研修で活用

・ICTを活用した英語４技

能の育成事例を共有

・電子黒板環境整備による
深化したきめ細かい学習
指導の展開
・新体系おける特別支援
教育ｅ-ﾗｰﾆﾝｸﾞ研修システ
ムの運用開始

・CALLシステムを活用した

城ノ内中学校・高等学校の

英語学習の充実

・電子黒板等のＩＣＴを活

用し，きめ細かく，質の高

い学習指導の展開

・特別支援教育e-ラーニ

ング研修システムを研修

の事前・事後学習や校内

研修で活用・評価

・ICTを効果的に活用した

英語４技能（特にスピーキ

ング力）の育成や評価

学校における先導的な取組み

ICTを効果的に使用した授業の事例

を教員間で共有し、特にスピーキン

グ力を高めるための取組を強化

モデル校（１５校）に電子黒板を

設置し、タブレット・パソコンと

の連携により「学びの質」を向上

教職員のＩＣＴ

活用能力向上を

図る効果的な研

修の実施

教育の情報化、

情報教育を推進

するための機能

強化

県立高校での

進化する教室イノベーションの実現

学校教育の基盤を支える取組み

質の高い英語教育

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

特別支援教育に携わる教員が，特別支援

教育に関する知識を学ぶことができる

e-ラーニング教材を活用・開発し、

オープン化

特別支援教育に関する

教員向けe-ラーニングの活用

e-ラーニング教材開発

HPでの公開 e-ラーニング問題他校・海外校とリアルタイム接続

モデル校

他校 海外

電子黒板とタブレットとの連携

ＩＣＴを有効活用

PCを使ったスピーキング練習
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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】

⑰『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～令和２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。

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。

R2H26 H27 H28 H29 H30 R1

「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】

⑱『ＩＣＴ（愛して）とくしま推進』プロジェクト

【実施主体】
徳島県（Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０推進課），公益財団法人ｅ－とくしま推進財団 ※下線はＰＴリーダー

【期間】
　　平成２７年度～令和２年度

【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。

H29 H30 R１ R2

　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。

H26 H27 H28

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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基本目標　新事業創出・生産性向上
重点戦略　官民データの利活用の推進

【プロジェクト名】
⑲『Society5.0実装』プロジェクト

【実施主体】
　　徳島県（Society5.0推進課）・市町村・民間事業者等 ※下線はＰＴリーダー

【期間】
　　平成３０年度～令和２年度

【取組内容】
① 「とくしまIoT等推進ネットワーク」の運営

IoT等の技術を積極的に活用し、地域の課題解決や地域経済の活性化、県民サービスの
向上などに資する取組を、産学金官が一体となって技術・知見・ニーズを結集し、推進する

② 「とくしまIoTプラットフォーム」利用者拡大
「とくしまIoTプラットフォーム」を市町村、大学、県内企業等に開放
実証実験を行う者に対し、接続するまでの技術サポートを実施
集積したデータを用いて、AI等のビッグデータ解析による2次利用を促進

③ 「5G地域実感！体感機会創出事業」の実施
4K・360度VR映像による高度なウェブ会議の実証
市町村への横展開によりスマート自治体への転換を加速

【目標】
・5GやIoT、AI等の革新的技術による「とくしまSociety5.0」の社会実装
・産業、防災、医療、福祉等の幅広い分野における「地域課題の解決」や「地域経済の活性化」の推進

【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。

R2R1H29H26 H27 H28 H30

とくしまIoTプラットフォームサービス提供

利用サポートの実施

構築

整備

会員随時募集

とくしまIoTプ
ラットフォーム

とくしまIoT等
推進ネット

ワーク

設
立

情報交換・交流イベント実施

新しいソリューションの創出 「実装」に向けた取り組み

5G地域実感！体
感機会創出事業

各種先端技術を

駆使した会議の実証

とくしまSociety5.0
の社会実装

地域課題の解決、地域経済
の活性化を推進
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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】

⑳『マイナンバーカード利活用』プロジェクト

【実施主体】
　　徳島県（Society5.0推進課）・市町村・民間事業者等

【期間】
　　令和元年度～令和２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。

マイナポイントのPR及びマイキーＩＤ設定支援、県の事業における徳島県ポイントの活用等を通じて、マイ
ナポイント及び徳島県ポイントの利用を促進する。
県内消費した場合、マイナポイントに県独自のポイントを上乗せする徳島県版プレミアムポイント事業を実
施する。

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

マイナンバーカードのメリットを広く周知するとともに、市町村等と連携し、取得促進に向けたキャンペーン
を展開する。

・マイキーＩＤ設定支援

・自治体ポイント利用先拡充

マイナンバーカード取得促進

マイナポイント

県版プレミアム

ポイント事業
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基本目標　社会インフラ
重点戦略　高水準なICTインフラ環境の確保

【プロジェクト名】

㉑『ローカル5G』プロジェクト

【実施主体】
徳島県（スマート県庁推進課、Society5.0推進課、商工労働観光部、農林水産部、県土整備部、
病院局、南部総合県民局、西部総合県民局） ※下線はＰＴリーダー
ケーブルテレビ徳島（株）、日本電気（株）

【期間】
令和元年度～令和２年度

【取組内容】
①

②

第Ⅰ期：万代庁舎、中央テクノスクールにローカル５G環境（28GHz帯）を構築。

企業支援、技術者養成支援の実施！

第Ⅱ期：工業技術センター、中央病院と海部病院等にローカル5G環境（4.9GHz帯）を構築。

ローカル5G技術活用支援拠点の設置！最先端の遠隔医療・遠隔診断を推進！

第Ⅲ期：海部川、那賀川等に監視カメラを設置し、防災情報を5Gシステムで配信！

【目標】
「あらゆるものがつながる」Society5.0の環境基盤を構築し、5Gが広がる社会を徳島から全国に発信すること。

【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。

ローカル5G環境整備の第1歩として、28GHz帯の免許申請を実施。（R1.12.24）
総務省の検査実験等の対応をすすめ、万代庁舎及び中央テクノスクールに予備免許を取得。（R2.3.30）

産業分野、医療分野、防災分野等にローカル5G環境を構築し、県内企業によるローカル5G活用促進や
医療情報共有による県内チーム医療の推進、防災情報のタイムリーな発信の実現に取り組む。

R1 R2
４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月

第Ⅰ期

第Ⅱ期

第Ⅲ期

計画立案，

免許申請，

予備免許取得など

計画立案，

免許申請，

実験免許取得など

基地局設置（28GHz）

端末整備（最小限）

基地局設置（4.9GHz）

端末整備

基地局設置（4.9GHz）

端末整備

既存光ファイバ網を活用し全県展開！

防災情報をタイムリーに発信

ドローンや河川監視カメラによる

高精細な４Ｋ動画をリアルタイム伝送

『迅速かつ適確な災害対応！』

最先端の遠隔診療・遠隔診断

『医療情報共有の通信基盤による

県内チーム医療の推進！』

企業の５Ｇ環境構築を支援

『中央テクノスクール・工業技術センター

に５Ｇ環境を構築・企業向け研修実施！』

５Ｇで農業高度化・自動化支援

『スマート農業技術の実証・発信！』

５Ｇで臨場感のあるライブ会議

『双方向性の高い遠隔会議へ進化！』

パソコンを机から解き放つ

《県庁無線化の実現》

他課でも、会議室でも、

自宅でも業務継続が可能！

スケッチブックのように

常にパソコンを持ち歩いて

仕事ができる!!

Ｒ元～Ｒ２で整備

まずは万代庁舎

ペーパレスに対応！

Ｒ３から本格運用開始

徳島には５Ｇを支える

光ファイバ網がある！

全国屈指の光ブロードバンド環境を

最大限活用！県内ＣＡＴＶ事業者と

協力し、ローカル５Ｇ環境を構築

・ トップバッターとして

５Ｇの「地の利」を活かす

・ 全国知事会の政策提言の成果！

Ｒ元開始

全国に先駆けて

県でローカル５Ｇ免許申請

Ｒ２

万代庁舎、河川監視、遠隔医療、

企業等支援機関等から整備開始

ＶＲや４Ｋリアルタイム動画にも対応

地方における5Gモデルを

徳島から全国に発信！

5G対応計画 県庁スケッチブック計画 地域の課題解決
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