
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 最終評価 KGI KPI R2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
・４Ｋ・VR関連事業者数

・クリエイティブ産業育成事業
(4K・VR先進地徳島の発信、デ
ザインを活用した「商品・サー
ビス」の高付加価値化、クリエ
イティブ人材の育成） VS東京

オンリーワン
ナンバーワン

【総括】
新型コロナウイルス感染症の影響がある中で、「４Ｋ・ＶＲ徳島映画祭」のオンライン開催や「Ｗｅｂ研修ツール」を活用した人
材育成講座の開催など、ニューノーマルに対応した事業を実施した。関連事業者の集積や人材育成においても、順調に実績
を伸ばした。
特に人材育成の面では、クリエイティブプログラマー養成講座の受講経験者が起業したり、講座で制作した作品がゲームソ
フトとして商品化されるなど顕著な成果が挙がった。
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（１）新産業・新サービス

②官民データの利活用の推進

プロジェクト 最終評価 KGI KPI R2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 ・令和元年６月、テレプラ機構が解
散し、具体的な今後の展開は、描
けていない。
・一方、県内事業者がテレビを利
活用した平時の高齢者等の見守
りサービス、発災時の避難支援提
供サービスを商品化→「テレビメッ
セージ機能」により、コロナ禍にお
ける遠隔でのコミュニケーション
ツールとしても活用。

VS東京

【総括】
県内事業者により、テレビを活用した平時の見守りサービスが商品化され、コロナ禍において、宿泊施設や介護施設から問
い合わせが増加した。
また、美波町にサテライトオフィスを構える事業者が中心となり、「止まらない通信網」を整備し、避難訓練等に活用しており、
阿南市において「止まらない通信網」とデジタル放送を連携したパーソナル避難誘導に関する体験会が行われるなど、取組
が拡大した。

⑲
『Society5.0実装』 プロ
ジェクト

○

・IoTや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

・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
活用事例数（累計）

・「とくしまIoT等推進ネットワー
ク」の運営
・「5G地域実感！体感機会創
出事業」の実施 －

【総括】
県事業への参画をきっかけとして開発したセンサーを製品として、ビジネス化した事業者が現れるなど、とくしまIoTプラット
フォームの活用が順調に進んだ。
また、「とくしまＩｏＴ等推進ネットワーク」の会合を実施し、スマート農業について学ぶ機会を設けることで会員にとって有益な
情報を提供した。
さらに、ＮＴＴドコモとの間で連携協定を締結し、５ＧやＩｏＴ、ＡＩ等の革新的技術の社会実装に向けた動きを加速化した。

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 最終評価 KGI KPI R2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

・Society5.0先導！サテライト
オフィス全県実装事業等
・みなみで総活躍！まち・ひ
と・しごと次代承継事業のうち
サテライトオフィス誘致・深化
・にし阿波・外国人財誘致促
進事業

VS東京
オンリーワン
ナンバーワン

【総括】
神山町、にし阿波地域、四国の右下（県南地域）それぞれの強みを活かした取組みにより、サテライトオフィスの進出が順調
に伸び、１００名を超える地元雇用を生み出した。サテライトオフィス設置市町村数は、県内市町村の過半数を維持し、他地
域への広がりが見られた。また、進出企業の拠点化（循環型から滞在型への移行や本社機能の移転）に向けた取組みも推
進した。

（２）農林水産業
①AI,IoTをはじめICTを利活用した農林水産業の振興

プロジェクト 最終評価 KGI KPI R2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

【総括】
新型コロナウイルス感染症の影響がある中、SNSやオンラインを活用したプロモーションの展開、「Ｔｕｒｎ Ｔａｂｌｅ」でのイベン
トを通じた、「徳島の食」「徳島」の魅力発信や県産品の販路拡大、「阿波ふうどスペシャリスト」によるＳＮＳを活用した情報
発信を積極的に展開した。これにより「国内外メディア」への露出回数や「阿波ふうどに関する投稿件数」は順調に増加して
おり、県産農林水産物の認知度向上に大きく寄与した。
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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(4)
（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 最終評価 KGI KPI R2取り組み 案件種別

⑤

『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）

【基盤整備】
・「とくしまテレワークサポート
センター」機能の追加・拡充等
【人材育成】
・「とくしまテレワークサポート
センター」とe-ラーニングを活
用したテレワーカーの育成等
【受注創出】
・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
画等

VS東京
オンリーワン
ナンバーワン

【総括】
テレワーカー・テレワークコーディネーター育成研修会を行い、人材育成を図るとともに、正規雇用を実現するなど着実に実績
を積み上げた。
ウェブサイトの制作や管理・更新、イラスト素材作成業務など、会員のスキルを活かした業務を行っており、受注額の推移を
見ても、事業は順調に進んだ。
さらに「とくしまテレワークサポートセンター」の機能拡充や徳島県の「テレワーク活用ネットワーク会議」への参画など幅広い
活動を行った。
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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 最終評価 KGI KPI R2取り組み 案件種別

⑥
『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。

・阿波あいネット（参加施設
数、同意書取得件数）
・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）

・全県単位の医療情報ネット
ワーク「阿波あいネット」の普
及を図り、既存ネットワークと
連携しながら、質の高い医療
を提供（「参照のみ」の施設が
双方向連携を実現するための
方法を検討）（ユーザ登録を終
えた施設から順次、実証例
データの参照が可能）
・「阿波あいネット」に画像連携
機能を拡充し、医療機関間に
おいて「双方向」の画像連携を
実現（画像公開するための設
備整備）（画像相互参照基盤
の構築）

VS東京

⑦
『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

－

【総括】
プロモーションや県内イベントへの出展が行えないなど、新型コロナウイルス感染症の影響がある中、「阿波あいネット」の更な
る普及展開のため、Ｒ３年度の運用開始を目指し、「双方向」の画像連携を実現する設備整備や、画像相互参照基盤の構築を
実施した。
「阿波あいネット」の活用という点では、治療及び処方歴を参照し、投薬の参考としたり、重複検査の抑止に役立てるなどの効
果があった。
また、遠隔画像診断件数は順調に増加しており、読影医の負担軽減策も講じている。遠隔画像診断サービスが途切れること
なく提供できており、「読影医が不足する医療機関の画像診断を支援する」というＫＧＩをおおむね達成できた。
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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 最終評価 KGI KPI R2取り組み 案件種別

⑧
『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。

・有用な災害時共有情報の提
供数
・平均応答時間(秒)
・最新情報を提供できるシステ
ムと体制
・システムの無停止稼働

・総合情報通信ネットワーク運用
・災害時情報共有システム運用・
G空間プロジェクト
・新・県土防災情報管理システム
運用
・河川防災情報システム運用

現在、潮位データを公開させる
システムを構築中。
・土砂災害情報システム運用
・潮位情報システム運用

オンリーワン

【総括】
災害時情報共有システムの安定的な運用を行うとともに、避難所情報や危機管理型水位計（５３基）を用いて収集した河川
防災情報、潮位情報などの災害時共有情報の充実を図った。
また、すだちくんメールの登録者は順調に増加させ、災害情報の確実な伝達・共有を可能とする体制を整えた。

⑨
『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

・Wi-Fi利用回数
・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
・初期対応に着手するまでの
時間
・問い合わせに対する解決率

・公衆無線LANセンターサーバ更
改事業
・徳島県訪日外国人受入環境整
備事業助成金
・Tokushima Free Wi-Fiの民設へ
の段階的切替

VS東京

【総括】
災害発生時に自動で緊急時用ＳＳＩＤを開放する機能を実装するなどの災害時の機能強化、コスト削減と更なる利便性の向
上を図るためのTokushima Free Wi-Fiの民設への段階的に切り替えに向けた取組みなど、本プロジェクトの推進により、
Tokushima Free Wi-Fiの利用回数は好調に推移した。

UP
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健康で安心して暮らせる、安全で災害に強い社会(3)
（３）社会インフラ

①高水準なICTインフラ環境の確保

プロジェクト 最終評価 KGI KPI R2取り組み 案件種別

㉑ 『ローカル５G』プロジェクト ◎

「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。

・基地局設置数
・ローカル5G活用事例数
・5Gの端末台数

・第Ⅰ期：「28GHz帯」基地局
の整備
・第Ⅱ期：「Sub6帯」 基地局
の整備 VS東京

【総括】
全国に先駆けて、県でローカル５Ｇ免許を申請し、Ｒ２．９．２４に２８GHz帯（万代庁舎、中央テクノスクール）、Ｒ３．２．２６に
Ｓｕｂ６帯（農林水産総合技術支援センター）の本免許を取得した。
防災・医療・産業・農林水産などの幅広い分野でローカル５Ｇ環境を構築して社会実装を進め、高水準なＩＣＴインフラ環境の
確保に大きく寄与した。

（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 最終評価 KGI KPI R2取り組み 案件種別

⑩
『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」の構
築を目指す。
・「自立・分散型電源」導入支
援事業

VS東京

【総括】
エネルギーの地産地消に資する小水力発電や住宅の脱炭素化を推進するＺＥＨへの補助などの取組みにより、ＫＰＩ（小水
力発電導入地域、新築戸建の年度ＺＥＨ率）は堅調に推移した。
くらしのＧＸ化の促進により、災害にも強いグリーン社会を実現する、「スマート社会とくしま」の構築に向けて、取り組んだ。
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（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 最終評価 KGI KPI R2取り組み 案件種別

⑪
『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

【総括】
徳島版交通シミュレーション「ＡＶＥＮＵＥ－Ｓ」による、状況（大規模災害や大規模店舗の開店など）ごとの交通流の検証を
行い、活用実績を重ねた。また、交通シミュレータ及びプローブ情報の有効活用を推進するため、意見交換を実施するなど、
取組に広がった。
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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 最終評価 KGI KPI R2取り組み 案件種別

⑫
『行政データオープン化』
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サイ
トの運用

・オープンデータ数
・オープンデータ取組市町村
数
・総合地図提供システムに登
録された情報の数
・総合地図提供システムに登
録された情報の数のうち、防
災・減災以外の情報の数
・総合地図提供システム平均
アクセス数

・オープンデータポータルサイ
ト（Our Open Data）の改修
・Our Open Dataの充実
・オープンデータに関する市
町村の支援
・徳島県データ利活用推進会
議開催
・地図情報の公募
・eラーニングによる職員研修
・システムの安定運用
・追加情報のデータ登録支援

オンリーワン

【総括】
庁内及び市町村に対して保有データのオープンデータ化を依頼し、KPI（オープンデータ数）は、目標を達成できる見込みと
なった。本県のデータ活用基盤であるオープンデータポータルサイト（Our Open Data）の運用をＨ２７年４月から開始し、より
使いやすくするため新機能を追加する改修をＲ２年度に行った。
また、市町村を個別に訪問する等の支援を行うことにより、令和２年度末までに県内全市町村においてオープンデータの取組
を開始し、一定の成果を挙げた。
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②行政の効率化

プロジェクト 最終評価 KGI KPI R2取り組み 案件種別

⑬
『市町村システムクラウド化
推進』プロジェクト

◎

平成28年1月からスタートする
社会保障・税番号制度に向け
て、市町村において着実な制
度導入と、事務の効率化や関
連経費の軽減を図るため、番
号制度導入に併せた市町村シ
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

・国が進める地方自治体シス
テムの標準化に関して状況を
注視し、適宜市町村との情報
共有を行う。
・令和２～３年度にクラウド導
入予定の１０市町について，ク
ラウド導入に係る調達業務の
支援等を行う。

オンリーワン

【総括】
Ｒ３年度末までにクラウドを導入又は導入予定である市町村数は２０となり、プロジェクトの推進により、市町村システムのクラウド
化は着実に進んだ。
クラウド未導入の４市については、国の施策の動向を注視しつつ、各市の状況について細やかに確認しながら、支援を行った。

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

◎

・災害発生時に，県による十分
な対策によって「生命・身体・財
産が守られた」と県民が実感で
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
維持しつつも，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

・庁内システムへの集約で
ハードウェア資源の最適化
・効率的で経済的な運用
・バースト・トラフィック時への対
応

・庁内クラウド運用
・庁内クラウドの再構築
・庁内クラウド災害対策運用訓
練

オンリーワン

【総括】
コロナ禍にあって、業務の継続が厳しく求められる中、庁内クラウドの再構築は令和２年８月に完了した。
また、負荷試験等の必要に応じて実施し、災害時の業務継続性を確保するとともに、テレワークをはじめ多様な働き方への対応を
進めた。
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②行政の効率化

プロジェクト 最終評価 KGI KPI R2取り組み 案件種別

⑮ 『働き方改革』プロジェクト
◎

・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」
・ＡＩやＲＰＡの活用による「行政
の効率化」
の両立を図る。

・モバイルワーク利用人数(累
計)
・サテライトオフィス利用人数
(累計)
・在宅勤務利用人数(累計)
・「知見」の抽出とアクション
・RPA適用作業数

・テレワーク
・在宅勤務
新型コロナウイルス感染拡大
予防に活用

<在宅勤務実施者>
R元:74名→R2: 480名
・県庁版サテライトオフィス
・モバイルワーク
・RPAの利活用
・全庁総合FAQシステム
・とくしま丸ごとAIコンシェル
ジュ
・自動文字起こし、AI要約サー
ビス

VS東京

【総括】
本プロジェクトの推進により、必要性が高まっているテレワークやウェブ会議等に対応でき、ＫＰＩは順調に推移した。
また、ＲＰＡの適用作業数（シナリオ数）の拡大を図り、「全庁総合ＦＡＱシステム」や「とくしま丸ごとＡＩコンシェルジュ」などＡＩを活用
したＦＡＱシステムの運用、県ホームページの記事を要約し、県公式Ｔｗｉｔｔｅｒにツイートする実証実験を行うなど、業務の効率化を
図り、ニューノーマルへの対応から働き方改革へと繋がる取組を推進できた。

利便性の高い電子行政サービスが提供される社会(3)
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②行政の効率化

プロジェクト 最終評価 KGI KPI R2取り組み 案件種別

⑳
『マイナンバーカード利活
用』プロジェクト ◎

・Society5.0の実現に向けて、
官民のオンラインサービスの
基盤となるマイナンバーカード
の利活用を促進し、カード取得
率の向上を図る。
・マイナンバーカードを活用し
た自治体ポイントの普及拡大
を図り、地域経済の好循環を
創出する。

・県内自治体ポイント利用額
・マイナンバーカード取得率

・マイナポータルを活用した特
別定額給付金のオンライン申
請
・マイナポイントの利用促進
・徳島県版プレミアムポイント
事業の実施
・県市町村協同キャンペーンを
通じたマイナンバーカードの取
得促進

－

【総括】
国のマイナポイント事業に合わせ、県内消費した場合に、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
施するなどの取組により、Ｒ２年９月～Ｒ３年２月のマイナンバーカードの申請数及び交付率がともに、人口比で全国１位となり、プ
ロジェクトの成果が挙がった。

UP
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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 最終評価 KGI KPI R2取り組み 案件種別

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

◎

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
・質の高い英語教育
・GIGAスクール構想の推進
によるオンライン教育の充実

オンリーワン
ナンバーワン

【総括】
「徳島県GIGAスクール構想」を掲げ、国が対象とする「義務教育段階の１人１台端末」に加え、本県独自に「県立高等学校、
特別支援学校高等部、私立高等学校の生徒１人１台端末」を整備するなど、オンライン教育環境を充実させた。
また、電子黒板の導入、活用や英語授業におけるデジタル教材の活用も順調に進んだ。
さらに、デジタル技術を活用した授業についての教員研修の実績を重ねた。

UP
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リテラシーが高く、実践的なＩＣＴ人材を育む社会（2）

（１）人材育成・教育
③実践的なＩＣＴ人材の育成

プロジェクト 最終評価 KGI KPI R2取り組み 案件種別

⑰
『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
・会員企業における新規地元
雇用者数
・県内企業の開発したOSS製
品の導入団体数（累計）

・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

オンリーワン

【総括】
技術者育成のためのＯＳＳ勉強会や交流サロンの実施、イベントへのブース出展を通じて、地元企業が開発したＯＳＳ製品の
販路開拓を支援する等、多くの取組みを行ってきた。
その結果、OSSの開発技術者数、新規地元雇用者数ともに順調に増加しており、プロジェクトの成果が挙がった。

⑱
『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
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
ム実施

－

【総括】
これまで１０回にわたり、ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞を実施し、「ニューノーマル大賞」を設けるなどの工夫を凝らしながら多くの
作品を募集することで、作品のテーマが明確化され、質の向上につながるなどの効果があった。
またとくしまＩＣＴバザールやＩＣＴ（愛して）とくしまフォーラム等のイベントを通じて、異業種間の人材交流や学びの場を創出し
実践的なＩＣＴ人材の育成に寄与した


