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Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0推進課

『Society5.0実装』プロジェクト



『Society5.0実装』プロジェクトの位置づけと目標

重点戦略“官民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（令和２年度までの目標）

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

県民から見た利便性
人口減少、高齢化が進む中、地域課題解決を図り、
これから発展していく姿を示すことができているか
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プロジェクト推進体制図

協働事業の該当　なし
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推進メンバー
・Society5.0推進課情報企画担当
・Society5.0実装統括本部
　（庁内組織・本部長：副知事）

プロジェクトリーダー
 

中野 誠司（Society5.0推進課）　　　　

管理責任者
佐光 正夫（Society5.0推進課長）

アーキテクチャー
佐光 広格（スマート県庁推進課 業務改革・セキュリティ担当室長） 　

IoTプラットフォームサービス提供及びサポート
ソフトバンク株式会社

とくしまIoT等推進ネットワーク
（事務局 Society5.0推進課）

令和３年２月１５日現在８２団体

とくしまSociety5.0実装支援
株式会社NTTドコモ

とくしまSociety5.0実装

に向けた連携協定

とくしまｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ4.0の推進

に向けた包括連携協定
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『Society5.0実装』プロジェクト概要１

「とくしまIoT等※推進ネットワーク」

「とくしまIoTプラットフォーム」

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。

※IoT等とは：IoTに関連して技術革新が進む、ビッグデータ解析、AI
（人工知能）、ロボット等の技術の総称として用いる。

• 「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AI等のビッグデータ解析
により、二次利用を促進。
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『Society5.0実装』プロジェクト概要２

５Ｇを活用した地域課題解決を推進し、地方創生を実現！

５Ｇを活用したSociety5.0実装に向けた取組



プロジェクトの成果の評価指標

利便性
少子高齢化に対応した、生産性を劇的に押し上げるイノベ－ショ
ンの実現

継続性
Society5.0の実現に向け、国が積極的に推進

横展開
産学官連携組織「とくしまIoT等推進ネットワーク」会員数

他者のIoTプラットフォームとの連携によるデータ収集

総合評価
とくしまIoTプラットフォーム活用事例数

(注*: 専門調査会による設定)

*
KPI
－

－

①
－

②
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① 産学官連携組織「とくしまIoT等推進ネットワーク」会員数

目標・目標値（ＫＰＩ）
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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

令和
元年度

令和
2年度

　　　　

とくしまIoT等推進ネット
ワーク会員数（累計）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

60者

70者

73者

80者

83者

設定

実績

注: 上段は設定値（KPI）、下段は実績値。

② とくしまIoTプラットフォーム活用事例数

注: 上段は設定値（KPI）、下段は実績値。

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

令和
元年度

令和
2年度

　　　　

とくしまIoTプラットフォーム
活用事例数（累計）

－

－

－

－

－

－

－

－

7件

7件

20件

13件

30件

15件

設定

実績

令和3年3月末時点見込み活用事例

１ ）水道メータデータ収集（阿波市/ソフトバンク）

２ ）避難力向上につながる活動へのポイント付与（美波町、Skeed）

３ ）海水温度等データ収集（県水産研究課、Skeed）

４ ）サルの位置情報収集（県資源環境研究課）

５ ）雨量データ収集（県砂防防災課）

６ ）オフィス環境（温度，湿度，照度等）可視化（四電工）

７ ）オフィス環境（温度，湿度，照度等）可視化(県Society5.0推進課)

８ ）雨量計（三好市、電信）

９ ）配水池水位の測定（三好市、電信）

10 ）河川水位の測定（三好市、電信）

11 ）害獣駆除における「くくり罠」用捕獲センサー（三好市、電信）

12 ）冠水センサーの実証実験（ニタコンサルタント）

13 ）配送業務等の効率化（スタンシステム）

14 ）駐車場満空等管理実証実験

　　　（県都市計画課、四国建設コンサルタント）

15）駐車場満空等管理実証実験

　　　（県都市計画課、日本システム開発）



平成３０年度 令和元年度
令和２年度

4～6月 7～9月 10～12月 １～３月

とくしま
IoT等推進
ネットワー

ク

とくしま
IoTプラット

フォーム

５G地域実
感！体感機
会創出事業
(ＶＲ関連)

実施スケジュール（令和２年度）
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H30.8.1
運用
開始

・ネットワーク会合の開催
・ネットワーク通信（メールマガジン）発行

とくしま
ICTバザ
ール出展

Web×IoT
メイカーズ
チャレンジ

IoT
人材育成
講習会

H30.7.18
設立

　　　　

　　　　　　　　　　・サービス提供
　　　　　　　　　　・利用サポート

Web×IoT
メイカーズ
チャレンジ

「実装」に向けた取り組み
IoT･AI利活用
モデルの構築

・集落機能維持
　モデル構築
・IoT・AI等ソリュー
　ション創出支援

・事業の委託

・各種先端技術を駆使した会議の実証

IoT体験
セミナー

IoTﾈｯﾄ
ﾜｰｸ会合

とくしまビジネス
チャレンジメッセ出展
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令和２年度における取組内容

取組２ ５Ｇを活用したSociety5.0実装に向けた取組

取組１「とくしまIoT等推進ﾈｯﾄﾜｰｸ」及び 「とくしまIoTﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」の運営

★①「とくしまIoTプラットフォーム」利用者拡大に向けた取組

★②IoT人材育成イベントの開催
　　　　　-　Web×IoTメイカーズチャレンジin徳島、IoT体験セミナーin徳島

★③とくしまIoT等推進ネットワーク会合を開催

　　　　　-　ネットワーク会員相互の取組紹介や意見交換のための場の提供

　　　メールマガジン「ネットワーク通信」の発行（月1回程度）
　　　　　-　ネットワーク会員に対し、国の最新情報や本県の取組等を情報発信

★④「とくしまSociety5.0の実装に向けた連携協定」を締結

　　　４Ｋ・３６０度ＶＲ映像による高度なウェブ会議の実証

★⑤VR技術の紹介（イベントでの体験等）

【令和２年度予算：10,616千円（「とくしまＩｏＴプラットフォーム」利活用モデル推進支援事業）】

【令和２年度予算：6,000千円（５Ｇ地域実感！体感機会創出事業）】

★印：次ページ以降で詳細説明あり



進捗状況と成果  （Ａｓ Of 令和３年３月８日）取組①
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★①「とくしまIoTプラットフォーム」利用者拡大に向けた取組

　・令和元年度の「IoT利活用による集落機能維持モデル構築事業」及び
　　「とくしまIoT・AI等ソリューション実装化事業」採択事業のアフターフォロー

　・実証実験を検討されている事業者に対し、ヒアリングによりニーズの掘り起こしを実施。

　・とくしまIoT等推進ネットワーク会員に対し、とくしまIoTプラットフォーム及び
　 運営事業者を紹介。

　・県HPのとくしまIoT等推進ネットワーク紹介ページにとくしまIoTプラットフォーム
    紹介記事を掲載。

[成果]

 とくしまIoTプラットフォームの活用　

　　　とくしまIoTプラットフォーム登録者数：27団体、登録デバイス数：52台　

 新ビジネスへの展開　（例　（株）電信 - 害獣捕獲センサー、水位計など）

　　　県の事業への参画をきっかけとして開発したセンサーが
　　　新しいソリューションとして販売スタート。

　　　⇒とくしまIoTプラットフォームが新しい製品・サービスの誕生に貢献
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『 Web×IoTメイカーズチャレンジ in 徳島 』（オンライン開催）
■ハンズオン講習会
令和２年10月24日(土),10月25日(日)

『基礎から学ぶ
 ｢IoT体験セミナーin徳島」 』
（オンライン開催）
　令和２年12月2日(水)
　 ・ IoTの基礎知識
　 ・ IoTの技術・関連法制度
　 ・ IoTの活用(課題設定・ワークショップ)

活 動 状 況

進捗状況と成果  （Ａｓ Of 令和３年３月８日）取組①

　■ハッカソン
　令和２年11月28日(土),11月29日(日)

ハンズオン講習で
学んだ技術を
活かして
IoT作品を
チーム毎に制作

小型ボードコンピュータ
「micro:bit」上に構
築されたプログラミング
環境「CHIRIMEN 
with micro:bit]
を使って、センサーやモ
ータの制御を学習

＊総務省「IoT機器等の電波利用システムの適正利用のための
　 ICT人材育成事業」を活用

★②IoT人材育成イベントの開催

[成果]
IoT人材の育成に寄与した

IoTの導入を検討する企業に対し、セミナーを通じた支援が行えた



進捗状況と成果  （Ａｓ Of 令和３年３月８日）取組①
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・日時：令和３年１月２９日（金）　場所：県立農林水産総合技術支援センター

・現地とオンラインのハイブリッド開催（現地参加15名、オンライン参加20名）

・会員等による取組発表　スタンシステム(株)、ソフトバンク(株)、(株)ドコモCS四国

　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産総合技術支援センター研究員

・農林水産総合技術支援センターにおけるICTを活用したニンジン栽培圃場見学

【参加者の声】　　「実用レベルの話を具体的に聞くことができてよかった。」

　　　　　　　　　　　「農業の奥深さを改めて認識できた。」

　　　　　　　　　　　「今後も実証も含めて、（ICT活用の）事例の発表をしてほしい。」　など

★③とくしまIoT等推進ネットワーク会合を開催

[成果]
ネットワーク発足から約２年半で会員数が８３者となった

過去４回のネットワーク会合の開催を通じて、取組の発表及び会員同士の情報交換を行えた



進捗状況と成果  （Ａｓ Of 令和３年３月８日）取組②
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★④「とくしまSociety5.0の実装に向けた連携協定」を締結 　　
　　徳島県と（株）NTTドコモとの間で、

「とくしまSociety5.0の実装に向けた連携協定」を締結（令和2年6月12日）
　　⇒医療分野、農林水産分野、教育分野で５G等の技術を活用した取組について協議開始

協定締結式の様子

★⑤とくしまﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾚﾝｼﾞﾒｯｾに「VR体感ブース」出展

ブース出展の様子

（令和2年11月16日、18日）

2日間で延べ150名の方がVRを体験

・展示１　アバター会議システム

・展示２　Media360映像配信ｻｰﾊﾞ及び360度ｳｪﾌﾞ会議ｼｽﾃﾑ

・展示３　VR観光体験コーナー

[成果]
Society5.0実装に向けた体制が整備できた

イベント参加者にVRを活用した未来型のウェブ会議システムを体験していただけた



案件種別

「vs東京」案件として                 （□該当あり・ ☑該当なし）

「オンリーワン」案件として        （□該当あり・ ☑該当なし）

「ナンバーワン」案件として       （□該当あり・ ☑該当なし）
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参考情報URL等

とくしまIoT等推進ネットワーク会員募集中！
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5019763/

徳島県IoT推進ラボ
https://local-iot-lab.ipa.go.jp/lab?k=tokushima-pref-iot

とくしまIoTプラットフォーム
https://sites.google.com/tokushimaiot.info/index
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