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地方創生に資する「地域情報化大賞」受賞事例 
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  日時：平成２７年３月６日（金） 
      12:30～16:30（予定） 
  場所：東京ビッグサイト 
  主催：総務省、慶應義塾大学SFC研究所、 
      国際大学GLOCOM、日本経済新聞社 
  後援：Innovation Nippon、APPLIC 
  
  １. 開会挨拶（総務大臣） 

  ２. 基調講演 
     増田 寛也氏  日本創成会議 座長 

  ３. 表彰式 
    大賞、部門賞、優秀賞など 

  ４. 受賞者によるパネルディスカッション 

表彰式（地域ＩＣＴサミット）の開催 ○大賞 【総務大臣賞】 
 ・ NPO法人 日本サスティナブルコミュニティセンター（京都府京都市）

（「ポケットカルテ」及び地域共通診察券「すこやか安心カード」） 
 ・ 東白川村（岐阜県）（フォレスタイル 森の恵みに満ちた暮らし方提

案ウェブサイト） 

○地域活性化部門賞 
  NPO法人 グリーンバレー（徳島県神山町）（日本の田舎をステキに

変える「サテライトオフィスプロジェクト」 等） 

○地域サービス創生部門賞 
  株式会社データホライゾン（広島県広島市）（ICTを用いた広島県呉

市における「データヘルス」の取り組み支援） 

○特別賞 
 ・ 塩尻市（長野県）（センサーネットワークによる鳥獣被害対策） 
 ・ NPO法人 地域情報化モデル研究会（青森県青森市）（地域の埋

もれた魅力を浮上させる青森県観光モデル） 
 ・ 一般社団法人みらいサポート石巻（宮城県石巻市）（石巻市におけ

るGIS,AR技術を利用した「防災まちあるき」） 

○奨励賞（実施主体名のみ） 
  愛南町（愛媛県）、高森町教育委員会（熊本県）、千葉市（千葉県）、
株式会社デジタルブティック（東京都港区）・豊後高田市（大分県）、東
峰テレビ（福岡県東峰村）・（一社）八百万人（東京都杉並区）、バー
ズ・ビュー株式会社（東京都文京区） 

「地域情報化大賞」の創設 

 地方創生に資するICT利活用の優良モデルを全国に普及展開していくため、公募した先進事例（約百件）から
優良事例を選定し、「地域情報化大賞」として表彰。ノウハウ等の全国的な情報共有・横展開を促す。 
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地方創生に資する「地域情報化大賞」の創設 

独創性・先進性、継続性、横展開、
ICT利活用、住民参加、波及効果
等を踏まえ審査 

審査 
（審査会） 

応募 

 地方が抱える様々な課題（人口減少、少子高齢化、地域経済の衰退、医師不足、災害対応等）を解決する
ため、それぞれの地域においてＩＣＴを活用した様々な取組がなされている。 
 そこで、地方創生に資するICT利活用の優良モデルを全国に普及展開していくことを目的として、先進的な
地域情報化事例を広く募集して「地域情報化大賞」として表彰することにより、ノウハウ等の情報共有を促す。 

 自治体やNPO、地域団体、民間企業等が、地域の自律的な創意・工夫に基づいて、ICTを利活用し、地域課
題の解決に取り組んでいる先進的な事例 
（例）移住促進、育児支援、シニア人材活用、災害対応、医療サポート、教育の情報化、行政効率化、観光振

興、地場産業活性化、雇用創出 等 

募集対象 

（１）地域活性化部門（公共部門） 
（２）地域サービス創生部門（民間部門） 

募集部門 

○大賞          ２件 （総務大臣賞） 
○部門賞 各部門   １件 
○特別賞    ３件   
○奨励賞          ８件       
※表彰式イベントを平成２７年３月６日（金）に都内で開催 

表彰の種類 

自
治
体
、
N
P
O
、
地
域
企
業
等
 

優
良
事
例
を
表
彰
し
、
 

全
国
へ
の
普
及
・
展
開
を
促
進
 

募集期間 
平成２６年１０月３１日（金）～１１月２８日（金） 

選出 

９４件の応募 
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○大賞 【総務大臣賞】 
 ・ NPO法人 日本サスティナブルコミュニティセンター（京都府京都市）（「ポケットカルテ」及び地域共通診察券「すこ

やか安心カード」） 
 ・ 東白川村（岐阜県）（フォレスタイル 森の恵みに満ちた暮らし方提案ウェブサイト） 

○地域活性化部門賞 
  NPO法人 グリーンバレー（徳島県神山町）（日本の田舎をステキに変える「サテライトオフィスプロジェクト」 等） 

○地域サービス創生部門賞 
  株式会社データホライゾン（広島県広島市）（ICTを用いた広島県呉市における「データヘルス」の取り組み支援） 

○特別賞 
 ・ 塩尻市（長野県）（センサーネットワークによる鳥獣被害対策） 
 ・ NPO法人 地域情報化モデル研究会（青森県青森市）（地域の埋もれた魅力を浮上させる青森県観光モデル） 
 ・ 一般社団法人みらいサポート石巻（宮城県石巻市）（石巻市におけるGIS,AR技術を利用した「防災まちあるき」） 

○奨励賞 
 ・ 愛南町（愛媛県）（ICT利活用による次世代型水産業の実現） 
 ・ 高森町教育委員会（熊本県）（教育の情報化を基盤とした誇りと夢と元気を生み出す人づくり町づくり） 
 ・ 千葉市（千葉県）（ちばレポ 市民と行政をつなぐ新しいコミュニケーションツール） 
 ・ 株式会社デジタルブティック（東京都港区）・豊後高田市（大分県）（WorkSmart＠豊後高田市） 
 ・ 東峰テレビ（福岡県東峰村）・（一社）八百万人（東京都杉並区）（住民ディレクター発！ＮＨＫ大河ドラマ追走番組

プロジェクト） 
 ・ バーズ・ビュー株式会社（東京都文京区）（e-MATCHによる奈良県の救急医療体制改善への支援） 

地方創生に資する「地域情報化大賞」 表彰結果 
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・ 利用者数が急速に拡大。登録会員（カード保有者）数約４万５千人。 

・ 医療機関・薬局等も多数参加。 

  対応医療機関     18病院、34診療所、調剤薬局    602局。 

・ 医療機関等から利用料を徴収。公的資金に頼らずに自立的・継続的に事業運営。 

・ 近隣府県（大阪府、兵庫県、奈良県）や神奈川県、愛知県（名古屋市）等、７地域へ展開中。 

ＩＣＴによる地方創生の事例（京都府京都市） 

地域住民が効率的で安心できる連携医療環境を実現 

 NPO法人日本サスティナブル・コミュニティ・セン
ター（京都市）が、医療機関の減少や負担増という
課題に対処するため、通常医療機関毎に管理され
ている住民の診療・投薬履歴を、医療機関等が連
携してクラウドで一元管理し、利用者がスマートフォ
ンやケーブルＴＶ等インターネット経由で自ら確認・
管理する仕組みを構築 
 併せて地域共通診察券を発行 
 
 地域住民が、様々な端末から自己の医療履歴を
無料でかつ安心して確認できるシステムを確立 

地域住民の医療履歴をクラウドで一元管理し、効率的な受診を可能に 
（京都市発「ポケットカルテ」及び地域共通診察券「すこやか安心カード」プロジェクト） 

本法人は、総務省からの支援により、「ユビキタス特区」事業（Ｈ21年度）、地域ＩＣＴ利活用広域連携事業（H2２～2３年度）を実施、調査研究委託へ参加（平成２５年度）。 

※平成26年10月時点 

（京都市内） （全国） 

＋ 

クラウドで医療関連
情報を一元化 

診療所 病院 

利用者（登録会員） 

スマートフォン、 
PC等で情報を利用 

CATV経由で 
情報を利用 

薬局 

共通診察券 
○○花子 ・カード１枚で連携機関等を受診可能 

・ID認証機能により自動的に情報取得 

各医療機関が連携 
①診療情報・投薬情報の共有 
②運営費用の共同負担 

地方創生に資する 
「地域情報化大賞」 

大賞受賞 
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村の基幹産業である林業・建築業の６次産業化を実現 

    ・ 第３回全国村長サミットにおいて、「村オブザイヤー（最優秀賞）」を受賞 

    ・ 国産材を利用した住宅建築の受注件数１１８件、売上高約３１億円 
東京都の顧客からも受注するなど、新規顧客の獲得に貢献 

    ・ 村の森林組合木材出荷量増（約４８％増加）、建設業の売上増（約７０％増加）、村民の
一人あたり所得増（約１６％増加）に貢献 

 東白川村が、内外の住宅建築予定者向けに、住宅の
間取り・費用を自由に設計できるシミュレーションシステム
と、代理人（村役場職員）が最適な建築士や工務店を
マッチングできる仕組みを構築 
 村内の基幹産業である材木加工、住宅建築などの関係
者が一体となって参加・協力 
 
 
 高品質で安価な産直国産材を利用した、デザイン性・機
能性の高い住宅建築を村外からも手軽に受注できる環
境を実現したことで、林業・建築業の収入増等に寄与 

総ひのき注文住宅を村から街へお手軽ネット直販 
（岐阜県東白川村の林業高度化プロジェクト） 

岐阜県東白川村は、総務省からの支援により、ICT利活用事業（H20～21年度、国産材利用向上システムを構築）を実施 

地元国産材を利用した家づくり 

東白川村の東濃ひのき（国産材） 
綺麗な木目と高い耐久性が特徴 

※H21～25年度実績 

顧客 代理人 
（村役場） 

建築士 

工務店 

建築士 

工務店 

設計・見積りから建築・施工
までをインターネット経由で 

ワンストップ処理可能 

①設計シミュレー
ションシステム 

②マッチング
サポート 

相談・紹介から 
施工管理まで 
安心サポート 

フォレスタイルプロジェクト 

ゲーム感覚で設計 

＜※他地域への横展開のため、システムの無償譲渡も容認＞ 

※最近３年間の比較 

地方創生に資する 
「地域情報化大賞」 

大賞受賞 

ＩＣＴによる地方創生の事例（岐阜県東白川村） 5 



ＩＣＴによる地方創生の成功事例（徳島県神山町モデル） 

首都圏のＩＣＴベンチャー系企業等※を対象に本格展開 

徳島県内４市町※に、２７社が２２拠点に進出 
        ５２名の地元雇用を創出 

３年間で７６世帯１１３名が移住 （徳島市を除く） 

神山町ではH23にS45以降、初めて「社会増」が「社会減」を超過 
（３年間で５１世帯８１名が移住） 

 徳島県は、カバー率98.8% のFTTH網と公設民営
方式の光CATV（加入率88.3%）を全県域に整備し、
全国屈指の高速ブロードバンド環境を実現。 
 オフィス開設・運営費用への補助（通信費、古民家
改修費用等）などの支援も充実 

 過疎地域にサテライトオフィスを整備、 ICTベン
チャー系企業の誘致を推進 

テレワークによる定住・移住促進、人口増加に貢献 
（徳島県神山町等のサテライトオフィスプロジェクト） 

 神山町は、総務省からの支援により、 
 ・基盤整備事業（H12, 16年度に総額約3億円、神山町の地域公共ネットワーク等を整備）、 
 ・利活用事業（H19～21年度に総額約9千万円、神山ワーク・イン・レジデンスのWebシステム等を整備）を実施 

※クラウドサービス企業、情報配信サービス企業、Webデザイン
企業、デジタルコンテンツ制作企業、法律事務所等 

※神山町、美波町、 
  三好市、徳島市 

古民家や蔵を改装したサテライトオフィス 

（Ｈ２７．３．１ 現在） 

地方創生に資する 
「地域情報化大賞」 

部門賞受賞 
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・ ジェネリック医薬品への切り替えによる医療費削減効果約１億5千万円（平成25年度実績） 

・ 糖尿病予防指導対象者からの透析移行者は０名 （平成22年度～25年度の指導対象は260名） 

・ 削減された医療費により約50人の雇用を創出（看護師等） 

・ 法改正により、平成26年度から全ての保険者において「データヘルス計画の策定」が 
 義務付け 

ＩＣＴによる地方創生の事例（広島県広島市） 

医療費の適正化と住民の健康維持管理に貢献 

 株式会社デ－タホライゾン（広島県広島市）が、 
広島県呉市の医療費削減や健康寿命の延伸  
といった課題に対処するため、レセプト（診療報酬
明細書）をデータ化し、保健事業を実施するに  
あたって参考となる情報を国民健康保険の事業主
体である呉市に提供するサービスを実施 
 
 
 医療費の削減・適正化や健康寿命の延伸等に
貢献 

レセプト・健診データの分析による医療費適正化 
（ICTを活用した予防医療の強化等による医療費の適正化） 

呉市（保険者） 被保険者 

①ジェネリック医薬品への切り替え、
②重複投薬の排除、 
③予防医療の強化 
等を実施 

レセプトの電子化 
医療費分析 

地方創生に資する 
「地域情報化大賞」 

部門賞受賞 

＋ 

医療機関 
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効率的・効果的な鳥獣被害対策に貢献 

  塩尻市が同市内の北小野地区において、水田周辺に獣検知セ
ンサーや罠捕獲センサーを設置。 
 
  獣検知センサーが獣を検知すると、①サイレン音やフラッシュ光で
獣を追い払うとともに、②検知情報がクラウドを介して農家や猟友
会に地図付のメールで配信され、迅速な追い払いや捕獲に寄与。 
 罠捕獲センサーが罠に獣が掛かったことを検知すると、その情報
がクラウドを介して農家や猟友会に地図付のメールで配信され、罠
に掛かった獣の迅速な撤去に寄与。（平成24～25年度：計６匹を
捕獲） 

効率的・効果的な鳥獣被害対策に貢献 
（長野県塩尻市のセンサーネットワークを活用した鳥獣被害対策） 

長野県塩尻市は、総務省からの支援により、ＩＣＴ街づくり推進事業（H24～25年度）を実施。 

北小野地区（稲作面積約27ｈａ（※1））における実証の結果、 
被害面積が減少、稲作収入の増大が期待。 

平成２３年度 
平成２４年度 
（実証１年目） 

平成２５年度 
（実証２年目） 

被害面積（※２）[％] ８５ ２０ ０ 

稲作収入（※３）[万円] ３５４ １,８９０ ２,３６２ 

※１ 塩尻市全体の稲作面積（約７００ｈａ）の約４％  ※２ 地元農家への聞き取り調査に基づき、日本ソフトウェアエンジニアリング株式会社が推計 
※３ 耕作可能面積及び１ｈａ当たりの平均稲作収入を基に、日本ソフトウェアエンジニアリング株式会社が推計 

 クラウド 

追尾センサー 

サイレン音 
フラッシュ光 

地方創生に資する 
「地域情報化大賞」 

特別賞受賞 

ＩＣＴによる地方創生の事例（長野県塩尻市） 8 



 

  県外からの観光客の増加：１０％増 
  観光消費の増加：宿泊費 １９％増 
             域内交通費 ２４％増 

観光客誘致による地元消費増加に貢献 
（青森県発の民間による自立運営型の観光クラウドの全国展開） 

基本的な観光スポット 
情報を自治体や公共 
セクターがデータ提供 

食べる、遊ぶ、買う等
の追加情報を地元の
店等が掲載可能 

鮮度の高い地元情報にも接することが可能 
効率的な旅行計画が作成可能 

  

地元ならでは
の情報を発信 

観光クラウド 
地域の公共及び民間の保有する 
観光情報を様々な角度から提供 

スマホ等で閲覧 

利用者 
（旅行者） 

自治体 
公共セクター 

地域住民 民間 
セクター 

平成24年青森県観光入込客統計等より作成 

 観光客が地元の生きた情報を基に自在
に観光ルートを設計できるシステムを民間
ベースで開発 
 
 自治体や観光協会等が連携し、域内の
観光情報を発信・掲載、埋もれた観光ス
ポットの開拓にも貢献 
 民間ベースで自立的に運営し、効果的に
観光客を誘致 

・利用者本位の生きた情報を表示
し、周遊動線を誘導 

・域内の埋もれた観光スポットに
観光客を誘致 

観光ルート設計時の画面 

青森県発の観光クラウドが 
全国５０の地域・団体※に展開 
  ※岩手県、宮城県、福島県、群馬県、静岡県、愛媛県、山口県等  

青森県五所川原市は、総務省からの支援により、ICT利活用事業（H21年度、観光クラウドシステムを構築）を実施 

青森県内30市町村・団体に展開 
域外からの観光客の誘致、 

地元における消費の増加に貢献 

（H23→H24） 
※レンタカー含む 

地方創生に資する 
「地域情報化大賞」 

特別賞受賞 

ＩＣＴによる地方創生の事例（青森県青森市） 9 



・ アプリ公開時からのダウンロード数 1,５００以上 （平成26年12月現在） 

・ 「防災まちあるき」体験者 829名（7７回） （平成26年3月～12月実績） 

・ 宮城県内での被災地状況紹介アプリや東北６県ガイドアプリ開発へ参画 

ＩＣＴによる地方創生の事例（宮城県石巻市） 

東日本大震災からの教訓の伝承と防災教育に貢献 

 宮城県石巻市が中心となって、被災地の 
「現在・過去・未来」を伝える「石巻津波伝承
AR」アプリを開発・無償公開 
 同アプリを活用して、一般社団法人みらい 
サポート石巻が被災地域をガイドする「防災   
まちあるき」を実施 
 
 多数の者に震災の追体験と復興の未来   
予想を行う機会を提供 

東日本大震災からの教訓を電子的に記録し伝承 
（GIS、AR技術を利用した「防災まちあるき」） 

過去 現在 未来 

石巻伝承ARアプリ タブレット端末・アプリを 
活用した東北初の 
まちあるきプログラム展開 

地方創生に資する 
「地域情報化大賞」 

特別賞受賞 
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・ 赤潮発生件数あたりの被害額約３,５００万円/年 削減。（平成19～22年度→平成24年度） 

・ 水産物の出荷増加により売上増加率 ５.３％増加。 （平成22年度→平成24年度） 

・ 水産庁が愛南町のシステム等も参考にし、西日本を対象に赤潮発生情報を提供 

ＩＣＴによる地方創生の事例（愛媛県愛南町） 

養殖業の被害軽減と生産効率を上昇 

 愛媛県愛南町が、赤潮や魚病による養殖魚の 
被害に対処するため、海水温や塩分濃度等の  
水域情報や魚病の観測・診断結果を漁業従事者
にネットワークで配信する仕組みを構築 
 併せてホームページを通じて消費者・小学生向け
の食育情報を発信 
 
 海中センサーやデータベースを活用した効率的な
水産業（養殖漁業）を実現 

養殖漁業関連情報をリアルタイムで共有し、生産効率を上昇 
（海中センサー等の利活用による効率的な水産業の実現） 

愛媛県愛南町は、総務省からの支援により、情報通信技術地域人材育成・活用事業（H2２年度）を実施。 

愛南町役場 

町水産課 

魚健康データ 

研究データ 

南予水産研究センター 

漁業者 

漁業協同組合 

環境データ 

水域情報や診断結果 
を発信 

消費者 小学生 

食育の推進と 
水産業PR 

地方創生に資する 
「地域情報化大賞」 

奨励賞受賞 



・ 豊後高田市において、育児中の女性を９人地元雇用 

・ 地方に住みながら、育児中の女性が首都圏同等水準の給与収入を獲得 

・ 自治体等の協力により、全国展開が容易な遠隔勤務の取り組みとして全国にPR  

   （「ベビカム」は年間約900万人が閲覧） 

ＩＣＴによる地方創生の事例（大分県豊後高田市） 

地方に在住する育児中の女性の働く環境を整備 

 株式会社デジタルブティック（東京都港区）は、  
大分県豊後高田市と連携し、ウェブ運営の業務  
委託における、制作ツール、ビデオ会議システム、 
グループウェア等を提供し、育児中の地方在住者が
自在に労働できる環境を実現 
 
 女性のライフスタイルに合わせて、都市部と同一 
水準の賃金で就業可能に 

子育て女性のための理想的なワークスタイルを実現 
（育児中の地方在住者の就労環境の整備） 

デジタルブティック 
（東京） 

豊後高田市 

チェック・
納品 

HP作成
依頼 依頼 

納品 

ウェブ制作ツール 

ビデオ会議システム 

グループウェア 

地方創生に資する 
「地域情報化大賞」 

奨励賞受賞 

個人・企業等 

・HP作成 
・育児ウェブ
への投稿 

専門記事を投稿 

子育て専門 
Webサイト 
「ベビカム」 

900万PV/年 

公民館等 
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・ いわゆる「たらい回し」や救急搬送時間の減少に寄与 

  現場活動時間３０分以上の割合１０．１％減少 （平成23年度→平成24年度） 

  医療機関への受入照会回数が４回以上の割合 ５.７％減少（平成23年度→平成24年度） 

・ 隣接県（三重県等）への展開による救急搬送連携に着手 

ＩＣＴによる地方創生の事例（奈良県） 

地域住民にとって安心・安全な救急医療体制の整備 

 バーズ・ビュー株式会社（東京都文京区）が、  
奈良県における救急搬送時の搬送困難事例
に 対応するため、クラウドを活用して、救急隊、
医療機関、医師が患者の観察所見、受入の 
可否等をリアルタイムで共有できるシステムを
構築 
併せて、搬送後の情報を統計資料等として   
集約・整理する機能を提供 
 
 救急現場の見える化により、無駄のない  
迅速な救急搬送に貢献 

効率的で迅速な救急搬送に貢献 
（奈良県の救急搬送支援システム） 

e-MATCH 
クラウドサーバ 

e-MATCHシステムを 
確認する救急隊員 

観察所見 

・・・ 
・・・ 

搬送実績 

患者発生マップ 

地方創生に資する 
「地域情報化大賞」 

奨励賞受賞 

病院 

・消防本部 
全３か所で導入済 

・救急患者受入病院 
全59か所で導入済 
・救急救命センタ－ 
全３か所で導入済 

＋ 
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