別 添

■ ＩＣＴふるさと元気事業 交付決定先一覧
※交付決定額は十万円単位を四捨五入
№

申請主体名

事業名称

主な分野

事業の内容

交付決定額
（単位：百万円）

北海道南西部・広域医療連携ネットワー
ク構築事業

医療

北海道南西部を網羅する医療連携・遠隔支援ネットワークを構築
し、周産期医療支援、在宅生体データモニタリング、医師間連携
netTV カンファレンス環境等を実現する。

80

2 岩手県遠野市

ICT遠野型健康増進ネットワーク事業

医療

高齢者の健康維持・増進のため、看護師等の地域スタッフと遠隔
医師との間を、テレビ電話や携帯電話を活用してネットワーク化
し、健康情報の集積・共有化、高齢者に対し疾病予防の保健指導
等を実現する。

84

3 宮城県名取市

地図利用型防災情報（日常）提供事業

防犯

防災情報システム、電子メール配信システム等を活用して、防災
情報や市民生活に密接な地域情報の受発信など、市民と行政との
情報の共有化を図る。

41

4 山形県米沢市

米沢市立病院を中心とする地域医療連携
のICT化を担う人材育成事業

医療

米沢市立病院を中心とした医療情報ネットワークを構築し、医
療・看護・福祉関係者の育成・養成を進め、医師及び看護師の負
担軽減、人材確保を図る。

80

5 福島県伊達市

伊達市ICTを活用した地域公共交通構築
事業

福祉

公共交通空白・不便地域や高齢化地域に対して、
デマンド交通システムを導入し、高齢者が安心して暮らせる福祉
サービスを実現する。

17

ＩＣＴによる高齢者見守り生活支援事業

福祉

コールセンター機能を軸として、高齢者の生活支援システム（日
用品、食料品などの当日宅配業務）及び見守り確認システムを連
携構築し、福祉サービスの向上を図る。

45

浪岡子ども健全育成・見守りサービス

防犯

防犯パトロール、ボランティア等をICTを活用して連携させ、登
下校中の児童や、イベント会場・広場・危険箇所などにおける地
域の見守りを強化する。

32

子育て支援普及事業

福祉

ＮＰＯ等で活動する地域人材を、ICT人材として育成・活用し、
「女性の出産・育児・就業支援システム」の市内全域への普及を
目指す。

45

1

特定非営利活動法人
ネットワーク協議会

北海道地域

6

特定非営利活動法人
津川の会

もりおか中

7

特定非営利活動法人
羅凡人舎

ＮＰＯ婆娑

8 千葉県柏市

9

特定非営利活動法人
案内

ことばの道

ことばの道案内を利用した位置情報音声
誘導システム活用事業

福祉

視覚障害者向けの音声誘導システムを構築し、地域の安心・安
全、福祉向上のための地域情報化を推進する。

68

10

特定非営利活動法人
学会

日本CT検診

地域における肺がんCT検診の普及と在宅
医師の活用事業

医療

日本CT検診学会が中心となり、地域医療機関・専門医・子育て中
の在宅医等を連携させ、地域患者の画像読影や撮影指導を可能と
する仕組みを実現する。

80

スマートフォン等を活用し市民力をリ
ソースにする地域安心プラットフォーム

防犯

自治体、公的機関、地域がそれぞれ所有する情報・情報伝達の仕
組みを、双方向メディア（スマートフォン、通信機能付デジタル
フォトフレーム）を活用して、容易かつ効果的に相互利用できる
ようにする。

40

次世代型のテレワークシステムを構築し、育児中の親や介護中の
家族、求職中の若者等、潜在的な労働力を活用した新規雇用創出
に寄与する。

79

11 特定非営利活動法人

地域魅力

12

特定非営利活動法人 デジタル・
コンテンツ・インスティテュート

ＩＣＴ技術による次世代型テレワーク事
業

その他

13

特定非営利活動法人
ル・コロキウム

CATVと無線LANを利用した防災情報シス
テムと地域情報基盤構築事業

防災

CATV網、無線LAN（Wi-Fi）、防災・緊急情報ASPを組み合わせ
た、防災・緊急情報システムを構築するとともに、携帯電話や
ゲーム機を端末として活用し、観光を含めた情報提供を実施す
る。

80

14

特定非営利活動法人 横浜コミュ
ニティーデザイン・ラボ

地域レポーターが地域活性化支援するユ
ビキタスメディア基盤事業

防災

デジタルサイネージを活用して、都市災害に係る防災化対策、緊
急情報提供を実施し、二次災害の防止、住民の安全・保護の実現
に寄与する。

80

15 足利ケーブルテレビ株式会社

地域福祉サービスの向上、及び防災・防
犯情報のマルチメディア化促進事業

福祉

ICTを利活用して、公共施設等に設置するAEDを円滑に利用できる
ようサポートするとともに、防災・防犯情報（河川情報等）を外
来者（観光客）含め円滑に伝達できるようサポートする。

80

16 株式会社まちづくり三鷹

ＩＣＴ利活用による課題解決型三鷹活性
化事業

介護

地域の介護事業所業務システムをASP・SaaSを用いてオンライン
化するとともに、高齢者をICTを活用した、相談対応人員や児童
見守りリーダーとして育成する。

65

ｅメディケーション支援事業

医療

ICTを活用して医療品や健康食品等に関する的確な情報提供を行
い、「セルフメディケーション」（自己健康管理）の普及を目指
す。

80

健康をまちづくりの核とした三条・見附
市 Smart Wellness City プロジェクト

医療

ICTを活用して、医薬連携システム及び地域インセンティブシス
テムを開発し、多数の住民が参加・継続可能な健康コミュニティ
の形成を実現する。

238

こどもの在宅ケア推進ICT地域医療人育
成事業

医療

医療関係者（潜在医師・看護師・療法士など）を中心として、在
宅ケア用オンライン生体情報モニタリングシステムを構築し、在
宅療養中の子どもとその家族の安心を実現する。

51

生活活動センサネットワークによる独居
世帯安心見守り事業

福祉

独居老人などを対象に、生活活動認識システム（センサが設定値
を超えた場合に、自動的に家族等に緊急連絡）を活用した、在宅
見守りや外出時における位置情報確認・緊急通報等を実現する。

24

17

グローバ

株式会社横須賀テレコムリサーチ
パーク

18 連携主体（三条市、見附市）

19

特定非営利活動法人 ｅ－ＭＡＤ
Ｏ病気のこどもの総合ケアネット

20 一般財団法人塩尻市振興公社

№

申請主体名

事業名称

主な分野

事業の内容

交付決定額
（単位：百万円）

21

連携主体（高岡市及びNPO法人ネッ 障害者・高齢者ＩＣＴ生活サポート事業
（ＩＣＴ人材養成・就業拡充事業）
トワークアシストたかおか）

福祉

障害者や高齢者を対象に、携帯電話を通じた防犯・防災情報やイ
ベント情報提供、SNSによる情報交流の実現、FAQによる健康相
談、求人情報提供等を実現する仕組みを構築する。

37

22

特定非営利活動法人 地域学習プ
ラットフォーム研究会

情報バリアフリーで高齢者を元気にする
富山シルバー情報サポータ活動事業

福祉

地域人材をテレワークなどによりシルバー情報サポーターとして
活用し、高齢者向けの「御用聞き」、「ネット宅配」など高齢者
の安心を実現する。

74

いつでも、どこでも安全、安心サポート
事業

防災

防災情報、医療施設、福祉施設等の情報を一元管理し、地域住民
の安全・安心情報への容易なアクセス及び提供・配信を実現す
る。

79

高齢者向け「ふるさと元気」支援事業

福祉

特に、80歳以上の高齢者向けに「ふるさと元気端末（仮称）」を
開発し、高齢者に必須の行政サービス（安否確認・緊急連絡・捜
索・医療情報等々）をボタン一つで双方向利用できる環境を実現
する。

240

ＩＣＴを利活用した安心・元気な町づく
り事業

福祉

「外出支援サービス」,「安全見守りサービス」,「安全情報配信
サービス」の３つのＩＣＴ利活用サービスを連携させた、複合
サービスの提供を実現する。

44

沼津市健康増進・介護予防事業

医療

ICTを活用した複合的健康サービス群を創出するとともに、健康
サービスに関わるICT人材を育成し、健康維持・増進による地域
住民の健康寿命の向上を図る。

80

23 株式会社まちづくりとやま

24

連携主体（豊川市、蒲郡市、新城
市、設楽町、東栄町、豊根村）

25 三重県玉城町

26

特定非営利活動法人
会ネットワーク

すずらんの

27

特定非営利活動法人
化交流センター

国際技術文

在宅医療・介護における地域見守りサ
ポートセンター事業

医療

「地域見守りサーポートセンター（仮称）」を立ち上げ、在宅医
療と在宅介護をシームレスに連携させ、在宅医療・在宅介護サー
ビスの充実を図る。

80

28 株式会社浜名湖国際頭脳センター

ＡＥＤ地域ステーション雇用創出事業

医療

携帯端末を活用した緊急時におけるAEDの設置場所の確認や、AED
持参者による協力・連携を可能とする体制（AED地域ステーショ
ン）を整備する。

37

29 株式会社アミックスコム

恵那市地域防災・防犯対策支援事業

防犯

ICTを活用して、地域住民からの情報収集の実現や、高齢者や子
どもなどを対象としたデジタルサイネージによる安全・安心情報
の発信・提供を実現する。

80

30 株式会社ビック東海

地域防災、防犯、地域イベント人材育成
事業

防災

地域NPOなどが地域情報を収集・登録することができる地域情報
発信システムを構築し、防犯・防災サービス水準の向上を図る。

78

31 京都府宮津市

みやづICTセンター・高齢者生活支援ふ
れあいコールセンター事業

福祉

「みやづICT センター」を設立し、限界集落等における高齢者等
の見守り・生活支援システム、宅配システムを構築し、高齢者等
の利便向上を実現する。

80

32 大阪府箕面市

ユビキタスセキュリティネットワークに
よる地域防犯力強化事業

防犯

市内の観光地、市街地、繁華街等において、防犯映像情報等を取
得するカメラシステムと映像情報を伝送するネットワークを構築
し、地域の防犯強化を図る。

99

33 大阪府箕面市

地域自立型防災情報ネットワークによる
地域防災力強化事業

防災

それぞれの地域・対象者の状況に応じたきめ細かな防災情報等の
伝達・共有を可能とする「地域自立型防災情報ネットワーク」を
構築し、地域の防災強化を図る。

100

34 兵庫県丹波市

デマンド交通システム導入事業

福祉

高齢者等が安心して住み続けられるようにするため、通院や買い
物などに関する生活交通を確保する仕組み（デマンド交通システ
ム）を構築する。

35

連携主体（兵庫県、ＯｐｅｎＳＮ
Ｐ地域情報プラットホーム連携プ
ロジェクト）

ひょうご地域再生支援ＩＣＴ人材育成事
業

福祉

農山村の小規模集落、大規模災害の被災地などにおけるICT支援
の取り組み（地域ポイントの活用支援、地域SNSの利用促進、情
報発進力の向上など）へのポイント付与など、ICT人材の活用に
より地域再生を図る。

16

特定非営利活動法人
センター

内外旅行者・高齢者向けの安心・安全情
報システム

防災

不可視コード読取り式音声ペン(多言語対応)を活用し、内外旅行
者・高齢者などを対象に、有事の避難経路など「安心・安全」公
共情報を多言語音声ガイドで提供する。

80

村民による村民のための生活拠点整備事
業

福祉

地区ごとに生活支援センターを設置するとともに、デジタルTV、
テレビ電話を配備・活用して、地域住民の生活をサポートする。

80

38 株式会社ラジオ関西

兵庫県公共コモンズを活用した地域情報
連携システム構築事業

防災

放送事業者とインターネット上の情報提供サービスを組み合わ
せ、災害時等においてより迅速かつ的確に地域住民へ必要な情報
伝達を行うことを可能とする。

94

39 島根県雲南市

雲南市地域健康医療ネットワーク構築事
業

医療

ICTを活用して、地域医療拠点病院とかかりつけ医をネットワー
ク化し、在宅の管理栄養士などを活用して健康サービスの向上を
図る。

43

40 島根県海士町

海士町元気・安全安心ネットワーク事業

福祉

高齢者等の見守りシステム、GPSによる健康増進システム、緊急
情報共有システムなどを構築し、高齢者が安全・安心に暮らせる
まちづくりを実現する。

61

連携主体（広島市、海田町、坂
41 町、熊野町、安芸太田町及び廿日
市市）

救急現場におけるＩＣＴ利活用事業（画
像伝送システム等を活用した広域救急医
療体制の充実）

医療

救急車と医療機関の間に画像伝送システムを整備し、救急患者
情報を的確に医師に伝達する仕組みを構築するとともに、救急現
場における応急手当て等に関して市民への啓発を図る。

232

35

36

37 特定非営利活動法人

アジア交流

和

№

事業名称

特定非営利活動法人 ビジネス・
インキュベーター岡山

スマートフォンを活用した公共サービス
向上とＩＣＴ人材育成事業

介護

スマートフォン･アプリケーションを開発し、地域ICT産業の活性
化を実現する。

80

43 株式会社鳥取県情報センター

アクセシビリティ・クラウドセンター構
築による公共ウエブサイト・アクセシビ
リティ向上事業

福祉

クラウド技術・マッシュアップ技術を活用し、チャレンジドや高
齢者が、コンピュータやインターネット上の情報に自由にアクセ
スできる環境を実現する。

80

連携主体（徳島県、藍住町及び特
44 定非営利活動法人徳島医学研究・
教育支援機構）

徳島県におけるＩＣＴ活用での糖尿病疾
病予防管理サービス事業

医療

健診センターや複数の医療機関間の共通ネットワークを構築
し、継続的な健診結果情報の一元管理を図り、包括的な疾病予防
管理サービスを提供する。

240

45 徳島県

「安心とくしまネットワーク」構築事業

防災

県内の気象情報や地域災害情報など総合的な防災情報等が共有で
きるシステムを構築し、迅速かつ適切な災害対応が行える環境を
整備する。

100

46 高知県四万十市

地域でつくる高齢者が安心して暮らせる
まちづくり事業

福祉

デマンド交通システムを構築し、高齢者の安心な暮らしを確保す
る。

27

その他

町の地域資源や地域サポーター情報等を発信し、神山ネットコ
ミュニティの就業希望者とのマッチング等を行い、地域経済の活
性化を図る。

12

福祉

ICTを活用して、高齢者への安否確認及び町民全体を対象とした
健康増進を実施し、安心して暮らせるまちづくりを実現する。

78

42

主な分野

事業の内容

交付決定額
（単位：百万円）

申請主体名

47

特定非営利活動法人グリーンバ
レー

ＩＣＴふるさと元気事業「神山ワーク・
イン・レジデンス」

48

特定非営利活動法人奈半利ワ－ク
WEB

「町民みんな家族
健康増進」事業

49

特定非営利活動法人とさはちきん
ねっと

「お母さんのためのタッチ＆ケア」事業

防犯

ICTを活用して、育児期間中の母親等が、いつでも・どこでも、
就労や地域活動への参画が可能となるよう支援する。

100

50

特定非営利活動法人徳島インター
ネット市民塾

とくったー －地域商店街の横丁機能を
基盤にしたスマートフォン高齢者見守り
システムと人材育成プログラムの開発－

福祉

高齢者が簡単に利用できるツイッター基盤システムを開発し、ス
マートフォンによる元気交流型の高齢者見守り等を実現する。

40

その他

介護や見守り、予防医療、災害対策等ケーブルテレビ向け自主
番組の企画から編集まですべてを行う住民ディレクターを育成
し、村民の立場に立った番組を放送し、行政サービス水準の向上
を図る。

18

町ぐるみで見守り・

51 福岡県東峰村

住民によるケーブルテレビ向けあんぜ
ん、あんしん番組製作事業

連携主体（佐賀県、佐賀中部広域
連合佐賀広域消防局、神埼地区消
防事務組合消防本部、鳥栖・三養
52 基地区消防事務組合消防本部、唐
津市消防本部、伊万里市消防本
部、有田町消防本部、杵藤地区広
域市町村圏組合消防本部）

救急医療・ＩＣＴ医療連携推進事業

医療

救急医療情報システムを構築し、搬送機関等が救急患者を迅速
に搬送・診療できるようにするとともに、診療録地域連携システ
ム（ID-LINK）、遠隔画像診断システムの整備・充実を図る。

191

53 佐賀県武雄市

武雄市地域健康ポータルサイト構築運営
事業

福祉

市民向けの地域健康ポータルサイトを構築し、健康づくり情報
を提供するとともに、市民自らのヘルスレコード（健康記録）を
パソコン等で管理できる環境を整備する。

99

54 奄美群島広域事務組合

奄美群島におけるＩＣＴ健康・医療・介
護支援による体験・長期滞在型観光／交
流産業推進事業

介護

e-learningによるオンデマンド教育システムを活用して、ICT
人材育成とともに、島民の健康維持や健康増進を図り、さらに、
観光客に対しても奄美電子観光・健康手帳等により体験・長期滞
在型観光を支援する。

78

疾病管理普及事業

医療

ICT共同利用システムを活用して、地域に埋もれているコメ
ディカル（保健師・看護師・管理栄養士など）を掘り起こし、疾
病管理業務などへの従事を通じて、地域における疾病管理の普及
を図る。

100

特定非営利活動法人 まちづくり
56 地域自立就労支援センターアタッ
ク

福祉と人権のまちづくりＩＣＴ活用事業

福祉

簡易な双方向コミュニケーションシステムを構築し、独居高齢
者・高齢者世帯・障がい者をはじめ、誰もが安心して暮らせる街
づくりを実現する。

80

57 株式会社サガン・ドリームス

サガン鳥栖健康増進プログラム推進事業

介護

高齢者や児童を対象として、『健康増進プログラム』を簡易更新
システム（CMS）やデジタル案内板などを活用して告知・推進す
ることにより、介護予防や体力向上を図る。

99

北部ドクターヘリ活用型地域健康増進コ
ミュニティ事業

医療

ICTを活用して、沖縄県北部地域の健康増進サービス、森林地帯
や離島における救急救命を担うドクターヘリの効率的な運航を支
援する。

80

ICT利用による未病ケア推進事業

医療

公共機関や公民館に健康キオスク端末を設置し、健康増進活動、
健康改善（予防医療）を推進するとともに、沖縄中部の病院・診
療所（20箇所）へのデジタルサイネージを通じた患者への医療・
疾病情報を提供する。

80

55

特定非営利活動法人 アジアン・
エイジング・ビジネスセンター

58

特定非営利活動法人
サポート

メッシュ・

59

財団法人おきなわ健康長寿研究開
発センター

