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No 都道府県 交付決定団体
事業規模

※
利活用分野 事業名・事業概要

交付決定額
（千円）

1 青森県 弘前
ひろさき

市
し

中規模 防災・行政・観光

【あずましいまちづくり事業】
　災害時における現場の状況を映像と音声で対策本部に流し、迅
速な状況把握や作業指示を可能とする。また、その情報を位置
（地図）、映像と合わせて、市民に発信し、危険回避や被害の拡大
防止に役立て、安心・安全なまちづくりを目指す。

28,994

2 青森県 むつ市
し

中規模 産業・観光

【むつ下北ユビキタスコミュニティネットワーク構築事業】
　むつ下北地域の魅力的な資源を内外に発信する仕組みを構築
するとともに、少子高齢化が招く労働力不足、地域経済の縮小、
知識や知恵の喪失、地域コミュニティの衰退等、過疎地域におけ
る課題克服のためにＩＣＴを活用し地域情報をデーターベース化、
発信する。

21,950

3 青森県 板柳町
いたやなぎまち

大規模
防犯・防災・行政

・農業・観光

【板柳町住民コミュニケーションネットワーク再生事業】
　グループウェアと連動した既存ホームページシステムを、住民申
込型の総合情報発信システムへと発展させる。また農産物トレー
サビリティと図書検索に係る既存システムの改修を行う。新規プロ
ジェクトとして防犯、防災分野を追加する。

56,000

4 青森県 佐井村
さいむら

大規模 医療・防災・行政

【佐井村見守り・告知ネットワーク構築事業】
　簡単な操作で利用できる情報端末を全世帯に配置し、配信デー
タの分解・再構築とプッシュ型情報配信技術の併用により、情報
技術に関する世代間、世帯間格差を補完したシステムとネット
ワークを構築する。

68,519

5 岩手県 岩手県
いわてけん

中規模 介護・福祉
【ＩＣＴを活用した高齢者安否確認見守りシステム整備事業】
　安否確認システムの構築し、地域における見守り等を行うサ
ポーターを養成し、見守り体制の整備を図る。

20,865

6 宮城県 仙台市
せんだいし

小規模 その他（交通）
【バスロケーションシステム整備事業】
　バスロケーションシステムを活用したバスの接近情報が表示され
る接近表示器を公共施設近傍等のバス停に設置する。

13,000

7 宮城県 栗原市
くりはらし

大規模 医療・福祉

【地域医療連携ＩＣＴシステム構築事業】
　地震被災地域を中心に地域医療連携ＩＣＴシステムを導入する。
喫緊の課題である被災地でのメンタルケアと、病院から遠い地区
にシステム端末を設置して近隣住民の健康データ等を収集し、遠
隔によって医師が疾病予防と慢性期管理を行う疾病予防システム
を導入する。

76,000

8 宮城県

大河原
おおがわら

町
まち

他
ほか

１市
し

２町
ちょう

保健
ほけん

医療
いりょう

組合
くみあい

大規模
医療・介護・福祉
・防犯・防災・産業

【デジタルサイネージ・電子ペーパー端末を利活用した入院・外来
患者向けの災害・病院情報などの提供事業】
　入院・外来患者様向けに電子ペーパーや液晶のディスプレイを
使ったデジタルサイネージと端末を院内に配置し、ＰＨＳ回線で災
害･病院・地域・電子新聞情報などを提供する。

73,994

9 秋田県 秋田県
あきたけん

中規模 医療・介護
【訪問看護ＩＴ化推進事業】
　在宅療養中の患者に対する訪問看護において、看護師の実施
記録のIT化を図る。

23,947

10 秋田県 東
ひがし

成瀬
なるせ

村
むら

小規模 産業・農業・観光

【仙人市場・都市と農村交流ユビキタスタウン事業】
　農産物や加工品の販路を拡大する公的市場システムを構築す
ることにより、産業振興や高齢者の生きがいの創出、都市と農村
の物的・人的交流を目標とする。

10,000

11 秋田県
株式会社
かぶしきがいしゃ

秋田
あきた

ケーブルテレビ
中規模 医療

【健康・医療バーチャル・リニア融合の次世代ICTソリューション】
　ケーブルテレビ網を通して、市民の健康増進と健康医療の削減
を目指し、双方向データ放送を活用した疾病トリアージュのバー
チャルサービスと、健康電話相談窓口設置による安心リニアサー
ビスの付加サービスを市民に提供する。

22,000

12 山形県 鶴岡市
つるおかし

大規模 医療・介護・福祉

【在宅医療を支える医療・介護包括情報共有ネットワークシステム
の構築・運用事業】
　在宅医療の質を維持・向上させるために、介護職・ケアマネー
ジャーと主治医・訪問看護師との情報共有を図りコミュニケーショ
ンを改善する仕組み、ならびに調剤薬局間および調剤薬局－医
師間の情報連携を推進する仕組みを構築する。

80,000

地域情報通信技術利活用推進交付金（ユビキタスタウン構想推進事業）
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13 山形県 最上町
もがみまち

標準規模 医療・介護・福祉

【遠隔医療支援機能付きPACSを採用した町立最上病院・県立新
庄病院間遠隔医療システムの更新】
　町立最上病院と県立新庄病院との遠隔医療連携を、最新の遠
隔医療支援PACS （Picture Archiving and Communication
System：画像保管管理システム）を採用して更新する。医療情報
共有化の基盤を整備し、地域住民（患者）の医療の確保、医療連
携ネットワークの構築を行う。

49,000

14 山形県
株式会社
かぶしきがいしゃ

ケーブルテレビ山形
やまがた

大規模 産業・観光

【アンテナショップと連携した新山形ブランドの発信による地域・観
光振興事業】
　従来の地域資源（食文化、伝統工芸、特産品、自然等）に加え、
新しい山形ブランド（映像文化・スポーツ振興等）に関する情報を
発信するプラットフォーム構築とアンテナショップ「おいしい山形プ
ラザ」と連携した総合的な集客事業。

58,983

15 福島県 いわき市
し

大規模
福祉・防災・行政
・産業・農業・観光

【ＧＩＳを活用したユビキタスタウン構築事業】
　地域活性化や安心・安全なまちづくりを推進していくため、地理
情報とそれに関連する地域情報等をインターネット上で提供する
公開型地理情報システムを基盤とする情報通信ネットワークを構
築し、様々な分野で活用することにより、パソコンや携帯電話から
必要な情報を「いつでも」「どこでも」「だれでも」利活用できる環境
を整備する。

65,000

16 福島県 いわき市
し

標準規模 その他（教育）

【ライブカメラを活用したユビキタスタウン構築事業】
　テレビ会議システムを小中学校に導入し、学校間の交流や映像
（動画、静止画、音声など）を中心とした教材の活用を進め、教職
員も含めた小中学校のICT教育環境について一層の充実を図る。

48,213

17 福島県 いわき市
し

大規模 行政・産業・観光

【映像配信を活用したユビキタスタウン構築事業】
　映像（動画、静止画、音声など）配信システムを導入し、庁内に
分散管理されている映像や市民から提供される映像を集約し、市
民が容易に視聴できる環境整備を図り、市にかかる動画コンテン
ツの増大を図る。

69,758

18 福島県 喜多方市
きたかたし

標準規模
産業・農業・雇用

・観光

【“個”客参加型ブランドＥＣサイトとブレンディッド型ラーニングを統
合した地場産業競争力強化支援システム構築事業】
　地場産品の市場を開拓・拡大し、生産者と消費者の交流を促進
するため、ＣＲＭ（Customer Relationship Marketing）／ＣＧＭ
（Consumer Generated Media）機能付きの“個”客参加型喜多方ブ
ランドECサイトを開設する。生産者のマーケティング力、商品開発
力などの競争力を強化するため、ブレンディッド型ラーニングシス
テムを構築する。

40,950

19 福島県 相馬市
そうまし

中規模 行政・産業

【ユビキタスサービス情報基盤整備事業】
　コンビニのキオスク端末から証明書（住民票の写し、印鑑登録証
明書等）を交付するシステムとして活用する。また将来各種ユビキ
タスサービス端末として活用する。

29,000

20 福島県 西会津町
にしあいづまち

大規模
医療・介護・福祉
・その他（保健）

【在宅健康管理システム整備運営事業】
　地域における生涯を通じた健康づくり、適切な保健医療の確保
及び住民福祉サービス提供等、包括的な地域トータルケア体制づ
くりを積極的に推進し、健康で長生きできる町づくりを進めるため、
在宅健康管理システムを整備し運営事業を実施する。

100,000

21 福島県 西会津町
にしあいづまち

中規模 福祉・産業

【西会津町「睡眠モニターによる健康管理システム」運営事業】
　トータルケア体制の更なる充実を図るため、睡眠モニターによる
健康管理システムを整備し包括的な健康づくり体制の強化、拡充
を図り、町民誰もが健康で長生きできる街づくりを目指す。

17,000

22 福島県 西郷村
にしごうむら

中規模 その他（安全・安心）

【道路及び周辺映像情報配信システム整備運営事業（仮称）】
　甲子道路の開通に伴い、増加した交通事故を未然に防ぐと共
に、西郷村の安全、安心な地域作りの取り組みを推進し、その取
り組みを内外にＰＲすることを目的として、道路及び周辺情報配信
システムを整備し、その運営を実施する。

18,000

23 福島県
株式会社
かぶしきがいしゃ

Mot.comもとみや
標準規模 防災

【本宮市地域防災ＩＣＴ利活用ネットワーク構築事業】
　ウェブカメラを利活用した防災監視ネットワークの構築とコミュニ
ティ放送を利活用した防災情報の発信と受信。ウェブカメラを利活
用した防災監視ネットワーク構築する。

49,000

※ 大規模（1億円以内（5,000万円超））、標準規模（5,000万円以内（3,000万円超））、中規模（3,000万円以内（1,500万円超））、小規模（1,500万円以内
（1,000万円以上））
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