
1 岩手県 特定非営利活動法人秋田岩手横軸連携交流会 秋田岩手横軸連携ユビキタス情報集約・配信サービス事業 地場産業

2 岩手県 特定非営利活動法人しずくいし・いきいき暮らしネットワーク 雫石町住民協働による地域SNSの運用における支援強化事業 地場産業

3 岩手県 特定非営利活動法人もりおか中津川の会 ＩＣＴエコ交通案内システムによる減クルマと安心活力社会の実現 その他の公共サービス

4 秋田県 特定非営利活動法人秋田バリアフリーネットワーク 高齢地域生活者総合支援システム(LISA)実証事業 地場産業

5 山形県
連携主体（株式会社ケーブルテレビ山形、山形県及び山形県山

形市）
奥の細道21世紀プロジェクト 地場産業

6 福島県 特定非営利活動法人　先端消化器画像研究センター 「ｅ-Healthcareオンライン」事業 医療

7 福島県 特定非営利活動法人西会津地域活動支援センター シニアタッチ利活用による高齢者支援・雇用創出事業 地場産業

8 茨城県 財団法人日立地区産業支援センター 自炊支援と栄養指導による「健康家ごはん」推進事業 医療

9 群馬県 連携主体（群馬県安中市、群馬県富岡市） 安中・富岡　地域観光まちづくり事業 地場産業

主な利活用分野（※）№ 提案主体名 事業名称
代表団体
所在地

平成２２年度予備費「地域雇用創造ＩＣＴ絆プロジェクト」

（教育情報化事業以外の公共サービス分野事業及び

地場産業分野事業）採択案件

別 添 ２

10 群馬県 特定非営利活動法人群馬県スローフード協会 利根沼田「食・農・観光」交流ポータルサイト事業 地場産業

11 埼玉県 特定非営利活動法人ＮＰＯ埼玉ネット 彩の国さいたま ～ ＮＰＯ絆プラザ事業 福祉

12 千葉県 千葉県南房総市 南房総地域再生ユビキタスプロジェクト 地場産業

13 千葉県
連携主体（特定非営利活動法人ちば農業支援ネットワーク、千
葉県旭市、千葉県富里市、ちばみどり農業協同組合、富里市農

業協同組合）
地域主導型ＩＣＴ農業支援クラウドシステム事業 地場産業

14 千葉県 特定非営利活動法人ＴＤＵいんざい産学官支援ネットワーク
いんざい食農連携ＩＣＴプロジェクト〜食農連携のためのＩＣＴシ
ステムの構築、および地域協働が支える流通・教育イノベーション

モデル創造事業〜
地場産業

15 千葉県 特定非営利活動法人千葉まちづくりサポートセンター
医科大学で開発した健康指導ツールを活用したサポーターの育成と

健康支援事業
医療

16 千葉県 特定非営利活動法人まちづくり情報センター 地域協働による現代版“水塚”整備事業 防災

17 千葉県 特定非営利活動法人ＴＲＹＷＡＲＰ
ＳＮＳと地デジ・ワンセグデータ放送を活用した「高齢者等買い物

弱者」支援事業
福祉

18 千葉県 特定非営利活動法人地域メデイアコンソーシアム 生産地と消費地の絆を育むICT利活用地場産品販売促進事業 地場産業

19 東京都 東京都豊島区 みんなでつくるセーフコミュニティとしま その他の公共サービス

20 東京都 特定非営利活動法人日本情報技術取引所 農業推進事業 地場産業

21 東京都 秋葉原タウンマネジメント株式会社 秋葉原多言語対応エリアプロモーション事業 地場産業

22 神奈川県 特定非営利活動法人BigMap
ICT地図システムと紙地図による「重ねて安心！マップ」普及促進事

業
その他の公共サービス

平成２２年度予備費「地域雇用創造ＩＣＴ絆プロジェクト」

（教育情報化事業以外の公共サービス分野事業及び

地場産業分野事業）採択案件

別 添 ２



主な利活用分野（※）№ 提案主体名 事業名称
代表団体
所在地

23 神奈川県 株式会社横須賀テレコムリサーチパーク
ワークキャリア情報SNSの活用による地域における雇用環境の改善事

業
地場産業

24 長野県 長野県北相木村 ＩＣＴ利活用による安心・安全な村づくり事業 防犯

25 福井県 まちづくり福井株式会社
中心市街地におけるWebｻｲﾄとICｶｰﾄﾞを利用した生産者直販・地産地

消システム構築事業
地場産業

26 岐阜県 特定非営利活動法人岐阜救急災害医療研究開発機構 緊急介護支援事業 介護

27 岐阜県
連携主体　（岐阜県高山市、岐阜県大野郡白川村

及び株式会社飛騨高山テレ・エフエム）

文化・歴史　まち歩き　ふれ愛タウン構築による雇用創出事業
～世界遺産白川郷と国際観光都市飛騨高山のＩＣＴ利活用による広

域連携～
地場産業

28 静岡県 特定非営利活動法人浜松ソフト産業協会 はままつマッチングクラウド事業（観光編） 地場産業

29 静岡県 特定非営利活動法人狩野川倶楽部 狩野川流域絆プロジェクト 地場産業

30 静岡県 特定非営利活動法人すずらんの会ネットワーク 沼津市健康づくり事業　健康づくりで、ご褒美もゲット! 医療

31 静岡県 特定非営利活動法人シナジーネットふじ モバイル対応機器開発エンジニア養成プログラム事業 医療

32 滋賀県 NPO法人城郭遺産による街づくり協議会 近江地方・湖北の歴史文化遺産ガイド事業 地場産業

33 京都府 特定非営利活動法人EBH推進協議会 おひとり様高齢者遠隔支援事業「きづな」 福祉

34 京都府 連携主体（京都府精華町、京都府木津川市）
地域福祉情報バリアフリー構築事業（精華・木津川ＩＣＴきずなプ

ロジェクト）
福祉

35 京都府 特定非営利活動法人花山星空ネットワーク ＩＣＴを活用した京都千年天文学街道観光整備事業 地場産業

36 京都府 特定非営利活動法人 場とつながりラボ  home’s  vi 京都きずなプロジェクト その他の公共サービス

37 京都府
連携主体（財団法人丹後地域地場産業振興センター、宮津市、

京丹後市、伊根町及び与謝野町）
ＩＣＴ人材育成・活用による丹後産品集積活性化事業 地場産業

38 大阪府 連携主体（大阪府箕面市及び大阪府豊能町） 地域ＩＣＴ人材の雇用・育成・活用による広域消防力強化事業 防災

39 大阪府 大阪府河内長野市 地域包括支援センター整備事業 介護

40 大阪府
連携主体（財団法人大阪観光コンベンション協会　NPO法人ICT

利活用力推進機構）
ICT利活用観光コンシェルジュ育成・雇用事業 地場産業

41 兵庫県 兵庫県加西市 ICT活用人材の育成による農業工場の生産性向上と雇用創出事業 地場産業

42 兵庫県 連携主体（兵庫県加東市及び㈱夢街人とうじょう） 加東市観光・特産品情報センター事業 地場産業

43 兵庫県
連携主体（兵庫県篠山市、兵庫県丹波市、一般社団法人ノオ

ト）
地域ICT里山クラウド事業 地場産業

44 鳥取県 株式会社サテライトコミュニケーションズネットワーク 全国の地域情報を活性化するＩＣＴコンテンツセンター事業 その他の公共サービス

45 島根県 島根県邑南町 まめなか地域健康医療ネットワーク構築事業 医療

46 島根県 島根県奥出雲町 高齢者等の安心・安全つながりサポート事業 福祉

47 島根県 島根県津和野町 津和野ICT雇用創出観光ガイドサービス推進事業 地場産業

48 島根県 特定非営利活動法人全国地域感染症早期探知システム普及協会 出雲地域における医薬連携型地域感染症早期探知事業 防災



主な利活用分野（※）№ 提案主体名 事業名称
代表団体
所在地

49 岡山県 岡山県瀬戸内市
「協働のまちづくり」に向けた安全・安心見える化プラットフォー

ム事業
防犯

50 岡山県 玉島テレビ放送株式会社 くらしき観光情報プラットフォーム構築事業 その他の公共サービス

51 岡山県 株式会社アクティブ哲西 ＩＣＴと地域資源を利活用した創富及び雇用創出事業 その他の公共サービス

52 山口県 山口ケーブルビジョン株式会社 地域コミュニティ強化による地場産業の活性化と雇用強化 その他の公共サービス

53 山口県 株式会社アイ・キャン 岩国市地域社会福祉「共助」支援事業 福祉

54 徳島県
特定非営利活動法人ジェイシー・アイ・テレワーカーズ・ネッ

トワーク
「地域雇用創造ＩＣＴ絆プロジェクト」～プライベート・クラウド

活用によるテレワークビジネス推進事業～
福祉

55 徳島県 株式会社神山温泉 「神山特産・旬感工場」地域型直売所の創造的発展 地場産業

56 香川県 特定非営利活動法人マイシアター高松 　ICT利活用による地域産品拡販に伴う就労弱者支援事業 福祉

57 愛媛県 愛媛県愛南町 ＩＣＴの活用による次世代型水産業の確立と普及促進 地場産業

58 高知県 一般社団法人高知医療再生機構
ＩＣＴ技術による救急医療情報連携システムの構築及びＣＳ（コ

ミュニケーションスペシャリスト）育成事業
医療

59 福岡県
連携主体（福岡県太宰府市、福岡県筑紫野市、福岡県朝倉市、
福岡県筑前町、福岡県東峰村、福岡県大刀洗町、福岡県柳川

市、特定非営利活動法人イデア九州・アジア）

地域公共交通網とＩＣＴを活用したエコまちづくりの推進と地域経
済活性化事業

地場産業

60 福岡県 財団法人大川総合インテリア産業振興センター 家具産地・大川市ネットマーケット事業 地場産業

61 福岡県 有限会社犀川四季犀館
特産品販路拡大のための販売促進・情報発信交流サイトの構築と人

材育成事業
地場産業

62 熊本県 特定非営利活動法人イーアンザイレン Webファクトリーによる地域の人材育成と雇用促進事業 福祉

63 熊本県 財団法人阿蘇地域振興デザインセンター 阿蘇コンシェルジュおすすめ産直販売 地場産業

64 大分県 特定非営利活動法人ハットウ・オンパク オンパクICTプラットフォーム整備事業 地場産業

65 大分県 特定非営利活動法人別府宵酔女まつり 別府市ＩＣＴ多言語化対応型観光促進事業 地場産業

66 大分県 一般社団法人農村商社わかば 知産知消・旅館需要促進マッチング事業 地場産業

67 鹿児島県 鹿児島県天城町 天城町絆プロジェクト 地場産業

68 鹿児島県 鹿児島県姶良市
スマートフォンを活用した「地域情報共有プラットフォーム」構築

事業
防災

69 鹿児島県 特定非営利活動法人親子ネットワークがじゅまるの家 島々で支え合う産声(うぶごえ)ネット構築事業 福祉

70 鹿児島県 特定非営利活動法人天文館粋麗会
鹿児島県離島観光促進を目的とした情報発信及び収益還元モデル事

業
地場産業

71 沖縄県 沖縄県大宜味村 ICT利活用大宜味村ブランド第6次産業創出育成事業 地場産業

72 沖縄県 沖縄県本部町
ICT利活用・第６次産業創出育成事業（沖縄県北部地域雇用創造・農

林水産生産・加工者活性化事業）
地場産業

73 沖縄県 特定非営利活動法人やんばる・地域活性サポートセンター
民家宿泊体験及び自然・農業・漁業・文化芸能体験等による情報連

携・活性化事業
その他の公共サービス

（※）主な利活用分野は申請団体提出の交付申請書の記載に基づく。


