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本事例集の位置づけ

総務省は、
「 防災等に資するWi-Fi 環境の整備計画」に基づき、2019 年度までに防災拠点等、約 3 万箇所における

Wi-Fi環境整備を地方公共団体等と推進しています。防災拠点（避難所・避難場所、官公署）及び被災場所として想定
され災害対応の強化が望まれる公的拠点（博物館、文化財、
自然公園等）
における公衆無線LAN（Wi-Fi）環境の整備
を行う地方公共団体等に対し、その費用の一部を補助する
「公衆無線LAN環境整備支援事業」
を通じて地方公共団
体におけるWi-Fi環境整備を支援しています。
本事例集は、地方公共団体におけるWi-Fi環境の整備促進に向けて、Wi-Fi環境整備における有益な工夫や考え方に
ついて、実際に効果的な取組を実施されている地方公共団体の事例を中心にお伝えすることを目的としています。
本事例集は、地方公共団体におけるWi-Fi整備・利活用に関する優良事例（10事例）
を紹介する
「地方公共団体にお
けるWi-Fi整備・利活用事例の紹介」
と、平成30年度に発生した災害における避難所でのWi-Fi利活用事例（3事例）
を紹介する
「平成30年度に発生した災害における避難所でのWi-Fi利活用事例の紹介」の2部構成となっています。
「地方公共団体におけるWi-Fi 整備・利活用事例の紹介」
における各事例では、事業概要、Wi-Fi 環境整備の経緯、

Wi-Fi環境整備体制、Wi-Fi環境整備手法及び整備運用費用、Wi-Fi環境整備効果等を記載しています。あわせて、各
事例に関してWi-Fi環境整備において直面した課題とその解決策・取組のポイント等も取りまとめております。
「平成30年度に発生した災害における避難所でのWi-Fi利活用事例の紹介」
における各事例では、平成30年7月豪雨
及び平成30年北海道胆振東部地震発生時の避難所等で解放されたWi-Fiの利活用状況について記載しています。

Wi-Fi環境の整備を検討している地方公共団体の各御担当者様に、今後の整備の参考として本事例集を御活用いた
だければ幸いです。

1-2 本事例集の構成
はじめに

本事例集の位置づけ

1-3

地方公共団体におけるWi-Fi

地方公共団体におけるWi-Fi整備において

整備の課題

直面することの多い課題を整理

事例一覧

本事例集で取り上げる事例一覧を記載

1-4

事例紹介

本事例集の全体構成の紹介（本ページ）

1-1
1-2

本事例集の構成

地方公共団体における

地方公共団体によるWi-Fi環境整備において実際に効果的な

Wi-Fi整備・利活用事例の紹介

取組が実施されている事例を紹介（10事例）

平成30年度に発生した災害における

平成30年度に発生した災害において避難所等で

避難所でのWi-Fi利活用事例紹介

開放されたWi-Fiの利活用事例を紹介（3事例）
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1-3

地方公共団体におけるWi-Fi整備の課題

地方公共団体におけるWi-Fi整備において各団体の御担当者様が直面することの多い課題については、Wi-Fi整備の
調査・計画段階から整備・利活用・運用段階のフェーズごとに以下のように整理されます。本事例集では、以下の課題に対
して、実際に課題解決のために効果的な取組を実施されている団体の事例を紹介しております。

調査・計画
組織内調整

参考事例
● 関係部局が多く，庁内調整が難しい

静岡県川根本町（P.30~)

や住民にWi-Fi整備の意義や有用
● 整備主体内の決定権者（首長）

愛知県（P.42~)

性の理解が得られず、整備が推進されない
整備箇所の絞込み

● 利用者のニーズや利便性向上，設置費用及び民間による既存の

秋田県五城目町（P.06~)

アクセスポイントの設置状況等のバランスを考慮し、整備場所を

東京都渋谷区（P.24~)

選定する必要がある

石川県能登町（P.36~)
鹿児島県鹿屋市（P.60~)

企画・検討
整備モデルの明確化

官民連携の

● 地方公共団体のコスト負担軽減のため、Wi-Fi整備において民間

仕様検討

千葉県大多喜町（P.20~)

備モデルを明確化する必要がある

宮崎県小林市（P.54~)

● 民では採算が取れないため整備に積極的とは言えず、官が整備
を促進しなければならないケースが多いため、官民でのコンセン

推進体制の構築

石川県能登町（P.36~)

の既存アクセスポイントの活用や、公設民営モデルの検討等、整

愛知県（P.42~)
佐賀県多久市（P.48~)

サスを取ることが難しい
●

Wi-Fi機器の適切な仕様（回線速度、同時接続人数等）について

群馬県下仁田町（P.14~)

検討する必要がある

整備・利活用・運用
災害時活用

● 大規模地震や台風の際に電気・電話回線が寸断され停電等が発
生すると、設置したWi-Fiが使用できなくなるケースが発生する

秋田県五城目町（P.06~)
千葉県大多喜町（P.20~)
東京都渋谷区（P.24~)
佐賀県多久市（P.48~)

平時利活用

●「公衆無線LAN環境整備支援事業」では学校施設における整備
箇所が限られており、授業等における活用が難しい
● 地方ではそもそも人の集まる施設でのWi-Fi環境整備が難しく、

群馬県下仁田町（P.14~)
千葉県大多喜町（P.20~)
静岡県川根本町（P.30~)

平時利活用が見込めない
ランニングコストの
負担軽減

●

Wi-Fiは比較的、小さな投資で整備できるが、回線費用などのラ

千葉県大多喜町（P.20~)

ンニングコストを考慮した場合、
トータルでは大きなコストとなる

鹿児島県鹿屋市（P.60~)
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1-4

事例一覧

本事例集では、

A Wi-Fi整備における課題に対して効果的な取組を実施している事例（計10事例）
B

平成30年度に発生した災害において避難所等で開放されたWi-Fi環境が有効活用された事例（計3事例）

を掲載しています。

01 北海道苫小牧市

01 秋田県五城目町

02 群馬県下仁田町
06 石川県能登町

04 東京都渋谷区

02 広島県大崎上島町
03 愛媛県大洲市
08 佐賀県多久市

07 愛知県

03 千葉県大多喜町

05 静岡県川根本町
09 宮崎県小林市
10 鹿児島県鹿屋市

A Wi-Fi整備における課題に対して

効果的な取組を実施している事例

B

平成30年度に発生した災害において
避難所等で開放された
Wi-Fi環境が有効活用された事例

A
01
02
03

地方公共団体における

Wi-Fi整備・利活用事例の紹介

秋田県五城目町

既設の非常用電源装置の活用等により、
停電時にも機能する防災Wi-Fi環境を構築

群馬県下仁田町

アクセスポイントレイアウト等の詳細検討により、
校内全域でのWi-Fi環境整備を実現

千葉県大多喜町

町有施設に民間企業のWi-Fi自動販売機を採用し、
一体的Wi-Fi無料サービスを実現
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東京都渋谷区

05

静岡県川根本町
施設に整備したWi-Fi環境を町主催の

帰宅困難者向けのWi-Fi環境を整備に加え、
防災ポータルを運営

プログラミング教室にて活用

06
07

石川県能登町
既設の公営CATV設備を活用した集約管理型のWi-Fi環境を整備。
簡便かつ低コストに追加AP整備の可能な仕組みを構築。
愛知県

協議会における有効な情報提供により
県内市町村のWi-Fi環境整備を促進

08

佐賀県多久市

09

宮崎県小林市

10

鹿児島県鹿屋市

地元企業との災害連携協定締結等による、
Wi-Fi環境を活用した災害発生時の迅速な情報提供

既設の地域イントラネットを活用したWi-Fi環境整備

市民ニーズを直接把握することでWi-Fi環境整備箇所を選定

あきたけんごじょうめまち

01 秋田県五城目町
ポイント
既設の非常用電源装置の
活用等により、停電時にも機能する
防災Wi-Fi環境を構築
五城目町では、スポーツ・文化・生涯学習
のために平時には多くの町民等が集い、非
常時には指定避難所ともなる3施設に、総務
省の補助事業を活用してWi-Fi環境を整備
しました。
もともと整備されていた太陽光発
電装置からPoE ※を通じて電力を供給する
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人口

面積

9,524人
4,065世帯
43.5%
39.2人/km²
242.9km²

条件不利地域

過疎地域（全域）

世帯数
高齢化率
人口密度

振興山村（一部）
財政力指数

Wi-Fi利用拠点数
アクセスポイント数
整備開始

仕組みや、平時利用から災害時利用に迅速

域内指定緊急避難場所数

に切り替えることのできる仕組みにより、停

域内指定避難所数

電等の生じる可能性のある災害時にも機能
する防災Wi-Fi環境を構築しました。
※

直面課題

基礎情報

0.25（平成29年度）
9
17
平成29年
24
14

組織内調整
整備箇所の絞込み
整備モデルの明確化
官民連携の推進体制の構築
仕様検討
災害時活用
平時利活用
ランニングコストの負担軽減

人口・世帯数・高齢化率 ： 平成30年住民基本台帳より
面積 ： 平成30年全国都道府県市区町村別面積調より
Wi-Fi利用拠点数 ： 市町村がWi-Fi環境を整備した拠点

PoE：Power over Ethernetの略。通信ケーブルを利用して、
データ通信と電力供給を行う技術。電源確保が困難な場所に
設置された機器に電力を供給して動作させることができる。

1 Wi-Fi環境整備実施の経緯
五城目町は、秋田市の北方約30kmに位置し、急峻な山岳部と肥沃な平野部から成る農山村であるとともに、歴史の
ある商工業の町です。
もともと自然災害が稀な地域でしたが、近年には、大雨による災害がしばしば発生するようになっ
ており、災害に強いまちづくりに向けた対策がひとつの課題となっていました。
そのため、町では、従前には整備されていなかった指定避難所への防災Wi-Fi環境整備を推進するに至りました。町に
は、指定避難所が14箇所ありますが、整備場所の選定にあたっては、庁内各課への整備ニーズ把握を経て、
「町民セン
ター」
「広域体育館」
「屋内温水プール」の3箇所が選定されました。
この3施設はいずれも、町で最大の避難人数を見込む指定緊急避難場所
である雀館運動公園に立地し、3つの指定避難所合計で560人の収容が想
定されている災害時の重要な拠点です。
また、平時には、
スポーツ活動・文化
活動・生涯学習活動の拠点として、多くの町民に利用される施設であり、利
用者からはWi-Fi整備を求める声もありました。
このように、防災利用の観
点、平時利用の観点の両面から、当該3施設が整備場所にふさわしいと考え
られました。
整備には、総務省の「公衆無線LAN環境整備支援事業（平成29年度）」
が
活用され、平成 30 年４月から公衆無線 LANとしての運用をスタートしまし
た。同年5月・7月・9月の豪雨災害時には、実際に避難所の開設と災害時用

Wi-Fiとして開放が行われました。
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01 秋田県五城目町

2 Wi-Fi環境整備体制
Wi-Fi環境整備推進体制
五城目町におけるWi-Fi整備にあたっては、
「まちづくり課」
と、整備対象の施設管理を担っている担当課とが、連携を
取りつつ進められています。町民センター・広域体育館・屋内温水プールにおける整備では、
「まちづくり課」
と、施設を管
との連携によって進められました。
理する
「教育委員会 生涯学習課」
「まちづくり課」
は町の企画立案を担うセクションとして、整備箇所の選定や、補助事業活用に係る計画の取りまとめ等
を担いました。
「教育委員会 生涯学習課」
は、施設の管理セクションとして、設計及び工事・施工の管理等を担いました。
なお両課は、当初の整備スペックの検討段階から、補助事業の申請、施工プロセスに至るまで、緊密に情報交換をしつつ、
事業を進めました。

Wi-Fi環境整備モデル
五城目町の町民センター・広域体育館・屋内温水プールに整備されたWi-Fiは、町が整備費用、運用費用を負担する
“公設公営”モデルによるものです。

3 Wi-Fi環境整備内容
（五城目町）

事業イメージ
五城目町では、
「 町民センター」を核
として、隣接する
「広域体育館」
と
「屋内
温水プール」の計3施設を対象として災
害時にも活用できるWi-Fiが導入され
ました。

町民センター

認証
サーバ

FREESPOT

事業の概念図（システム構成図・回線系統図）

協議会
クラウド

ONU

既設
ルーター

屋内 AP
WAPM-2133TR

3階 宿泊研修室前廊下
2階 パソコン教室

インター
ネット

フリースポット
導入キット
有線LAN
ルーター

POE ハブ
BS-GS2008P

屋内温水プール
屋内 AP
WAPM-2133TR

4 階 町民ホール

管理パソコン・
ネットワーク
集中管理
ソフトウェア

切替器

電源コンセント
（新設）

POE ハブ
BS-GS2008P

POE ハブ
BS-GS2008P
電源コンセント
（新設）

広域体育館

CPU

ボックス

POE ハブ
BS-GS2016P

電源コンセント
（新設）

1階 ロビー

屋内 AP
WAPM-2133TR

屋内 AP
WAPM-2133TR

屋内 AP
WAPM-2133TR

1階 体育館事務室

非常用電源
（既設）

赤 枠 内が 補 助 対 象 箇 所

屋内 AP
WAPM-2133TR

無線 LAN
安定化装置

LAN

1階事務室

屋内 AP
WAPM-1266WDPR

1階 事務室

1階 配電盤

屋内 AP
WAPM-2133TR

2階 待合室

屋内 AP
WAPM-2133TR

3階 第二体育室
屋内 AP
WAPM-2133TR

1階 第一体育室

電気配線

屋内 AP
WAPM-2133TR

1階 トレーニング室

共通 LAN

公衆LAN

公衆LAN（災害時）

Wi-Fi環境整備状況・整備箇所
五城目町では、町の指定避難所14箇所のうち、
9箇所でWi-Fiが整備されています。
このうち、
「町民センター」
「広域体育館」
「屋内温水プール」の3箇所については、総務省の「公衆無線LAN環境整備支
援事業」
を活用して、平時には無料でインターネットが利用できるWi-Fiとして活用し、災害時には避難者が安否確認や災
害情報の収集等を行うことのできる防災Wi-Fiへ即時に切り替えることのできる設備として、整備されました。
3施設に設置したアクセスポイントは計11台です。内訳は、町民センターに4台、広域体育館に5台、屋内温水プールに
2台となっています。

01 秋田県五城目町

08

Wi-Fi環境整備事業実績
「町民センター」
「広域体育館」
「屋内温水プール」
におけるWi-Fi整備は、
平成29年度に実施されました。整備するスペックの検討では、例えば下記の
ような点が留意されました。
●

多台数の同時接続を想定し、収容人数の多い広域体育館（373人）
でも安

心して利用できること
●

屋内温水プールに関しては、湿度の関係から耐環境性能が高いアクセス

整備箇所①「町民センター」

ポイントであること など

AP

また、停電時にも当該3施設において防災Wi-Fiが利用できる環境を維持
するために、
「町民センター」
に既に整備されていた“太陽光発電システム”と
“非常用電源装置”から、
「広域体育館」
「屋内温水プール」
に電力を供給する
仕組みも、
この事業によって整備されました。

3施設における、公衆無線LAN「FREE SPOT」の運用は平成30年4月1日
から実施されました。平成30年5月・7月・9月の豪雨災害時に上記3施設が
避難所として開設された際には、防災Wi-Fiとして開放が行われました。

整備箇所②「広域体育館」

整備箇所③「屋内温水プール」

サービス内容
五城目町において公衆無線LAN「FREE

SPOT」の運用がスタートした平成30年4月には、町の広報で、当該3施設にお

ける利用開始の旨が告知されました。
「TOWN
Wi-Fi機能を搭載したスマートフォン、タブレット端末、パソコンなどの無線LANネットワーク設定画面から、
GJM」を選択・接続の後、メールアドレス認
証方式もしくはSNSアカウント認証方式の
いずれかで認証すれば、無料でインター
ネットを利用できるようになっています。
接続及び認証登録の方法については、
利
用可能な各施設にポスターの掲示がなさ
れています。

施設に掲示されたステッカー

広報ごじょうめ平成30年4月号に
おける公衆無線LAN運用開始の告知

01 秋田県五城目町
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整備・運用費用
整備費用
五城目町における、
「町民センター」
「広域体育館」
「屋内温水プール」へのWi-Fiの整備費用は以下の通りです。総務省
の補助金及び過疎対策事業債が活用されています。
年度

整備費用

設置箇所

備考

平成29年度

3,780,000円

3箇所

• 平成29年度公衆無線LAN環境整備
支援事業補助金を活用（2,520,000円）
• 過疎対策事業債を充当（1,200,000円）

（防災拠点）

運用費用
一般的に、Wi-Fi環境の運用費用としては
「回線利用料」等が必要となります。五城目町における当該3施設の整備で
は、従前より町民センターに敷設されていたインターネット回線を活用するとともに、新たに民間事業者との管理・保守
委託をすることもなかったため、追加的な運用費用は生じていません。
また、不具合があった場合には修繕費用等が生じることも考えられますが、現在のところ不具合が生じることもなく、
コ
ストは発生していません。

4 Wi-Fi環境整備効果
五城目町では、当該3施設のWi-Fiのアクセス数について独自の集計は実施されていません。

Wi-Fi運用開始後の平成30年5月に発生した集中豪雨で、町に避難勧告が発令された折には、災害時用Wi-Fiとして
開放されました。避難所の開設期間は一昼夜ほどでしたが、約40人の町民が避難者として収容され、収容された町民に
よって、実際に外部との連絡や情報収集の手段として、
Wi-Fiが活用されました。
また、当該3施設は、五城目町のスポーツ、文化、生涯学習に係る活動の拠点として、多くの町民に利用されています。
そのため、平時においてもWi-Fiは施設利用者に活用されています。具体的な利用シーンとしては、例えば、
「町民セン
ターにおける子ども向けの放課後子ども教室（タブレット教室等）
での利用」
「広域体育館でのスポーツ大会開催時にお
ける観覧席での利用」
「屋内温水プールでの子どものための水泳教室時における同伴保護者の待合室・観覧席における
活用」
などが挙げられます。

01 秋田県五城目町
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5 Wi-Fi環境整備における課題と工夫した取組
調査・計画段階での課題

整備箇所の絞込み

● 災害時の利用と、平時の利用の双方を勘案した整備箇所の選定が必要。

効果的な取組
● Wi-Fi環境整備について、庁内各課を対象に整備ニーズに係る照会を実施
● 町内の交流拠点として平時利用も活発で、
かつ災害時には町内の
主要な防災拠点となる施設を整備箇所に絞込み

取組詳細
五城目町におけるWi-Fi環境整備の対象施設選定にあたっては、庁内各課への整備ニーズに係る照会が実施されまし
た。照会の結果、
「町民センター」
「広域体育館」
「屋内温水プール」の3施設を管理する
「教育委員会生涯学習課」から整
備要望が示されました。
スポーツ活動や文化活動、生涯学習活動の重要な拠点であり、町民利用のみなら
これら3施設は、五城目町における、
ず、例えば地方ブロックレベルのスポーツ大会の開催などをはじめとして町外来訪者も多く受入れている施設です。近年
には、施設利用者からWi-Fi環境整備のニーズがあることも明らかになっていました。
また一方で、
これら3施設は、大規模災害時における町内の防災拠点として、重要な位置づけとなっています。3施設の
立地する雀館運動公園は、町役場から程近く、町で最大の避難人数（3,675人）
を見込む指定緊急避難場所です。3施設
はいずれも指定避難所となっており合計で560人の収容が想定されています。
このように、災害時の利用の観点はもとより、平時の活発な利用の観点の両面から、当該3施設が整備場所に選定され
ました。
五城目町では、
スポーツ・文化・生涯学習の核として平時には多くの町民等が集うとともに、
災害時には町内最大規模の避難者・収容者を受入れることとなる施設にターゲティングし、
災害時・平時の双方を勘案したWi-Fi環境整備を進めました。
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利活用段階での課題

災害時活用①

● 大規模災害の際に電気・電話回線が寸断され、
設置したWi-Fiが使用できなくなるというリスクを低減すべき。

効果的な取組
に既設置の非常用電源装置から、PoEを通じて
●「町民センター」
「広域体育館」及び
「屋内温水プール」
に電力を供給する仕組みを構築
*PoE：Power over Ethernetの略。通信ケーブルを利用して、データ通信と電力供給を行う技術。
電源確保が困難な場所に設置された機器に電力を供給して動作させることができる。

取組詳細
五城目町における3施設でのWi-Fi環境整備では、大規模災害時の際に電気・電話回線等が寸断されてしまうリスクへ
の対処がひとつの課題でした。施設のひとつである
「町民センター」
には、平成25年度に環境省の「再生可能エネルギー
等導入推進基金事業」
を活用して、太陽光発電システムと蓄電システムがすでに設置されていました。一方で、
「広域体育
館」
「屋内温水プール」
には非常用電源装置はありませんでした。
町では、
この「町民センター」
における既設設備の有効活用を模索しました。具体的には、既設置の非常用電源装置を
有する
「町民センター」
を基点として、隣接する
「広域体育館」
と
「屋内温水プール」
に電源を供給する仕組みを備えること
としました。具体的には、災害などで電力供給がストップした際、町民センターからLANケーブルでデータ信号と電力供
給を行うことのできる
「PoE」
を採用することにしました。
これによって停電等の想定される大規模災害時にも、3施設の防災Wi-Fiは機能し、一体として防災拠点機能が発揮で
きる環境を整えました。
また、
この工夫は、新たな非常用電源装置整備を伴うことなく、低コストで実現できるものでした。
五城目町では、
「町民センター」
に既に設置されていた非常用電源装置を活用し、
「広域体育館」及び
「屋内温水プール」
に電力を供給する仕組みを構築することで、
停電等の生じる可能性のある大規模災害時にも3施設一体として防災拠点機能が発揮できる環境を整えました。

町民センターに併設されている太陽光発電装置

町民センター配線図（主要配線）

01 秋田県五城目町
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災害時活用②

● 災害時における操作の煩雑・難解さを軽減し、
対応の迅速性を担保することが必要。

効果的な取組
● 電源・Wi-Fi認証システムの双方について、
スイッチの切り替え・ボタンの押下だけで災害時の仕様に変更できる方法を採用

取組詳細
五城目町の公衆無線LAN「FREE

SPOT」は、平時はメールアドレス認証方式もしくはSNSアカウント認証方式のいず

れかでの認証が必要ですが、災害時には認証が不要な仕様に切り替えることが可能です。
また、機器稼動に必要となる電
力も、災害時には非常用電源からの供給に切り替えることが可能です。
しかし、
このような切り替え作業が煩雑であったり、難解であったりした場合には、対応できる職員が限定されてしまう
など、結果的に迅速な対応が難しくなってしまう可能性があります。
また、電源・認証システムの切替え装置がAPごとにあ
るような場合では、複数のAPでの操作が必要になるため、対応に時間と手間がかかってしまいます。
そこで五城目町では、電源の切替え装置と認証システムの切替え装置をそれぞれ一箇所に集約するとともに、複雑な
手続きを経ず、
スイッチの切り替えとボタンの押下だけで災害時の仕様に変更できるような設計にしました。
このことに
よって、専門的な知識のない職員でも災害時の仕様に変更することが容易になり、迅速な対応が可能になりました。
五城目町の3施設のWi-Fiでは、災害時における電源・認証システムの切替えについて、
装置一箇所に集約するとともに、
スイッチの切り替え・ボタンの押下いう簡便な操作で
実施できるようにすることで、災害時の対応の迅速性を担保しています。

認証システムの切替え装置

電源の切替え装置

PoEスイッチと配電盤
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ポイント
アクセスポイントレイアウト等の
詳細検討により、校内全域での
Wi-Fi環境整備を実現
下仁田町では、公衆無線LAN環境整備支
援事業を活用し、町内の小中学校における

Wi-Fi環境整備を実施しました。アクセスポ
イントの設置箇所検討段階から、通信事業
者のアドバイスを得ながらスペック・レイア
ウトを検討することで、普通教室を含めた校
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直面課題

基礎情報
人口

面積

7,613人
3,330世帯
46.5%
40.4人/km²
188.38km²

条件不利地域

過疎地域（全域）

世帯数
高齢化率
人口密度

組織内調整
整備箇所の絞込み
整備モデルの明確化
官民連携の推進体制の構築
仕様検討

振興山村（一部）
財政力指数

Wi-Fi利用拠点数
アクセスポイント数
整備開始

内全域でWi-Fi環境を利用できる環境が構

域内指定緊急避難場所数

築されています。

域内指定避難所数

災害時活用

0.20（平成29年度）
2
19
平成29年
15
15

平時利活用
ランニングコストの負担軽減

人口・世帯数・高齢化率 ： 平成30年住民基本台帳より
面積 ： 平成30年全国都道府県市区町村別面積調より
Wi-Fi利用拠点数 ： 市町村がWi-Fi環境を整備した拠点

1 Wi-Fi環境整備実施の経緯
下仁田町は昭和30年に5町村が合併し誕生しましたが、
昭和30年以降人口減少が続いています。
平成27年人口は昭和

30年比で34.7%となっており、町にとって地域経済、コミュニティの維持は大きな課題となっていました。町は平成27年
10月の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中でも人口減少、少子高齢化の抑制に向け、ICT技術を活用したまちづくりを
めざしていますが、
その一環として教育分野でのICT利活用も推進され、あわせてWi-Fiの活用が検討されるようになりま
した。
下仁田町の教育委員会は学習指導要領の改定を機に子どもたちが
「主体的に学ぶ」
態度の育成に注力しており、
ICT及
びWi-Fiの導入は主体的な学びの実現に向けて非常に有益であると考えていました。
教育分野でのICT利活用の取組の一
つとして町内小中学校におけるWi-Fi環境整備が推進されることになりました。

Wi-Fi環境整備においては「平成29年度公衆無線LAN環境整備支援事業」の利用を検討したため、教育委員会から下仁
田町の防災担当
（総務課）
に働きかけを行いました。
町の総務課も近年の災害発生のニュースを通じて小中学校における

Wi-Fi整備の必要性を感じていたこともあり、
教育委員会の働きかけにより、
スムーズに検
討が進められました。検討の結果、
「平成29

下仁田町における人口推移
人口
（人）

20,000

年度公衆無線LAN環境整備支援事業」の交 15,000
付決定団体に採択され、
町内の小中学校各1
校へのWi-Fi環境整備が開始されました。

10,000
5,000

45

50

55

60

2

7

12

年

年

17

3,549
4,646
683

22

7,564
3,439
3,657
467
平成 年

40

8,911

平成 年

35

992
平成 年

1,346
平成 年

1,793
平成 年

2,244
平成 年

2,699
昭和

3,167
昭和 年

3,764
昭和 年

4,597
昭和 年

5,753
昭和 年

7,051
昭和

0

20,640
1,469 19,148
1,613 17,573
16,285
1,785
15,228
14,237 13,683
1,931
2,066
12,120
12,266
2,179
2,577
11,171
11,782
10,144
3,137
11,191
3,436
10,590
9,995
3,658
9,359
8,862
7,336
6,389 5,494

27

出所）下仁田町第5次総合計画より
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2 Wi-Fi環境整備体制
Wi-Fi環境整備推進体制
Wi-Fi整備にあたっては、町内の小中学校への整備ということで調査・企画段階から企画・検討段階まで教育委員会が
一貫して関わっています。

Wi-Fi環境整備モデル
Wi-Fi整備における費用の負担についても、教育委員会（学校）側で負担しており、下仁田町防災担当側では事業費を
負担していない状況です。

3 Wi-Fi環境整備内容
事業イメージ

Wi-Fi環境整備状況・整備箇所
下仁田町では、下仁田町立下仁田小学校、下仁田町立下仁田中学校の2
施設でWi-Fi環境整備を実施しています。下仁田小学校では校内に屋内向
けアクセスポイントが9台、屋外（校庭）向けのアクセスポイントが1台、体育
館に屋内向けアクセスポイントが1台の計11台のアクセスポイントが設置さ
れています。下仁田中学校では校内に屋内向けアクセスポイントが6台、屋

下仁田町立下仁田小学校

外（校庭）向けのアクセスポイントが1台、体育館に屋内向けアクセスポイン
トが1台の計8アクセスポイントが設置されています。

下仁田町立下仁田中学校

02 群馬県下仁田町
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Wi-Fi環境整備事業実績
「平成29年度公衆無線LAN環境整備支援事業」
を活用し 、下仁田小学校、下仁田中学校の2施設でWi-Fi環境整備が
実施されています。
サービス内容
校庭を含む校内のほとんどの場所で接続が可能と
下仁田小学校、
下仁田中学校において整備されているWi-Fi環境は、
なっており、
平時は授業にて活用されています。
また、
災害時に小中学校が避難所となった際には、
避難された町民の方に
開放し、
利用していただける設定になっています。
平時の授業での活用についてですが、
下仁田小学校ではiPadが教員用に10台、
生徒用に40台の合計50台とappleTV
が8台、
下仁田中学校ではChromebookが教員用に7台、
生徒用40台と教員用のwindowsタブレットが5台整備されて
おり、
これらの機器を校内のWi-Fiに接続することでタブレット等を利用した授業における有効的なWi-Fi活用が実現され
ています
（授業での活用方法については
「5．
Wi-Fi環境整備における課題と工夫した取組」の中で詳述）。なお、整備した機
器については小学校においては“使いやすい端末であること”、
中学校においては“ICT機器になれることができるようキー
ボードが使用可能な端末であること”といった観点のもと選定されています。
また、
こちらの2校については、
パソコンの代わりにタブレットを導入しているため、
整備費用についてもパソコンを購入
する場合と比較して抑制することが出来ています。

下仁田中学校で整備されているChromebook

下仁田小学校で整備されているiPad

下仁田小学校で整備されているappleTV

02 群馬県下仁田町
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整備・運用費用
整備費用
下仁田町でのWi-Fi環境の整備費用は以下の通りです。平成29年度公衆無線LAN環整備支援事業を活用していま
す。残りの整備費用については教育委員会（学校）
が負担しています。
年度

整備費用

設置箇所

備考

平成29年度

15,143,000円 2箇所、19AP •「平成29年度公衆無線LAN環整備支援事業」を活用
（防災拠点/小中学校） （10,095,000円）

運用費用
下仁田町では、Wi-Fi環境整備からまだ日がたっていないこともあり、Wi-Fi ルーターやアクセスポイントの保守を実
施しておらず、そのため現状Wi-Fi環境整備に係る運用費用の負担はない状況です。下仁田町では今後、保守の実施も
検討しており、運用に係る費用は教育委員会（学校）側で負担する事が想定されています。

4 Wi-Fi環境整備効果
下仁田町では、下仁田小学校、下仁田中学校にWi-Fi環境を整備して以降、平成31年3月12日時点で災害発生により

2校が避難所として開設された実績は無く、災害発生時におけるWi-Fi整備効果は把握されていません。
下仁田町の教育委員会は下仁田小学校、下仁田中学校の生徒に対し
「ICTアンケート」
を実施しています。
アンケート
の結果からは、小学校、中学校の児童・生徒の大多数が
「ICT（タブレット）
を使った授業は楽しい」
と回答しており、Wi-Fi
整備を通じたタブレットの活用により生徒の授業に対する満足度が向上していることが確認されます。
また、小学生の約
「どちらかというと増える」
60％が、ICT（タブレット）を使うことで授業中の発言・発表をしようという気持ちが「増える」、
と回答しており、下仁田町の教育委員会が掲げる”子どもたちが
「主体的に学ぶ」態度の育成”においてWi-Fi整備による
タブレット活用が一定の効果を示していることも確認されています。
下仁田小学校ICT アンケート回答結果[ 一部抜粋]
ICTを使うと、授業中に発言・発表を
しようという気持ちが増えますか?

ICT（iPad）を使った授業は
楽しかったですか?
楽しくない

0%

あまり
楽しくない

4%

わからない

変わらない

1%
増えない

2%

12%

少し楽しい

タブレットを使った授業は
楽しかったですか?

タブレットを使って説明しあう授業は
理解につながりましたか?

どちらかと
いうとはい

どちらかと
いうとはい

13%

10%

増える

21%

32%

あまり増えない

19%
とても楽しい

74%

どちらかと
いうと増える

35%

はい

はい

87%

90%

02 群馬県下仁田町
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5 Wi-Fi環境整備における課題と工夫した取組
調査・計画段階での課題

仕様検討

● 普通教室へのアクセスポイント設置は事業の補助対象外となっており、
平時に学校授業でWi-Fi環境を活用することが難しい

効果的な取組
● アクセスポイントの設置場所検討段階から通信事業者のアドバイスを得ながら校内の全域で

Wi-Fi環境が活用可能となるようアクセスポイントのスペック・設置場所を選定

取組詳細
下仁田町では、下仁田小学校、下仁田中学校においてWi-Fi環境を学校授業において活用することを検討しておりま
したが、
「平成29年度公衆無線LAN環境整備支援事業」
においては、普通教室へのWi-Fi環境整備及びアクセスポイント
の設置は補助の対象外となっておりました。そのため、
アクセスポイントの設置箇所検討段階から通信事業者とのコミュ
ニケーションを図り、普通教室にアクセスポイントを設置せずとも普通教室を含む校内全域でWi-Fiが活用できる環境を
整備しました。
具体的には、各アクセスポイントの利用範囲を把握することで、廊下や多目的ホール等の補助対象箇所に設置したア
クセスポイントから普通教室等にWi-Fi環境を届けています。
これにより、補助の対象箇所にアクセスポイントを設置しつ
つ、校内全域でWi-Fi環境を整備することが可能となり、授業における平時でのWi-Fi活用が進められていきました。
通信事業者との連携により、
アクセスポイントの利用範囲等からアクセスポイントの設置レイアウト・スペックを
学校の図面上で詳細に検討することで、校内全域でのWi-Fi環境整備が実現されています。

下仁田小学校内のアクセスポイント設置図

下仁田小学校内の
設置アクセスポイント
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利活用段階での課題

平時利活用

● 平時利活用について、授業での有効なWi-Fi活用方策の検討に苦労

効果的な取組
● Wi-Fi接続したタブレットを生徒に配布し、授業に導入
● 授業でのICT利活用方策を検討に向け、教育ICTアドバイザーを委託

取組詳細
下仁田小学校、下仁田中学校の授業で具体的にどういった形でWi-Fiを活用していくかに関する検討に関して、下仁田
町では教育のICT化推進の取組の一環でWi-Fi環境整備と合わせて小中学校にタブレットの整備を進めていたため、
タ
ブレットを活用した授業を行うことになりました。
タブレット上の授業支援ソフト等を通じ、問題に対する
具体的には、授業の際に生徒に1人１台ずつタブレットを配布し、
生徒の回答・意見を全員で共有する機会を授業の中で設ける等の試みを行いました。
また、多くの教員の授業でタブレッ
トを導入してもらうため、Wi-Fi環境整備段階から教育委員会主導で教員向けの講習会も実施いたしました。
また、下仁田町では茨城県古河市のICT教育を中心になって作り上げた、元古河市教育委員会の平井聡一郎氏に
「下
仁田町教育ICTアドバイザー」
に就任いただいています。小中学校での研修、授業での有効なWi-Fi及びICT機器の活用
方策や機器選定に関するアドバイスなど、継続的に指導いただく機会を設けています。
学校の授業におけるWi-Fi利活用においては、教員の理解を得るための講習会等の開催も重要です。
また、教育分野でのICT利活用に関する有識者をアドバイザーとして招聘し、
授業でのWi-Fi利活用方策を検討することも非常に効果的であると考えられます。

授業でのタブレット導入例

授業でのタブレット導入例

ちばけんおおたきまち

03 千葉県大多喜町
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ポイント

直面課題

基礎情報
人口

旅館・商店が先行整備した
Wi-Fi環境に対し、町は町有施設に
民間企業のWi-Fi自動販売機を採用し
一体的Wi-Fi無料サービスを実現

面積

9,385人
3,824世帯
39.9%
72.3人/km²
129.87km²

条件不利地域

過疎地域（全域）

世帯数
高齢化率
人口密度

大多喜町では、養老渓谷の旅館や町内商

組織内調整
整備箇所の絞込み
整備モデルの明確化
官民連携の推進体制の構築
仕様検討

店計28箇所でWi-Fi環境整備が先行。町有

辺地（一部）

施設におけるWi-Fi 環境整備では、民間企

振興山村（一部）

災害時活用

特定農山村（一部）

平時利活用

業との協業が実現。同社の展開するWi-Fi

半島振興対策実施地域（全部）

自動販売機を採用することで費用負担なく

財政力指数

11箇所へWi-Fi環境を整備し、町全体で39

Wi-Fi利用拠点数

箇所まで拡大しました。

0.42（2014年度）
39（内自販機により
11拠点を整備）

アクセスポイント数

39（内自販機により
11AP）

整備開始

平成27年

域内指定緊急避難場所数

19
15

域内指定避難所数

ランニングコストの負担軽減

人口・世帯数・高齢化率 ： 平成30年住民基本台帳より
面積 ： 平成30年全国都道府県市区町村別面積調より
Wi-Fi利用拠点数 ：養老渓谷の旅館、町内商店、
町有施設における整備

1 Wi-Fi環境整備実施の経緯
大多喜町は、千葉県房総半島の南東部に位置し、大多喜城と養老渓谷を主たる観光資源とする地域です。養老渓谷で
は、
観光客が渓流釣りやハイキング、
バーベキューや秋の紅葉を楽しむことができ、
房総半島随一の温泉郷です。
平成26年度当初、
養老渓谷の旅館や町内商店には、
計28箇所でWi-Fi環境整備が行われており
（民設民営）
、
観光客や
買い物客等に無償でWi-Fiサービスが提供されていました。
一方、
千葉県より
「公衆無線LAN環境整備事業」
の補助金の案
内が来ており、
取り組むこととなりました。

大多喜城

いすみ鉄道

粟又の滝
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2 Wi-Fi環境整備体制
Wi-Fi環境整備推進体制
Wi-Fi整備にあたっては、産業振興課及び観光協会が主導して進めてきました。また、千葉県の補助事業も、県商工労
働部観光企画課が所管する事業であったことが背景にあります。

Wi-Fi環境整備モデル
テルウェル東日本株式会社（昭和27年2月設立の財団法人電気通信共済会より収益事業を継承し、平成13年4月に株
式会社として設立。以下「テルウェル東日本」
という。）の「Wi-Fi自動販売機」
を11拠点に設置しました。Wi-Fi自動販売機
を設置した11拠点について、町は、町有施設に同社の自動販売機設置スペースを無償で提供し、同社は設備・回線費用
（導入費含む）等を自動販売機の飲料収入より負担するモデルとなっています。

3 Wi-Fi環境整備内容
Wi-Fi環境整備状況・整備箇所
テルウェル東日本の「Wi-Fi自動販売機」
は11箇所で運用されています。11箇所は、町役場や出張所、観光案内所や観
光施設等ですが、
このうち避難場所は5箇所です。
また、養老渓谷の旅館や町内商店に先行して整備されていた28箇所のWi-Fi環境と同一のSSIDで利用できるように
なり、町全体では39箇所となりました。
Wi-Fi環境整備事業実績
テルウェル東日本は、設備・回線費用（導入費含む）等を負担し、
「Wi-Fi自動販売機」
を11箇所に設置しました。
一方、大多喜町は、千葉県の平成 26 年度「公衆無線 LAN 環境整備事業」補助金を活用し、養老渓谷の旅館や
町内商店計 28 箇所の Wi-Fi 環境とのグループ化を行い、平成 27 年 3 月より、観光客向け無料 Wi-Fi サービス
（Otakitown_Yorokeikoku_Free_Wi-Fi）の提供が開始されています。

03 千葉県大多喜町
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サービス内容
を選
スマートフォンやパソコン、
タブレットなどのWi-Fi設定画面でSSID「Otakitown_Yorokeikoku_Free_Wi-Fi」
択して接続すると、最初は自動的に大多喜町観光協会ホームページが表示され、観光情報やイベント情報が閲覧できる
ようになっています。それ以外は、通常のインターネットサービスの利用が可能です。
接続時間は1時間と設定されており、1時間を超えた場合は、再度接続手続きすることで、一日最大4回までの接続が
可能となっています。
また、災害時は無制限開放され、安否確認や避難情報取得に活用できます。
さらに、指定避難場所等5箇所のWi-Fi自動販売機は、災害時に無料で飲料を取り出せる災害救援ベンダーとなってい
ます。

大多喜町観光本陣

農村コミュニティーセンター

栗又の滝駐車場

整備・運用費用
整備費用
大多喜町の町有施設におけるWi-Fiの整備費用は以下の通りです。
年度

平成26年度

整備費用

8,800,000円
（テルウェル東日本
負担を含む）

設置箇所

11箇所

備考

テルウェル東日本は、
自販機11箇所のネットワーク回線、
設置工事費を全額負担。
Wi-Fi
町は県の補助金を役務の利用費（接続時間増やグループ化の
カスタマイズに使用）及び広報活動費
（外国人向けパンフレット作成費、AR使用料）
に使用。

運用費用

11箇所のWi-Fiの運用費用（自動販売機が消費する電気料金を含む）については、テルウェル東日本が自動販売機の
飲料収入より負担しています。

4 Wi-Fi環境整備効果
Wi-Fiの利用状況の確認も可能ですが、大多喜町役場では特に計測していません。
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5 Wi-Fi環境整備における課題と工夫した取組
企画・検討段階での課題

整備モデルの明確化

● 大多喜町全体のWi-Fi環境整備を検討していた。

効果的な取組
● テルウェル東日本のWi-Fi自動販売機の設置

取組詳細
養老渓谷の旅館や町内商店計28箇所で先行していたWi-Fi環境整備に対し、
テルウェル東日本がWi-Fi自動販売機を
整備した11拠点については、災害対策の一環としての取組みとして大多喜町が位置づけました。
これにより、Wi-Fiによ
り観光地の利便性向上だけでなく、災害時における情報入手及び安否情報の発信手段といった防災対策にもつながって
います。
なお、大多喜町はテルウェル東日本との間で随意契約を交わしています。
設置場所については、小学校への設置も検討しましたが、
自動販売機の設置場所として適した場所がなかったこと、児
童の携帯電話普及率の増加に伴うインターネットへの接続に対する危惧により設置不可となりました。
また、県民の森、
大多喜城など県の施設については、
ネットワークセキュリティの観点から設置不可となっています。

民間企業との協業によりWi-Fi自動販売機を採用したことで、

11拠点のWi-Fi環境整備については町の費用負担なく、先行的に整備が完了していた旅館や商店の
Wi-Fi環境整備と一体となって、町内39箇所でWi-Fiサービス提供を実現しました。

とうきょうとしぶやく

04 東京都渋谷区
ポイント
帰宅困難者向けのWi-Fi環境整備に加え、
防災ポータルを運営
区外からの来街者が多い渋谷区の防災
課では、帰宅困難者に向けて、屋外の公共
空間で利用可能な Wi-Fi 環境の提供と、区
民／区民以外の別にあわせて情報の強調
表示がなされる仕様の防災ポータルの運営
が実施されています。
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基礎情報
人口
世帯数
高齢化率
人口密度
面積

直面課題
224,680人
136,259世帯
18.9%
14,879.4人/km²
15.1km²

条件不利地域
財政力指数

Wi-Fi利用拠点数
アクセスポイント数
整備開始
避難場所数
避難所数

組織内調整
整備箇所の絞込み
整備モデルの明確化
官民連携の推進体制の構築
仕様検討

0.96（平成29年度）
5
6
平成26年
9
33

災害時活用
平時利活用
ランニングコストの負担軽減

人口・世帯数・高齢化率 ： 平成30年住民基本台帳より
面積 ： 平成30年全国都道府県市区町村別面積調より
Wi-Fi利用拠点数 ： 防災課が防災目的で整備したWi-Fi利用拠点数

1 Wi-Fi環境整備実施の経緯
渋谷区防災課では、
平成25年度に、
Wi-Fi環境整備を進めることが決まりました。当時は、東日本大震災で帰宅困難者が
多く出たことや、Wi-Fiに関わる技術の進歩などを背景として、Wi-Fi環境整備の機運が社会的に高まっていた時期でし
た。
そのような中、
Wi-Fi環境整備に関わる総務省の補助も利用可能であったこともあり、Wi-Fi環境整備計画が進められ
ました。
（平成25年度）
を活用して、平成26年度に5
Wi-Fi環境整備においては、総務省の「防災情報ステーション等整備事業」
箇所（6アクセスポイント）
について、区の防災課によって整備が行われました。帰宅困難者向けに整備を行ったため、整備
箇所は主に主要幹線道路沿いになっています。
SSIDは「0000Shibuya_City」で、平時も利用が可能です。
そのほか、商工観光課など他の課が整備したものや、民間の事業所が整備しているものもあり、
これらをあわせるとア
クセスポイントの数は200を超えるほど、
様々な地点でWi-Fi環境の提供がなされています。
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2 Wi-Fi環境整備体制
団体内でのWi-Fi環境整備推進体制
渋谷区のWi-Fi環境の整備は、基本的には各課によって行われ、
システム運用課が取りまとめを行うことになっていま
す。平成26年度に5箇所で整備された防災目的のWi-Fiについては、防災課によって整備されました。

Wi-Fi環境整備モデル
は、区が整備費用、運用費用を負担する“公
防災課が公共空間5箇所に整備した公衆無線LAN「0000Shibuya_City」
設公営”モデルです。

3 Wi-Fi環境整備内容
事業イメージ
（整備時点）
渋谷区防災センター
（渋谷ヒカリエ８階）

区防災情報システム（既設）で
収集した災害情報を災害情報
コンテンツでも見ることが
可能な仕組の構築

渋谷区役所

防災情報システム用サーバ

職員による情報入力

!

既存ＷＩＦＩスポットとの
情報連携協力依頼

インターネット
災害情報コンテンツ用サーバ
平時は、区及び観光協会の
ホームページのみアクセス可能にし
災害時にのみ、他のページも
見られるようにする想定。
現在は平時でもアクセス制限は
解除しています。

渋谷駅周辺帰宅困難者対策協議会への

WIFIスポット設置協力依頼

×5箇所

Ex
国立代々木競技場 セルリアンタワー ヒカリエ

防災情報
ステーション

ピンク塗部分

を

補助対象物件として申請

避難所・一時集合場所

Wi-Fi環境整備状況・整備箇所
防災課で整備したWi-Fi環境については、5箇所（6アクセスポ
イント）
で利用が可能です。帰宅困難者向けに整備が行われたた

幡代小学校
千駄谷小学校

め、整備箇所は主に主要幹線道路沿い（明治通り沿い2地点、甲
州街道沿い1地点、青山通り沿い1地点、渋谷区役所前交差点1
地点）
になっています。SSIDは
「0000Shibuya_City」
で、平時も
利用が可能です。

渋谷区役所

青山学院大学

ひがし健康プラザ

そのほか、NTT光ステーションとの連携や商工観光課などが整
備したものを含めると、
アクセスポイントの数は200を超えるほ
ど、様々な地点でWi-Fi環境の提供がなされています。
渋谷区におけるWi-Fi整備箇所

04 東京都渋谷区
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Wi-Fi環境整備事業実績
渋谷区防災課では、平成26年度に、総務省の「防災情報ステーション等整備事業」
（平成25年度）
を活用して、5箇所（6
アクセスポイント）
についてWi-Fi環境の整備が実施されました。

整備箇所①「渋谷区役所前交差点付近」

整備箇所②「青山通り沿い付近」

「0000Shibuya_City」開設の告知ページ

サービス内容
「0000Shibuya_City」
が利用可能な地点については、渋谷区のホームページ上で情報
提供されています。
「0000Shibuya_City」
の利用時には、
メールアドレスの登録が必要にな
ります。
災害時には区が整備する防災ポータルと連携することにより、行動の指針、避難情報、避
難所及び帰宅困難者支援施設開設状況、
鉄道運行状況などの情報が閲覧できるようになっ
ています
（５．
Wi-Fi環境整備における課題と工夫した取組にて詳述）。

04 東京都渋谷区
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整備・運用費用
整備費用
渋谷区防災課が整備した5箇所についての整備年度におけるWi-Fi環境整備費用は以下の通りです。
年度

整備費用

平成26年度 約35,000,000円

設置箇所

備考

5箇所

• 平成25年度防災情報ステーション等
整備事業補助金を活用（約17,600,000円）

（公共空間）

運用費用
防災課が整備したWi-Fi環境の運用費用については、以下のものが挙げられます。
●無線LANインターネット接続利用料：67,080円/月
（5箇所合計）
●回線利用料：35,000円/月
（5箇所合計）
●設備保守費：25,000円/月
（5箇所合計）
総額で、127,080円/月となっております。

4 Wi-Fi環境整備効果
渋谷区防災課では、
日ごと・地点ごとにWi-Fi利用者数を集計しています。利用者の多寡は地点や日によって大きく異
なっていますが、全体で平均をすると、
1地点の1日あたりの利用件数は20~50件程度になっています。

2018年度

「0000Shibuya_City」の月間利用件数（5ヶ所合計）

2017年度

1,500

1,000

500

0

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月
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5 Wi-Fi環境整備における課題と工夫した取組
企画・検討段階での課題

整備箇所の絞込み

● 避難所に入らない帰宅困難者に対する情報提供方法の検討に苦労

効果的な取組
● 主要幹線道路沿いにアクセスポイントを設置し、屋外の公共空間向けに

Wi-Fi環境を整備することで、帰宅困難者に対してもWi-Fi環境を提供

取組詳細
渋谷区周辺は日本でも有数の都市であり、区外からの通勤・通学者や観光客など、区民でない様々な人々が日常的に
訪れている地域です。そうした人々は災害時、区民向けの避難所にも入れず、区外の自宅にも帰ることのできない、帰宅
困難者となってしまう可能性があります。そのような時に、
どのように帰宅困難者に対して情報提供を行えるかが、渋谷区
の抱えていた課題でした。
上記のような課題意識のもと、渋谷区防災課では、明治通りや青山通りといった主要幹線道路沿いにアクセスポイント
を設置し、屋外の公共空間に向けてWi-Fi環境を提供する形で整備を行いました。
このことによって、帰宅困難者が屋外
にいながらにして、Wi-Fiを利用できるようになりました。
幸いなことに、防災課がWi-Fi環境を整備してからは、渋谷区では大規模災害は発生しておらず、多くの人々が帰宅困
難者となってしまうような事態も起きていません。
しかし、実際に多くの人々が帰宅困難者となった東日本大震災を鑑み
れば、渋谷区のこのような取組は非常に重要なものであるといえます。
渋谷区では、帰宅困難者に対する情報通信環境の提供のために、
主要幹線道路沿いにアクセスポイントを設置し、屋外の公共空間からWi-Fi環境に接続できるようにしました。

「渋谷区役所前交差点付近」Wi-Fiスポット

「青山通り沿い付近」Wi-Fiスポット
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利活用段階での課題

災害時活用

● 災害発生時の被災者ニーズにマッチした情報提供の必要性

効果的な取組
「渋谷区民の方／渋谷区民以外の方」
を選択すると、
● 防災課で、
それぞれにあわせて情報提供が可能な仕様の防災ポータルを開発・運営

取組詳細
地方自治体にとって、災害時の当該自治体居住者への情報発信は非常に重要な業務です。それに加えて、先述の通り
区外からの来街者が多い渋谷区では、区民以外の方に向けた情報提供も同様に重要になります。災害時の情報提供の
ため、渋谷区防災課では防災ポータルを開発・運営することにしましたが、区民の方、区民以外の方で必要な情報が異な
ることに、開発の難しさがありました。区民の方、区民以外の方でページを分けると、開発・管理・運営に余分なコストが必
要になってしまいますが、区民の方向けの情報と、区民以外の方向けの情報を同じページに一括して掲載すると、一つの
ページが提供する情報量が多くなりすぎてしまい、被災者が自分にとって必要な情報にアクセスしにくくなってしまい
ます。
そこで渋谷区防災課では、簡単なタブの操作で、区民／区民以外の別にあわせて情報を強調表示する仕様の防災
ポータルを開発しました。
タブで
「渋谷区民の方」
を選択
すると
「避難所・自主避難施設一覧」や「避難する
（渋谷
区民）」
といったような項目が、
タブで「渋谷区民以外の
方」
を選択すると
「帰宅困難者受入施設一覧」
や「「帰宅
が困難になったら」
といったような項目が強調表示され
ます。また、重要な情報（「緊急医療救護所一覧」など）
は、
どちらのタブを選択しても強調表示される仕様に
なっています。なお、
このポータルの情報の更新は、渋
谷区の防災システムと連携して自動で行われるため、更
新の手間もかかりません。

渋谷区の防災ポータル
※赤枠内のタブを切り替えることで、

渋谷区防災課では、区民／区民以外の別にあわせて
情報提供が可能な仕様の防災ポータルを開発しました。

区民／区民以外の別にあわせて情報の強調がなされる

しずおかけんかわねほんちょう
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ポイント
施設に整備したWi-Fi環境を町主催の
プログラミング教室にて活用
川根本町では、町内の児童生徒を対象に
したプログラミング教室を開催しています。
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直面課題

基礎情報
人口

面積

7,062人
2,893世帯
47.7%
13.8人/km²
496.9km²

条件不利地域

過疎地域（全域）

世帯数
高齢化率
人口密度

振興山村（全域）

プ ログラミング 教 室 の 開 催 会 場 を 町 が

Wi-Fiを整備した防災拠点とし、プログラミ
ング教室内でWi-Fiを活用することで、災害
時以外の平時（教育分野）
でのWi-Fi利活用

Wi-Fi利用拠点数

を実現させています。

アクセスポイント数

財政力指数

整備箇所の絞込み
整備モデルの明確化
官民連携の推進体制の構築
仕様検討

特定農山村（全域）

災害時活用

辺地（一部）

平時利活用

域内指定緊急避難場所数

0.37（平成29年度）
22
105
平成26年
52

域内指定避難所数

11

整備開始

組織内調整

ランニングコストの負担軽減

人口・世帯数・高齢化率 ： 平成30年住民基本台帳より
面積 ： 平成30年全国都道府県市区町村別面積調より
Wi-Fi利用拠点数 ： 市町村がWi-Fi環境を整備した拠点

1 Wi-Fi環境整備実施の経緯
川根本町では、平成26年度に総務省の「情報通信利用環境整備推進交付金」
（「光の道」整備推進事業）
を活用し、超高
速ブロードバンドの整備を開始しました。超高速ブロードバンドを活用した情報発信手段のひとつとして、Wi-Fi環境整備
を通じた情報発信に注力する動きとなったのが町としてのWi-Fi環境整備のきっかけでした。
川根本町における情報政策については、平成 25 年より川根本町長に就任している鈴木敏夫（すずきとしお）町長が
リーダーシップを取り、地域発展のための超高速ブロードバンド整備やWi-Fi環境の整備等を積極的に推進してきまし
た。平成26年11月にはICT(情報通信技術)の利活用による住民サービスの向上、便利で暮らしやすいふるさとづくりの
実現を目的に
「川根本町ICT利活用検討委員会」
（以下、委員会）
が設置されています。委員会は町内の有識者を中心に構
成され、防災、福祉、教育、観光、農業等の産業関係、職場など、様々な分野におけるICT(情報通信技術)の利活用方策が
検討されており、そのテーマの一つとしてWi-Fiの利活用も取り上げられてきました。
「防災情報ステーション等整備事業」
（平成25年度補正）、
「観光・防災Wi-Fiステーション
Wi-Fi環境整備においては、
整備事業」
（平成 26年度）を活用し、防災拠点（町内の小中学校等）や観光拠点（キャンプ場等）への整備が開始されま
した。
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2 Wi-Fi環境整備体制
Wi-Fi環境整備推進体制
平成27年までは企画課内の一室が情報政策を担当していましたが、平成28年4月より、情報政策全般を主導する課と
して情報政策課が新設されました。
これにより、Wi-Fi整備においては情報政策課がリーダーシップを取ってスムーズに
推進することが可能となりました。

Wi-Fi整備にあたっては、調査・企画段階から企画・検討段階まで情報政策課が一貫して主体となって関わっています。
ただし、
キャンプ場等観光拠点におけるWi-Fi整備は観光商工課が担当しています。
Wi-Fi環境整備モデル
は町が整備費用、運用費用を負担する“公設公営”モデ
川根本町の公衆無線LAN「KAWANEHONCHO_FreeWi-Fi」
ルで、
ブロードバンド回線やアクセスポイント、Wi-Fiルーター等の保守は民間事業者（東海ブロードバンドサービス株式
会社）
が実施し、その運用コストは町が負担しています。
東海ブロードバンド株式会社は川根本町が高速ブロードバンド回線の整備を推進するにあたり設立されたブロードバ
ンド回線の設置・運用を行う町内の事業者です。
ブロードバンド回線は町から東海ブロードバンドサービス株式会社に貸
アクセスポイントやWi-Fi ルータの保守を東海ブ
し出し、
ブロードバンド回線の保守契約とあわせてWi-Fiの回線保守、
ロードバンドサービス株式会社が実施しています。
ブロードバンド回線の貸出
整備・運用経費の負担

ブロードバンド回線の保守
AP、ルーターの保守

3 Wi-Fi環境整備内容
事業イメージ

平成25年度事業イメージ

平成26年度事業イメージ

05 静岡県川根本町
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Wi-Fi環境整備状況・整備箇所
「KAWANEHONCHO_FreeWi-Fi」
は現在22施設、
川根本町の公衆無線LAN
105アクセスポイントで運用しています。
22施設のうち、防災拠点（小中学校、道の駅、県立自然公園等）が16施設、観光拠点（キャンプ場）が6施設となっています。
Wi-Fi環境整備事業実績
平成25年度防災情報ステーション等整備事業において防災情報ステーションを１箇所（大井川鐵道千頭駅前広場）整
備し、無線LANアクセスポイントを川根本町役場ほか3箇所に設置し、防災拠点計5箇所にWi-Fi環境が整備されました。
平成26年度観光防災Wi-Fiステーション整備事業においては、観光・防災Wi-Fiステーションをフォーレなかかわね茶
茗舘ほか２箇所に整備し、無線 LANアクセスポイントを山村開発センターほか１箇所に設置し、防災拠点計 5 箇所に
Wi-Fi環境が整備されました。
また、キャンプ場6箇所の整備は、静岡県観光施設整備事業を活用して実施されています。小中学校（6校）のWi-Fi整
備は平成29年度の町単独事業にて実施されています。

フォーレなかかわね茶茗舘

フォーレなかかわね茶茗舘の
観光・防災Wi-Fiステーション

サービス内容
アクセスポイントに接 続 すると川 根 本 町 のホー ム ペ ージが 表 示 さ
れます 。ホー ム ペ ージでは 町 内 の 飲 食 店 、宿 泊 施 設 、観 光 スポット等
に関 する情 報 が 掲 載 されて おり、町 からの 情 報 発 信に寄 与して いま
す。
「KAWANEHONCHO_FreeWi-Fi」の利用時の認証は、
メールアドレ
ス認証を採用しています。
メールアドレスに加え、居住地情報を入力するこ
とで認証が完了し、Wi-Fiの利用及び川根本町ホームページへのアクセスが
可能になります。

川根本町ホームページ
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整備・運用費用
整備費用
川根本町での各整備年度におけるWi-Fi環境の整備費用は以下の通りです。
年度

整備費用

設置箇所

備考

平成25年度

8,913,003円 5箇所

平成26年度

34,905,600円 5箇所

• 平成26年度観光・防災Wi-Fiステーション
整備事業費補助金を活用（17,453,600円）
• ポータルサイトの構築費用も含む
平成27年度28,080,000円6箇所（観光拠点）

平成28年度

28,080,000円 6箇所

• 静岡県観光施設整備事業の補助金を活用（14,000,000円）

（防災拠点）

（防災拠点）

（観光拠点）

• 平成25年度防災情報ステーション等
整備事業費補助金を活用（4,456,000円）

また、上記以外に町内の小中学校の6施設のWi-Fi環境を町の単独事業で整備しており、総事業費は38,685,600円
となっております。
こちらは川根本町合併時の合併特例債で約3,670万円を充当しているため、町の負担は軽減されて
います。
運用費用

Wi-Fi環境の運用費用については、以下のものが挙げられます。なお、運用費用については先述のとおり、町が負担し
ています。
●施設ごとに発生する回線利用料：10,000円/月
（１施設あたり）
●ルーター、
アクセスポイント等の保守費用：324,000円/年（平成25年度、平成26年度に整備した10施設）
なお、小中学校で整備されているWi-Fi環境の運用費用については、教育委員会の負担となっています。

4 Wi-Fi整備効果
川根本町では、各施設に整備されたWi-Fiの利用件数を月別に集計しています。利用件数は、利用者の居住都道府県
別に計測可能となっています。
（外国人の場合は居住国）
下表は川根本町内の小中学校を除く防災拠点10施設におけるWi-Fi利用件数推移を示したものです。サービス開始
から多少の波はあるものの、月間300~500
件程度の利用件数を記録しており、特に駅、
道の駅、庁舎での利用件数が多くなっており
ます。
また、観光商工課では、今後Wi-Fiのアクセ
スログを活用して観光施策に活かすことを検
討しています。

2017年12月~2018年12月のWi-Fi利用件数推移
（利用件数）
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5 Wi-Fi環境整備における課題と工夫した取組
調査・計画段階での課題

組織内調整

● 町費を使用したインターネット環境構築において住民の説得に苦労
●小中学校でのWi-Fi環境整備において教育委員会との連携に苦労

効果的な取組
● 住民の理解を得るため、
住民向け説明会を開催し、
インターネット環境構築による利活用方策を提案
● 教育委員会の同意を得るため、情報政策課が
主体的に小中学校でのWi-Fi利活用方策を検討し、整備も主導

取組詳細
川根本町では、平成26年にブロードバンドネットワーク回線を整備する際にも同様の計画がありましたが、その際は
「大きな町費を負担してまでインターネット環境を整備する必要はないのではないか」
という住民の反対意見が多く、
ブ
ロードバンドネットワーク回線整備の実現に至りませんでした。
そこで、平成25年に川根本町長に就任した現在の町長が中心となって、住民の理解を得るために町内の全地区におい
て住民向けの説明会を開催いたしました。説明会ではインターネット環境構築による利活用方策を提案し、住民にとって
のメリットを提示したこともあり、住民の理解を得るきっかけになりました。
ブロードバンドネットワーク回線整備時に住民
の理解を得たこともあり、平成26年度以降Wi-Fi環境を整備する際は特に住民からの反対の声も聞かれませんでした。
また、情報政策課では、2020年の小学校でのプログラミング教育の必修化に向け、町内の小中学校でのWi-Fi環境整
備に向けた検討が進んでおりました。教育委員会の同意を得るため、生徒へのタブレット配布、電子黒板の設置等、小中
学校でのWi-Fi利活用方策の検討からWi-Fi環境の設計等までを情報政策課が主導し、町内小中学校におけるWi-Fi環
境整備を実現させました。
川根本町では、町長を中心に町内全地区でインターネット環境整備に関する
住民向けの説明会を60回以上開催し、住民の理解を得ることができました。
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利活用段階での課題

平時利活用

● Wi-Fi環境整備予定の施設は、普段は人が多く集まる施設ではないため、
災害時以外の平時利活用が見込めなかった

効果的な取組
● Wi-Fi環境を整備した施設を、町が主催する“プログラミング教室”の会場とすることで、
施設に整備されたWi-Fi環境の平時利活用を実現

取組詳細
川根本町では平成26年の11月に
「川根本町ICT利活用検討委員会」
（以下、委員会とする）
を設置しました。委員会は
町が平成26年に超高速ブロードバンド回線を整備することになった際に立ち上がり、ICT(情報通信技術)の利活用による
住民サービスの向上を目的としており、委員会の構成員は医師や福祉施設の所長や工場長等の町内の有識者です。委
員会では、町民生活の向上、地域産業活性化等を通じた便利で暮らしやすい
ふるさと作り推進のため、様々なICT利活用方策が定期的に検討・提案され
ています。検討テーマの一つとしてWi-Fiの利活用方策も検討されてきてお
り、その一つが“プログラミング教室でのWi-Fi利活用”でした。
川根本町では、総務省「地域におけるIoTの学び推進事業」実証事業とし
て、
「川根本町地域ICTクラブ推進協議会」
によるプログラミング教室が開催
されていましたが、
この教室の開催場所を、町で整備したWi-Fi環境を有す
る公共施設2施設の会議室（山村開発センター、文化会館）
とすることで、防
災拠点に整備したWi-Fi環境を平時で活用することが可能となりました。
プログラミング教室では、Wi-Fi環境に接続されたパソコン、
タブレットを
使用したロボットの操縦等が行われました。教室は、平成30年9月から12月
にかけて開催されましたが、平成31年度以降も月1〜2回のペースで教室を
開催するよう計画しています。
これにより、公共施設に整備したWi-Fi 環境
を、災害発生時だけではなく、平時に教育面で利活用することが実現され
ています。
川根本町では情報政策課担当者に加え、町内の有識者を交えて
利活用方策を検討・提案する場を設けることで、
プログラミング教室での

Wi-Fi環境活用等様々な形でのICT利活用が進められています。

プログラミング教室の実施風景

いしかわけん のとちょう
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ポイント

直面課題

基礎情報
人口

既設の公営CATV設備を活用した
集約管理型のWi-Fi環境を整備。
簡便かつ低コストに追加アクセスポイント
整備の可能な仕組みを構築。

面積

17,884人
7,706世帯
45.0%
65.4人/km²
273.3km²

条件不利地域

過疎地域（全域）

世帯数
高齢化率
人口密度

能登町では、平時及び非常時の双方で、

組織内調整
整備箇所の絞込み
整備モデルの明確化
官民連携の推進体制の構築
仕様検討

町民に身近な公民館等（自主避難対応避難

振興山村（全域）

所）にWi-Fi 環境を整備しました。能登町が

半島振興対策実施地域（全域）

災害時活用

0.20（平成29年度）
13
13
平成29年
51
17

平時利活用

財政力指数

従前より運営していたケーブルテレビの回

Wi-Fi利用拠点数

線や機器を活用しつつ、認証装置やネット

アクセスポイント数

ワークを一元化することで、町全体における

整備開始

拡張的なアクセスポイント整備・運用を簡便

域内指定緊急避難場所数

かつ低コストで実現することができました。

域内指定避難所数

ランニングコストの負担軽減

人口・世帯数・高齢化率 ： 平成30年住民基本台帳より
面積 ： 平成30年全国都道府県市区町村別面積調より
Wi-Fi利用拠点数 ： 市町村がWi-Fi環境を整備した拠点

1 Wi-Fi環境整備実施の経緯
能登町は、石川県の北東部、能登半島の中央部に位置し、富山湾に面する町です。
能登町では、平成28年3月に、町を運営する上での総合的な指針である
「能登町第二次総合計画」
が策定されました。
このなかで、近年、増加傾向にある訪日外国人観光客等の受け入れ体制の強化を図るために、
Wi-Fiの整備を進めること
等が掲げられ、整備に取り組むこととなりました。
整備には、総務省の「公衆無線LAN環境整備支援事業（平成29年度）」
が活用され、災害時利用にも資するよう
「自主
避難対応避難所」のうち10箇所において整備が行われました。翌年の平成30年度にも、新築移転された公民館（自主避
難対応避難所）
を含む3箇所において整備が行われました。
これら施設では、平成30年9月の台風21号・台風24号の被
災時に、避難所の開設と災害時用Wi-Fiとして開放が行われました。
町では、現在も更なるWi-Fi整備が模索されています。平成31年度にも自主避難対応避難所2箇所とその他施設4箇
所（役場や運動公園、観光集客施設）の計6箇所において整備が行われる予定です。
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2 Wi-Fi環境整備体制
Wi-Fi環境整備推進体制
現在、能登町のWi-Fi環境整備は、
「広報情報推進課」
が中心的な役割を担っています。
能登町におけるWi-Fi環境整備では、従前は、町の個々の施設管理セクションが、それぞれで回線・設備機器等を導入
「広報情報推進課」
が舵取りをしつつ一体
する形態で進められてきましたが、平成29年度の整備事業をきっかけとして、
的にWi-Fi環境を整備する形態にあらためられました。
具体的には、
「広報情報推進課」
が、例えば教育や生涯学習に係る施設を管理する
「教育委員会事務局」
や、観光集客に
係る施設を管理する
「ふるさと振興課」等のニーズを汲み上げながら、整備を進める仕組みになっています。設備等の設
置や運用に要する費用も
「広報情報推進課」
が負担しています。
なお、能登町におけるWi-Fi環境整備では、既設のケーブルテレビの回線や機器が有効活用されています。
このケーブ
ルテレビに係る業務も、
「広報情報推進課」
が所掌しています。

Wi-Fi環境整備モデル
能登町の自主避難対応避難所等に整備された公衆無線LAN「Noto

Free Wi-Fi」は、町が整備費用、運用費用を負担

する“公設公営”モデルによるものです。

3 Wi-Fi環境整備内容
事業イメージ
能登町におけるWi-Fi環境整備事業の概要は、下図のとおりです。
山間地や海岸沿いなどの地形的特色のため、地上波放送・難視聴地域がほとんどを占めていた能登町では、全国でも
五番目、石川県内では初の公営のケーブルテレビが、
かつてから導入・運営されており、町内のほぼ全て世帯・事業所等
に放送・通信ネットワークがつながっている状況でした。
このようなインフラを有効
に 活 用 し た た め 、今 般 の

インターネット

Wi-Fi環境整備事業によって
新設する設備は限定的に留

サーバ室

能登町ケーブルテレビネットワーク

能都地区公民館

ＦＴＴＨ

既設
ONU

ONU
住宅

められました。
Firewall
/Router

認証装置

既設
告知放送設備制御
システム群

サブセンターＡ

商店等

既設
告知放送設備制御
システム群

公共施設

PoE

屋内AP

内浦・柳田地区公民館

サブセンターＢ

既設
告知放送設備制御
システム群

既設
告知放送器

ＨＦＣ

既設
CableModem
住宅

告知放送設備制御システム群
GE-PONシステム、ケーブルモデ
ム制御システム、告知放送器制御
システム、スイッチングハブなど

サブセンターＣ

商店等

既設
告知放送設備制御
システム群

公共施設

既設
告知放送器

PoE

【凡例】
オブジェクト

赤枠で囲った設備・機器について補助対象として整備。

屋内AP

オブジェクト

既設設備

（設定変更等）

新設する設備
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Wi-Fi環境整備状況・整備箇所
現在、能登町における公衆無線LAN「Noto Free Wi-Fi」
は、
自主避難対応避難所（総数17箇所）のうち11箇所、11
アクセスポイントで運用されています。
この11箇所では、平時には認証登録を経て無料でインターネットが利用できるWi-Fiとして活用し、災害時には避難者
が安否確認や災害情報の収集等を行うことのできる防災Wi-Fiへ即時切り替えがなされます。

Wi-Fi環境整備事業実績
（平成29年度）
」を活用して、
町内10箇所の公民館等におけるWi-Fi環
能登町では、
「公衆無線LAN環境整備支援事業
境が整備され、平成30年4月より「Noto Free Wi-Fi」の運用がスタートしました。平成30年6月には、町の単独事業とし
て、
“小間生
（おもう）
公民館”にWi-Fi環境が整備されました。
これらの11施設では、
平成30年9月の台風21号・台風24号
の被災時に、
自主避難対応避難所の開設と災害時用Wi-Fiとしての開放が行われました。
能登町では、
平成31年度にも町の単独事業として、
自主避難対応避難所である2箇所の公民館において、
Wi-Fi環境整
備が行われる予定となっています。
またこれに加えて、
能登町役場、
のと九十九湾観光センター、
遠島山公園、
内浦総合運
動公園の4箇所での整備も予定されています。

能登町公衆無線 LAN整備箇所
小間生公民館
柳田公民館

恋路海水浴場

岩井戸公民館

松波公民館
上町公民館

内浦総合運動公園

不動寺公民館
秋吉公民館
神野公民館

能登町役場

真脇遺跡縄文館

遠島山公園

高倉公民館

白丸公民館
のと九十九湾
観光交流センター

整備箇所「小間生公民館」

小木公民館

三波公民館
瑞穂公民館
平成 30 年以前設置箇所
平成 31年度予定箇所

小間生公民館内の
アクセスポイント

サービス内容
能登町の
「Noto

Free Wi-Fi」が利用可能な施設には、能登町のイメージキャラクターである「のっとりん」が描かれたス
テッカーが掲示されています。
「Noto Free Wi-Fi」
は、
Wi-Fi機能を搭載したスマートフォン、タブレット端末、パソコンで利
用可能です。利用時の認証は、
メールアドレス認証方式、
もしくは

SNSアカウント認証方式が採用されており、いずれかで認証すれ
ば無料でインターネットを利用できるようになっています。
なお、接続時間は20分/回と設定されており、20分を超過した
場合には、
再度の接続手続きをすることで、
8回/日の利用が可能
となっています。

Wi-Fiが利用可能
Noto Free Wi-Fiの
であることを告知するステッカー 利用案内画面
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整備・運用費用
整備費用
能登町では、整備箇所ごとに認証装置を置く従前の方式ではなく、既設置の告知放送システム
（ケーブルテレビや告知
端末等）
を利用してセンターにて集約的に認証等を行う方式を採用しました。
アクセスポイントの設置費用（一台あたりおよそ170,000円）のみで、安価に拡張的な
そのため、平成30年度以降は、
整備を進めていくことが可能となっています。
年度

整備費用

平成29年度

3,341,520円＜実績＞ 10箇所（公民館等の防災拠点）

平成30年度
平成31年度

設置箇所

備考

550,880円＜実績＞ 3箇所（小間生公民館等）

• 平成29年度公衆無線LAN環境整備
支援事業補助金を活用（2,227,000円）
• 町単独事業

1,144,000円＜予定＞ 4箇所（能登町役場や集客交流施設等）

• 町単独事業

能登町におけるWi-Fi整備方式の概要図
告知端末

従前 方式
設置箇所ごとに
認証装置を
設置する方式

業務用ルータ

認証装置

整備コスト
（概数）

運営コスト
（概数）

120~150
万円 / 箇所

円 / 箇所・月

アクセスポイント
￥1,200,000-

Internet

￥1,200,000-

インターネット利用料は、
1箇所ごとに約3,000円/月

2,700

￥1,200,000-

従来の設置箇所ごとに認証装置を置く方方式だと、1箇所あたり120万円 ~150万円程度の構築費が必要となる。
アクセスポイント 10 台
3か年で目標としていた最終形の

補助要件を満たすための
構築費用 678,348 円
ネットワーク構築費用
972,000円

今回 方式
既存 CATV 網を利用し、
センターで集約的に
認証等を行う方式

Internet
インターネットは、
ケーブルテレビ
インターネット回線を利用する

認証方式の
設定変更を
追加

告知端末

設置箇所や台数になるべく近づける

1,691,172円（およそ169,100円／箇所）

能登町ケーブルテレビ
ネットワークを
利用した新たな
ネットワークを構築

￥169,100￥169,100￥169,100-

初回構築費用
約165万円
↓
以降の拡張は
約17
万円 / 箇所

0 円 / 箇所・月

注）金額記載は実績値

運用費用
能登町におけるWi-Fi整備では、従前より能登町が導入・運営しているケーブルテレビ回線等を利用するとともに、新
たに民間事業者に管理・保守委託をすることもなかったため、追加的な運用費は生じていません。

4 Wi-Fi環境整備効果
能登町では、Wi-Fi利用者数を確認することができる仕様になっています。現状では、定期的に集計・分析等はなされ
ていませんが、整備前に想定していた程度の利用者数が確認されています。
また、平成30年9月4日
（台風21号）、9月30日
（台風24号）
には、
自主避難対応避難所の開設と災害時用Wi-Fiとして
の開放が行われました。
自主避難した町民のなかには、外部との連絡や情報収集の手段として、Wi-Fiを活用した方もい
るようです。
なお、能登町では、町民に身近な公民館等（自主避難対応避難所に指定）
をWi-Fi環境の整備対象箇所にしました。町
では、平常時から町民がコミュニティ活動のなかでWi-Fiを利用することで、災害時における利用に慣れる機会が得られ、
町民の情報リテラシーを高めることも相乗効果として期待しています。
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5 Wi-Fi環境整備における課題と工夫した取組
調査・計画段階での課題

整備箇所の絞込み

● 防災拠点もしくは被災場所と想定される公的拠点の数が多く、

Wi-Fi環境整備箇所の絞込みが必要。

効果的な取組
● Wi-Fi環境整備について、庁内各課に整備ニーズを照会
● 町民にとっての平時の身近さ、災害時の利用頻度等を考慮して、
自主避難対応避難所（公民館等）
を整備対象箇所に絞込み

取組詳細
能登町には、災害発生時に防災活動の拠点となる施設・場所等である指定避難所が数多くあります。家屋の全壊等で
「準広域避難所」
は38箇所が指定されています。
ま
居住できない場合の避難生活の場所となる
「広域避難所」
は13箇所、
（注：
た、家屋の全壊に至らずとも、
自主避難する町民等を受入れる
「自主避難対応避難所」
は17箇所指定されています
うち16箇所は準広域避難所としても指定）。加えて、被災場所と想定される公的拠点（観光集客施設など）
を含めると、

Wi-Fi環境整備箇所の候補はさらに多くなります。全ての箇所に対して同時に整備をすることは難しいため、整備対象の
施設を絞り込む必要がありました。
能登町では、整備初年度である平成29年度の対象として、公民館等の「自主避難対応避難所」
にターゲティングしまし
た。その理由として、①平時の公民館は町民の身近な施設として、子どもから高齢者まで幅広い層の利用があること、②
「自主避難対応避難所」
である公民館等は災害時に避難所として開設される頻度が高いこと、
が挙げられます。例えば
「広
域避難所」
は、大規模災害時に担う役割は大きいものの、当該避難所が開設される規模の災害はそれほど頻度が高くは
ありません。一方で、
「自主避難対応避難所」
は、台風の接近のケースなどをはじめとして、相対的に高頻度で避難所とし
て開設されます。
このように、公民館は平時・災害時ともに町民に身近で、頻度が高い利用が見込まれるために、初年度の
整備対象施設に位置づけられました。
なお、具体的な整備箇所を決定する際には、町の施設を管理している全ての部局に対してWi-Fi環境整備のニーズを
確認しました。公民館等の「自主避難対応避難所」
を中心に整備を始めた理由には、公民館の管理する教育委員会事務局
が整備を希望したこともあります。今後も、観光集客に係る施設を管理する
「ふるさと振興課」等の関係部局のニーズを
把握しながら、町内におけるWi-Fi環境整備を進めていくことが予定されています。
能登町では、①平時には町民にとって身近な施設であること、②台風接近など
「自主避難対応避難所」
としての
開設頻度の高い防災拠点であること、
を考慮して、初年度の整備対象として
『公民館』
を選定しました。

41

06 石川県能登町

企画・検討段階での課題

整備モデルの明確化

● 従来のような、箇所ごとに認証装置を設ける方式では、
整備・運用の費用が多大になり、多様な施設での整備を進め難い。

効果的な取組
● 既設のケーブルテレビの回線・機器を活用することで、
整備箇所ごとのイニシャルコストを抑制
● 同様に、認証装置・ネットワークを一元化することで運用費用も抑制

取組詳細
平成28年度までは、町営の宿泊施設やテニスコート、海水浴場など町内の4箇所において、個々の施設を管理するセ
クションが、それぞれで回線・設備機器等を導入する形態でWi-Fi環境整備を進めている状況でした。
この方式では、
ネッ
トワーク回線はもとより、業務用ルーターや認証装置をも各施設ごとに整備する必要があるため整備費用（イニシャルコ
スト）
も多大でした。
また、回線利用料などの運用費用（ランニングコスト）
も、個々の施設で一定程度の負担が必要でし
た。
「能登町第二次総合計画」
で掲げられた町内のWi-Fi環境の整備を進めていくにあたっては、整備・運用に要する費用
を低減させることが課題とされました。
この課題を克服するために、能登町では、町が既に導入・運営していたケーブルテレビの回線や機器を有効活用して

Wi-Fi環境を整備していく手法を着想しました。能登町では、既に町内のほぼ全ての世帯・事業所等に放送・通信ネット
ワークがつながっており、
また、世帯・事業所に設置されている防災告知端末はインターネットへのゲートウェイとなって
いるような状況が整っていたのです。
能登町では、既設のこの回線・設備を活用すれば、町内において整備するWi-Fi環境の認証システムを統一することが
可能です。加えて、整備の最初期には認証システム及びネットワーク構築にかかる費用が生じますが、以降はアクセスポ
イント機器にかかる費用のみで、町全体における拡張的な整備を簡便かつ低コストで実現することができます。
実際にこの方法に基づいて、能登町では平成 29 年度に、
総務省の「公衆無線 LAN環境整備支援事業」を用いて認証
システム及びネットワークの構築と、10箇所の施設のアクセ
スポイント等の整備がなされました。平成30年度以降は、総
務省の「高度無線環境整備推進事業」も活用して、町の施設
におけるWi-Fi環境整備が進められています。

ケーブルテレビ回線とともに
設置されている防災告知端末

能登町では、町営ケーブルテレビの回線や機器を活用し、
かつ、認証装置やネットワークを一元化することで、
町全体における拡張的なアクセスポイント整備・運営を簡便かつ低コストで実現することができました。

あいちけん
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ポイント

直面課題

基礎情報
人口

面積

7,551,840人
3,257,903世帯
24.3%
1459.9人/km²
5,172.96km²

ら構成される
「あいち無料公衆無線LAN推

条件不利地域

̶

進協議会」を平成 27 年 7 月に設立していま

財政力指数

協議会における有効な情報提供により
県内市町村のWi-Fi環境整備を促進

世帯数
高齢化率

愛知県では県内市町村、通信事業者等か

す 。多くの 市 町 村 に 協 議 会 の 取 組 及 び

Wi-Fi環境整備に関心を持ってもらうため、
災害時の Wi-Fi 活用等の講演実施等、協議
会の中で市町村に有効な情報提供を行っ

人口密度

組織内調整
整備箇所の絞込み
整備モデルの明確化
官民連携の推進体制の構築
仕様検討

0.92（平成29年度）
利用拠点数
Wi-Fi
15箇所
アクセスポイント数
20
整備開始
平成28年度
（※1）
域内指定緊急避難場所数
1974
域内指定避難所数（※1） 765

災害時活用
平時利活用
ランニングコストの負担軽減

人口・世帯数・高齢化率 ： 平成30年住民基本台帳より
面積 ： 平成30年全国都道府県市区町村別面積調より
Wi-Fi利用拠点数 ： 県がWi-Fi環境を整備した拠点
※1 ： 平成29年4月1日時点

ています。

1 Wi-Fi環境整備実施の経緯
愛知県では平成26年から平成27年にかけて訪日外国人客数が大幅に増加した現状を受け、当時の大村秀章知事が
「あいち観光元年」
を宣言し、愛知県に多くの観光客を呼び込むためのプロジェクトが始動いたしました。そうした中、観
光庁の調査によると、訪日外国人観光客の日本滞在中にあると便利な情報の第1位が
「無料Wi-Fi」
であったため、外国
人観光客の受け入れ環境整備の一つとして、県としてWi-Fiの整備が進められていくこととなりました。
上記背景のもと、観光施策や防災対策等に向けたWi-Fi情報の共有化等を目的に、平成27年7月に
「あいち無料公衆
無線LAN推進協議会」
が設立され、官民一体で県内のWi-Fi整備の促進に向けた検討が進められました。
愛知県によるWi-Fi整備に当たっては、平成28年度「観光・防災Wi-Fiステーション整備事業」
が活用され、県内の県有
施設5箇所においてWi-Fi整備が開始されました。
訪日外国人へのアンケート結果
フリーWi-Fiスポットが少ない
フリーWi-Fi の通信環境が悪い
コミュニケーションが取りづらい
飲食費が高い
夜間に楽しめる場所が少ない
通訳ガイドが充実していない
宿泊費が高い
カード支払いが出来ない
交通アクセスの便が悪い
「食」の面で魅力がない
観光施設・交通機関等の案内表示がわかりにくい
周遊バスが少ない
免税店が少ない
両替できるところが少ない
観光案内所が少ない
インターネット等で情報が入手しづらい
観光資源・施設に魅力がない
観光パンフレットが入手しづらい
接客サービスの対応が悪い
キャッシングできる ATMが少ない
ハラル対応が不十分
その他

N=701

14.3%
13.7%
11.6%
6.7%
5.8%
5.7%
5.0%
4.4%
3.9%
3.5%
2.7%
2.3%
2.1%
1.8%
1.6%
1.6%
1.5%
1.1%
1.0%
1.0%
1.0%
4.6%
0

5

※出典：平成 29 年度愛知県訪日外客動向調査

愛知県における訪日外国人旅行者数推移
（人泊）

3,000,000
2,542,860
2,500,000

2,347,290 2,393,190

2,000,000
1,500,000
1,489,680
1,000,000
500,000
0
※出典：観光庁

10

15（%）

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
宿泊旅行統計調査
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2 Wi-Fi環境整備体制
Wi-Fi環境整備推進体制
Wi-Fi整備においては愛知県総務局総務部情報政
策課が担当しています。そのほか、Wi-Fi整備を通じた
観光誘客、災害対策の観点から国際観光コンベンショ
ン課、災害対策課も関わっています。
また、愛知県では
「あいち無料公衆無線LAN推進協
議会」が平成 27 年 7 月に設立されています。協議会
は、愛知県や県内市町村、交通事業者、通信事業者、宿
泊施設団体、観光団体等様々な団体から構成されて

「あいち無料公衆無線LAN推進協議会」組織体制

おり、官民一体となってWi-Fi環境の整備促進のため
の取組が進められています。

Wi-Fi環境整備モデル
Wi-Fi環境の整備モデルは、民間施設は民間で、公共施設は自治体が整備することとしています。民間施設へのWi-Fiの導
入を促進するために、
あいち無料公衆無線LAN推進協議会では
「Aichi Free Wi-Fi協力事業者制度」
が導入されています。
愛知県の県有施設への整備については、整備費用、運営費用を負担する公設公営モデルとなっています。今後、整備
施設の指定管理者等へ運営等を委託することも検討されています。

3 Wi-Fi環境整備内容
Wi-Fi環境整備状況・整備箇所
Wi-Fi「SSID：Aichi_Free_Wi-Fi」は現在県内の県有施設19箇所において整備されています。19箇所のうち、県の情
報政策課が整備した施設は15箇所、20アクセスポイントとなっています
（うち9箇所が防災拠点）。

国際プラザ内に整備された

Wi-Fiのアクセスポイント

牧野ヶ池緑地内に整備された
Wi-Fiのアクセスポイント

が
「SSID：Aichi_Free_Wi-Fi」
整備されている県有施設

Wi-Fi整備事業実績
平成28年度に
「観光・防災Wi-Fiステーション整備事業」
を活用し、
県内の県有施設5箇所への整備が実施されました。
平
成29年度は、
自主財源により整備が実施されております。
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サービス内容
「 SSID：Aichi_Free_Wi-Fi 」は平時では愛知県観光情報サイト
「 Aichi

Now」に接続され、愛知県のイベント、観光、グルメ情報等を取得することが
出来ます。利用時の認証は、SNS登録方式、Eメール登録方式を採用してお
り、1回当たりの接続時間制限は30分、利用回数の制限はありません。
また、災害発生時は認証を必要とせず気象庁のホームページに接続され
る仕様となっています。

「Aichi

トップページ
Now」

周知・PR
愛知県では、
県有施設のWi-Fi整備状況についてリーフレットを作成し、
各県有施設、
施設所在地の市町村及び観光案内
所などに約10,000部配布されています。
リーフレットではWi-Fi整備箇所の紹介に加え、
「SSID:Aichi_Free_Wi-Fi」
への
接続方法について利用画面を掲載しながら詳細に説明されています。

愛知県作成のリーフレット

また、
訪日外国人向けのポスター及びパンフレットフォルダーが作成され、
中部国際空港、
観光案内所、
地下鉄主要駅及
びホテル等にて配布されています。
ポスターは約50枚、
パンフレットフォルダーは約15,000部配布されています。
加えて、
シンボルマークの掲出や民間通信事業者と連携し、
県民にWi-Fiの通常時・災害時モードの体験等をしてもらうイベントの
開催等、
県民にとってWi-Fiがより身近なものとなる様、
様々な取組が進められています。

愛知県作成の訪日外国人向けポスター及びパンフレットホルダー

シンボルマーク
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整備・運用費用
愛知県での各整備年度におけるWi-Fiの整備・運用費用は以下の通りです。
整備費用
年度

整備費用

設置箇所

備考

平成28年度

5,594,400円 5施設（8AP）

平成29年度

8,999,640円 10施設（12AP）

•「平成28年度観光・防災Wi-Fiステーション整備事業」
補助金を活用（2,797,000円）

運用費用
年度

整備費用

設置箇所

備考

平成28年度

108,000円 5施設（8AP）

平成29年度

691,200円 14施設（19AP） • 平成29年4月1日〜平成30年3月31日

平成30年度

• 平成29年2月1日〜3月31日

1,213,920円 14施設（19AP） • 平成30年4月1日〜平成31年3月31日
• あいち国際プラザのWi-Fi関連機器及び運用費用一式は、
平成30年3月1日に情報政策課から施設所管課に引渡し済み。

4 Wi-Fi環境整備効果
以下に、愛知県の情報政策課が整備した県有施設15施設の利用件数を示しています。全体的に、
アクセス件数が増加
傾向にあることが確認されます。
情報政策課が整備した15施設におけるWi-Fi利用件数推移
（アクセス数）

3,000
2,492

2,500
2,000
1,476

1,500
1,096 1,143 1,070
1,000

1,775
1,134
1,197

842

500
0

2018年

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月 12月
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5 Wi-Fi環境整備における課題と工夫した取組
調査・計画段階での課題

組織内調整

● 県内市町村へのWi-Fi整備促進に向け、
「あいち無料公衆無線LAN推進協議会」構成団体である
県内市町村に協議会の取り組みに関心を持ってもらうことに苦労

効果的な取組
● 構成団体にとってニーズの高い情報を提供し、県内市町村の整備を促進
● 構成団体を巻き込んだ広域の認証手続き一元化に向けた取組を紹介し、市町村の意識を向上

取組詳細
愛知県では県内市町村を構成員に含む
「あいち無料公衆無線LAN推進協議会」
を運営していますが、多くの市町村に
協議会の取組に関心を持ってもらい、Wi-Fi整備を促進するために多くの団体にとって有用な情報を提供することを目
指しました。
具体的には、平成30年7月豪雨、台風発生等により各団体が災害発生時のWi-Fi利用への関心を高めている中で、無
線LANビジネス推進連絡会に災害用の統一SSID「00000JAPAN」
に関する講演の場を設ける等の取組を行いました。
こちらの講演では多くの質問も出て、市町村にとっての有益な場を提供しています。
また、Wi-Fiの利便性向上のため、複
数の市町村を巻き込んで利用開始手続きの簡素化・一元化を目指す
「認証連携フィールドトライアル」
に関する取組の紹
介も協議会の中で実施する等、県内市町村の関心を高める活動を行っています。
市町村の整備促進を目指す都道府県については、
「認証連携フィールドトライアル」等、
都道府県内の市区町村を巻き込んだ取組を実施することも効果的です。
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基礎情報

面積

19,647人
7,856世帯
33.7%
202.5人/km²
97.0km²

ター）
である
「多久ケーブルメディア」
と災害

条件不利地域

過疎地域（全域）

時連携協定を締結し、災害発生時にWi-Fi

財政力指数

0.37（平成29年度）
11
13
平成29年
10
23

地元企業との災害連携協定締結等による、
Wi-Fi環境を活用した
災害発生時の迅速な情報提供
多久市情報課では、地元企業（第三セク

環境を活用した迅速な情報提供（避難所状
況等）
が行われています。

人口

直面課題

世帯数
高齢化率
人口密度

Wi-Fi利用拠点数
アクセスポイント数
整備開始
域内指定緊急避難場所数
域内指定避難所数

組織内調整
整備箇所の絞込み
整備モデルの明確化
官民連携の推進体制の構築
仕様検討
災害時活用
平時利活用
ランニングコストの負担軽減

人口・世帯数・高齢化率 ： 平成30年住民基本台帳より
面積 ： 平成30年全国都道府県市区町村別面積調より
Wi-Fi利用拠点数 ： 指定避難所におけるWi-Fi環境整備拠点

1 Wi-Fi環境整備実施の経緯
多久市では過去、風水害や土砂災害をはじめとする災害が多く発生し、避難者の情報収集手段が遮断されるケースが
発生していました。市として、災害発生時に避難者が情報から遮断されることの問題性を強く認識していたため、
「多久市

HP」上での防災情報（避難場所、警報・注意報情報、雨量・水位等）発信や防災情報のメール通知サービス実施により、災
害発生時避難者への情報提供手段の検討に注力してきました。その一環で、平成29年度より多久市情報課では災害発
生時の避難所における避難者の情報収集手段確保の目的もと、避難所へのWi-Fi環境整備が進められることになりま
した。
多久市では、平成29年度以前も観光物産館等の市有施設に各施設の管理課主導でWi-Fi環境の整備が行われてきま
したが、平成29年度以降は災害時の避難者の情報収集手段確保を目的に、情報課主導で市内の避難所を中心にWi-Fi
環境整備が進められてきました。

Wi-Fi整備においては、避難所としての開設が最も早い公民館等（6箇所）から整備を開始し、次いで避難所としての
重要度が高く、避難者も多く集まる市内の体育館（4箇所）へのに整備が行われました。体育館については、整備後の平時
利活用も見込めるということで、優先してWi-Fi環境が整備されています。
また、10箇所に整備されたWi-Fi環境は災害
時の利用を想定し、
「00000JAPAN」
（※）への切替が可能な仕様で整備が進められました。
避難所へのWi-Fi環境整備は市の自主財源で実施し、平成29年11月1日から実運用が開始されています。

※ 災害時に被災者等がインターネットに接続できるよう通信事業者等が公衆無線LANのアクセスポイントを無料で開放するサービス
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2 Wi-Fi環境整備体制
Wi-Fi環境整備推進体制
多久市内の避難所におけるWi-Fi環境整備に関しては、情報課が一括で予算をつけ、整備を実施しています
（平成30
年度より新たに指定避難所となった
「多久市児童センター

あじさい」
についてもWi-Fi環境が整備されていますが、
こ

ちらは福祉課が担当となっています）。
一方、避難所以外の観光物産館等の市有施設におけるWi-Fi環境の整備は、基本的には各施設の所管課が行うことに
なっています。
また、災害時の「00000JAPAN」への仕様の切替等災害発生時対応については、防災安全課が担当しており、災害発
生時は防災安全課が窓口となり、通信事業者と情報を共有し対応にあたっています。

Wi-Fi環境整備モデル
情報課が指定避難所10箇所に整備した公衆無線LAN
「taku-city-bousai-wifi」
は、
市が整備費用、
運用費用を負担する“公設公営”モデルです。
整備費用は市が負
担していますが、
インターネット回線及び機器の設置は佐賀県多久市に本社を持つ
ケーブルテレビ局である
「多久ケーブルメディア」
が実施しています。
回線及び機器の保守・運用費用は多久ケーブルメディアが負担しており、
多久市
は多久ケーブルメディアに回線・機器の使用料を支払うという形式で運用されてい
ます。

3 Wi-Fi環境整備内容
Wi-Fi環境整備状況・整備箇所
多久市の指定避難所23箇所のうち、11箇所でWi-Fi環境が整備されています。Wi-Fi環境整備済の避難所一覧及び
収容人数、整備担当課を以下に示します。
多久市内のWi-Fi整備済避難所一覧及び収容人数・整備担当課
施設名

収容人数

Wi-Fi環境整備担当課

納所交流センター

162
93
103
119
96
89
453
242
545
540
630

情報課

東多久公民館
南多久公民館
多久公民館
西多久公民館
北多久公民館
南多久社会体育館
西多久社会体育館
北多久社会体育館
多久市体育センター
多久市児童センター

あじさい

情報課
情報課
情報課
情報課
情報課
情報課
情報課
情報課
情報課
福祉課
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サービス内容
「taku-city-bousai-wifi」
が利用可能な施設には、多久市のイメージキャ
ラクターである
「多久翁さん」が描かれているステッカーが貼られており、

Wi-Fiが利用可能であることが告知されています。また、佐賀県内のフリー
Wi-Fiスポットを集約・公開する「佐賀わいわいWi-Fiマップ」にも登録されて
います。
「taku-city-bousai-wifi」の利用時の認証は、
パスワード認証方式を採用
しています。SSID、パスワードについては、各施設にて利用者に通知してい
ます。
また、災害発生時は、
「00000JAPAN」への切替が行われ、認証を必要
とせず、誰でも自由にアクセスできる形となっています。

Wi-Fi環境整備事業実績
情報課では、平成29年度に市の自主財源で公民館等6箇所の整備を行い、平成30年度にも自主財源で体育館4箇所
の整備が行われました。

整備箇所「北多久社会体育館」

Wi-Fiが利用可能であることを告知するステッカー

北多久社会体育館内のアクセスポイント

Wi-Fi関連機器の配線。
管理・運営は多久ケーブルメディアが行っている

08 佐賀県多久市
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整備・運用費用
整備費用
多久市情報課が整備した10箇所についての各整備年度におけるWi-Fi環境整備費用は以下の通りです。
年度

整備費用

平成29年度

81,280円

平成30年度

314,172円

設置箇所

備考

6箇所

• 補助等の利用はなし

（防災拠点）

4箇所
（防災拠点）

• 補助等の利用はなし

多久市では、多くの施設で地上波を受信することができないため、約8割の世帯でケーブルテレビが敷設されていま
す。Wi-Fi環境整備に当たっては、
この既設のケーブルテレビ回線を利用することにより、回線の整備費用を抑制してい
ます。
運用費用
情報課が整備したWi-Fi環境の運用費用については、以下のようになっています。
なお、運用費用については先述の通
り、各種保守費用は多久ケーブルメディアが負担し、回線・機器利用料を導入初年度は情報課が負担し、次年度以降は教
育振興課が負担しております
（多久市から多久ケーブルメディアへの支払い）。
●1施設にアクセスポイントが1台である場合の回線・機器利用料：10,000円/月
（1施設あたり）
●1施設にアクセスポイントが2台である場合の回線・機器利用料：15,000円/月
（1施設あたり）
情報課が整備した10施設のうち、2施設（多久市体育センター・西多久社会体育館）のみアクセスポイントが2台です
が、その他施設については1施設につきアクセスポイントは1台になっています。そのため、全体の運用費としてはおよそ

110,000円/月ほどになっています。

4 Wi-Fi環境整備効果
多久市では、月ごと・アクセスポイントごとにWi-Fi利用件数を集計しています。利用件数の多寡は施設によって大きく
異なっていますが、
全体で平均をすると、1施設の1日あたりの利用件数は2~5件程度となっています。
また、平成30年7月豪雨の発生時には、避難所が開設され、実際に避難所でのWi-Fi環境無料開放が行われました。災
害発生時の避難所でのWi-Fi利用件数は、当該施設の平時の利用件数と比較して約10倍程度に増加しています。
また、
避難所ではWi-Fi環境接続されたタブレットを使用して、避難状況や被災状況について、写真付きで避難所間で情報共
有を行う等の取組も実施されました
（「5．Wi-Fi環境整備における課題と工夫した取組」
において詳述）。災害発生時の避
難者への情報適用手段としてWi-Fi環境が有効活用されたケースといえます。
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5 Wi-Fi環境整備における課題と工夫した取組
企画・検討段階での課題

官民連携推進体制の構築

災害時活用

● 災害時、避難所での情報提供と、全市民向けの迅速な情報発信に苦労

効果的な取組
● 多久市に本社を持つ地元ケーブルテレビ局と災害時連携協定を締結することで、

Wi-Fiを活用した迅速な情報提供・発信を実施

取組詳細
多久市では、災害時の情報発信を、
ケーブルテレビやホームページなど様々な手段を用いて行っています。
しかし、情
報発信の手段が多いために、その過程が煩雑になってしまうことや、情報通信機器を持たない避難所の人に対しては有
効でないことなどが課題となっていました。そこで多久市では、
「多久ケーブルメディア」
と
「災害時における情報通信・伝
達協力に関する協定書」
を結びました。
協定の内容には大きく分けて、①「情報連絡員の派遣」、②「避難所における情報通信・伝達設備の提供」、③「その他、
情報通信・伝達に関し必要な事項」、の三つがあります。①「情報連絡員の派遣」
は、災害時に、多久ケーブルメディアから
多久市の災害対策本部に人員を派遣し、情報発信に関する業務等を行うというものです。②「避難所における情報通信・
伝達設備の提供」
は、必要に応じて避難所にテレビ・テレビ台とその配線や、
インターネット環境（Wi-Fiなど）の提供を行
うものです。その他、情報通信・伝達に関連する対応を臨機応変に行うのが、③「その他、情報通信・伝達に関し必要な事
項」
です。
このように災害時連携協定を企業と締結することで、
ケーブルテレビによる迅速な情報の提供・発信はもちろ
ん、多久ケーブルメディアが運営するアプリ
（多久ケーブルメディア地域情報アプリ）
を通じて避難所開設情報、避難勧告
情報、近隣河川のカメラ映像情報等を避難者に発信しています。
多久市では、
①
「情報連絡員の派遣」
、
②
「避難所における情報通信・伝達設備の提供」
、
③
「その他、
情報通信・伝達に
関し必要な事項」
を内容とする災害時連携協定を、防災Wi-Fiの整備を手がけている地元企業と締結しました。

「多久ケーブルメディア地域情報アプリ」の画面
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利活用段階での課題

災害時活用

● 市内各地の被災状況や、各避難所の状況などの共有に苦労

効果的な取組
● 各公民館に配置されているタブレット端末と各施設に整備されたWi-Fi環境を活用し、
避難所周辺の被災状況や避難所の状況などを
地理情報と結び付けて災害対策本部に共有する仕組みを構築

取組詳細
地方自治体にとって、災害時の情報発信は重要な業務ですが、
自治体内での情報の共有も同様に重要です。
しかし、市
内各地の情報を自治体内で迅速に共有することには、
しばしば困難が伴います。電話では職員が電話対応に追われるこ
とになり、紙媒体では迅速性が失われます。
またこれらの手段では、被災地の正確な位置や、視覚的情報も伝えるのが難
しくなってしまいます。
そこで多久市では、各公民館にタブレット端末を配置し、各施設のWi-Fiに
接続することで、災害時に速やかな情報共有を行う仕組みを構築しました。
具体的には、
タブレット端末で避難所周辺の被災地の画像を撮影し、地理情
報と結びつけて報告する、
もしくは避難所の避難状況を共有したりするよう
な形での活用が想定されています。
タブレット端末を利用した災害時の情報共有は、平成30年7月豪雨の発
生時に実際に行われています。災害発生時の避難者が非常に多く、東多久
公民館は収容可能人数に到達してしまい避難者の新規受入が難しい状況と

東多久公民館

なっていましたが、その状況をタブレット端末とWi-Fiを用いて迅速に共有
できたことで、速やかな対応が可能になりました。
なお、各公民館に配置されているタブレット端末は、
ランニングコストを抑
えるため、Wi-Fi環境に接続しないとインターネット接続ができないものに
なっています。その意味で、公民館にWi-Fi環境を整備したことは、上記の仕
組みを構築する基礎になっているといえます。

多久市では、
タブレット端末と防災Wi-Fiを利用して、
災害時に重要な情報を職員間で共有する仕組みを構築しました。

公民館に配置されているタブレット端末

みやざきけんこばやしし
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直面課題

基礎情報

面積

46,513人
22,136世帯
34.4%
82人/km²
562.95km²

活用することで迅速に市内27箇所にWi-Fi

条件不利地域

過疎地域（一部）

環境整備が進められました。平時は市民や

財政力指数

0.38（平成29年度）
27
37
平成29年4月
37
51

既設の地域イントラネットを
活用したWi-Fi環境整備
小林市では、既設の地域イントラネットを

施設利用者が無料で使用することができ、
災害時は避難所で市民が利用するほか、市
職員が避難所に関する情報を防災情報シス
テムに登録する手段としても利用されてい

人口
世帯数
高齢化率
人口密度

Wi-Fi利用拠点数
アクセスポイント数
整備開始
域内指定緊急避難場所数
域内指定避難所数

組織内調整
整備箇所の絞込み
整備モデルの決定
官民連携の推進体制の構築
仕様検討
災害時活用
平時利活用（交流）
ランニングコストの負担軽減

人口・世帯数・高齢化率 ： 平成30年住民基本台帳より
面積 ： 平成30年全国都道府県市区町村別面積調より
Wi-Fi利用拠点数 ： 市がWi-Fi環境を整備した拠点

ます。

1 Wi-Fi環境整備実施の経緯
小林市は、平成18年3月に旧小林市が旧須木村と合併、更に平成22年3
月に旧野尻町とも合併し、現在の姿となっています。合併当時から小林地区
（旧小林市）、須木地区（旧須木村）、野尻地区（旧野尻町）の間で、光ファイバ
整備に格差があり、その解消が課題でした。平成31年2月末時点※でも、民
間主導による整備が困難な地域が残り、小林地区では光ファイバが一部未
整備、須木地区はADSL回線となっています
（野尻地区は光ファイバ整備が
完了）。一方、総務省の地域イントラネット基盤施設整備事業を活用し、平成

小林地区

14 年度に旧野尻町、平成 17 年度に旧小林市と旧須木村が、地域イントラ
ネット整備は終えています。
行政計画においては、小林市は、小林市総合計画（平成23〜28年度の後
期基本計画）
において地域イントラネットの利活用推進やデジタルデバイド
（情報格差・通信格差）
の解消を掲げており、
さらに、
小林市版総合戦略
「てなん
ど小林総合戦略」
（平成27年10月策定）
に示した地域基盤の強化施策では、
市
内情報通信網整備事業及び情報配信システム構築事業が打ち出されました。

野尻地区
（萩の茶屋）

平成28年4月に起きた熊本地震では、小林市内で携帯電話が繋がりにく
くなりましたが、LINE等による連絡は可能であったことを実体験し、Wi-Fi環
境整備へのニーズが顕著となりました。以上のような状況において、総務省
「公衆無線 LAN 環境整備支援事業」を活用して、平成28 、29 年度事業とし
て、地域イントラネットを活かしたWi-Fi環境整備を市内26箇所で進めるこ
ととなりました。

※ 小林市高速情報通信網整備事業により、平成32年度末までに光ファイバ整備を行い、
市内全ての地域で超高速ブロードバンドサービスに加入できる環境を整備する。
市は整備費用の一部補助を行い、民間事業者による民設民営とする。

須木地区
（かるかや）
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2 Wi-Fi環境整備体制
Wi-Fi環境整備推進体制
Wi-Fi環境整備にあたっては、総合政策部地方創生課の主導により進められています。小林市版総合戦略「てなんど小
林総合戦略」
に掲げられた市内情報通信網整備事業の一貫として実施されているためです。
を実施した平成28、29年度当時の市長が、市内全域にWi-Fi整備の必要性
総務省「公衆無線LAN環境整備支援事業」
を説くなど情報化による地方創生に熱心であり、それを受けて地方創生課が本整備の担当をしてきました。

Wi-Fi環境整備モデル
（無料で利用できるWi-Fi）」
は市が整備費用、運用費用を
小林市の公衆無線LAN「Kobayashi City Wi-Fiサービス
負担する“公設公営”モデルです。

3 Wi-Fi環境整備内容
事業イメージ
・認証基盤は、民間事業者クラウドサービス
を利用し、SMS認証 /SNSアカウント/メール認証
の3認証を採用し運用する
※災害時は、災害時モードにて認証を開放する
・UTM装置を導入し、不適切なサイトへのアクセスを
禁止するなどの策を講じる
・アクセスポイントコントローラを導入し、
アクセスポイントの管理 /統計情報を取得する
・シスログサーバを導入し、利用ログを取得し、
警察等より利用履歴の開示要求があった際に
対応できる環境を整備
・バックホール回線は、地域イントラネットを含む
自治体敷設の光網等を活用して整備

平成 29 年度事業
避難所／避難場所（8 拠点）

中央ふれあい広場／大塚原運動広場グラウンド／小林市地域・
観光交流センター など

平成 28 年度事業
避難所（17拠点）

平成 29 年度事業（補助対象外）
市単独事業

地区体育館／公民館など

小林市役所

TENAMUビル
小林市役所

・現行のホームページ
（防災／観光ページ）
を
活用した情報配信

地域イントラネット網

Wi-Fi整備状況・整備箇所
小林市の公衆無線LAN「Kobayashi City Wi-Fiサービス」は現在27箇所、37アクセスポイントで運用しています。
27箇所のうち、防災拠点（体育館、公民館、運動公園、文化会館等）は25箇所、残り2箇所は、小林市役所と市民交流ス
ペースを持つTENAMUビルです。
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Wi-Fi環境整備事業実績
基礎情報に示したWi-Fi 利用拠点数 27 箇所のうち、26 箇所は公衆無線
LAN環境整備支援事業により整備されています。
平成28年度事業において、Wi-Fi環境整備は17箇所を対象とし、屋内型
が21台設置されています。
さらに、平成29年度事業において、Wi-Fi環境整
備は9箇所を対象とし、屋内型が11台、屋外型が4台設置されています。
サービス内容
利用者は、スマートフォンやパソコン、
タブレットなどのWi-Fi設定画面で

SSID「Kobayashi_City_Wi-Fi」を選択後、各施設に表示されているパス

アクセス数の多い中央公民館

ワ ード を 入 力 。表 示 さ れ る 認 証 画 面 で 利 用 規 約 に 同 意した の ち 、

Facebook、Twitter、Yahoo!、Google、WeiboのSNSアカウント、メール
アドレス、SMSメッセージのいずれかで認証してインターネットに接続可能
となります。なお、接続時間は1時間と設定されており、1時間を超えた場合
は、再度接続手続き
（利用規約に同意）
することで利用が可能となります。
整備・運用費用

アクセス数の多いTENAMUビルの
市民交流スペース

整備費用
小林市での各整備年度におけるWi-Fiの整備費用は以下の通りです。
年度

整備費用

設置箇所

備考

平成28年度

52,164,000円 17箇所

• 公衆無線LAN環境整備支援事業を活用（補助金26,082,000円）

平成29年度

15,303,600円 9箇所

• 公衆無線LAN環境整備支援事業を活用（補助金7,164,000円）

運用費用

Wi-Fi環境の運用費用については、以下を市が負担しています（平成30年度）。
●システム保守に係る業務（定期保守、障害発生時対応、機器ライセンス料等）
約380万円
●その他（プロバイダ等電信料、民間回線借上料）約57万円

4 Wi-Fi環境整備効果
小林市では、各箇所に整備されたWi-Fiのアクセス数が月別に集計されています。
アクセス数は、
スマートフォンやパソ
コン、
タブレットなどの端末が
「Kobayashi

City Wi-Fiサービス」を通じてインターネットに接続した数ですが、1時間を

超えた利用の場合には、再度接続手続き
（利用規約に同意）
を行うため、新規のアクセスとして再カウントされる設定と
なっています。
平成30年度実績（平成30年4月〜31年3月）
では、全箇所合計で月平均1,500程度のアクセス数を記録しています。
内訳をみると、特に各種生涯学習事業が実施されている中央公民館や、高校生の利用が多い地域・観光交流センター
「KITTO
（きっと）小林」及び市民交流スペースを持つTENAMUビルでのアクセス数が多くなっています。
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5 Wi-Fi環境整備における課題と工夫した取組
企画・検討段階での課題

整備モデルの明確化

● 民間主導による光ファイバ整備が困難な地域が残り、地域間に情報格差が発生
● 大規模災害発生時に情報通信手段の確保を図る必要性

効果的な取組
● 旧市町村合併前に整備が完了していた地域イントラネットを活用
● 市民の日常生活圏規模として中学校区に着目してWi-Fi環境整備

取組詳細
小林市版総合戦略「てなんど小林総合戦略」が策定された平成27年10月当時、小林地区の一部及び須木地区全域
は、民間主導による光ファイバ整備が困難な地域として残されていました。平成28年4月に起きた熊本地震を一つの契
機として、大規模災害発生時の情報通信手段確保のため、Wi-Fi環境整備を早急に進めることが必要となりました。
一方、小林市では、総務省の地域イントラネット基盤施設整備事業を活用し、平成14年度に旧野尻町（現野尻地区）、平
成17年度に旧小林市（現小林地区）
と旧須木村（現須木地区）
が、地域イントラネット整備を終え、市役所、小中学校、公民
館等が光ファイバで接続されていた点に着目しました。
すなわち、地域イントラネットの空き芯回線を活用することとしま
した。
また、具体的なWi-Fi環境整備の箇所選定では、日頃から市民に馴染みがある中学校区の考え方を基本とし、その上
で、体育館、公民館、運動公園、文化会館等を対象としています。
これらのうち、地域イントラネットが未接続な場合は、既
設回線から必要最小限の延伸工事を実施しました。
整備箇所決定段階では、市職員が、必要に応じて区（自治会）の代表者に説明を行い理解を求めました。一部の声とし
て、小林地区に整備箇所が集中すること
（27箇所中18箇所）
に異議が唱えられましたが、人口規模の違いを説明し理解
が得られました。
小林市では、既設の地域イントラネットを活用し、
中学校区単位で指定避難所を選定しWi-Fi環境整備を進めたことで、
市域全域に大規模災害発生時の情報通信手段確保を比較的速やかに実現しました。
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運用段階での課題
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災害時活用

● 台風、地震、火山噴火（平成23年1月の霧島山（新燃岳）噴火）等
災害発生時の防災情報の円滑かつ迅速な共有の必要性

効果的な取組
「自治体向け災害情報利活用システム
● 国立研究開発法人防災科学技術研究所が開発した
（官民協働危機管理クラウドシステム）」
を全国で初めて正式採用
● 避難所開設時に市職員が本システムにWi-Fi経由で必要な情報を入力

取組詳細
小林市は、台風シーズン期の豪雨災害や平成23年1月の霧島山（新燃岳）噴火等を教訓に、協働により
「九州一
安全なまち

安心

小林市」
を目指して防災活動に取り組んできています。その一つとして、平成23年度から25年度に国立研

究開発法人防災科学技術研究所によって研究開発された官民協働危機管理クラウドシステムについて、小林市も利用者
の立場で実証実験に参画してきましたが、その成果を活かし、全国で初めて
「自治体向け災害情報利活用システム」
が導
入されています
（名称は、小林市防災情報システムKOBACCS（Kobayashi

Crisis Cloud System）。

本システムは、市町村の災害対応における意思決定を支援し、官民が協働・連携した効果的な災害対応業務を支援す
る目的で開発されています。避難所を担当する市職員

基本機能一覧（火山災害編）

は、避難所の開設状況、避難者数、食料、医薬品等の物資

基本機能
監視・観測

の状況等をKOBACCSから入力する必要がありますが、

本部設置

Wi-Fi環境が整備された避難所では、市職員がパソコン
をWi-Fi接続しKOBACCSを起動させることになってい

入山規制
避難所開設

ます。

避難勧告・指示
被災状況の集約
救助要請
避難所運営
道路規制、復旧
後方支援

概要

• 監視カメラ、水位計、雨量計をモニタリング。詳細が閲覧可能、
一覧にて全体状況の把握実施。

• 体制の発令、移行、解除を実施。
• 災害対策活動拠点施設の被災状況の管理。
• 職員参集メールの送信。職員の安否確認可能。
• 監視、観測情報をもとに、入力規制状況の入力、更新を実施。
• 避難所の被災状況を把握し、開設要請を実施。
• 開設情報の管理や、避難所の追加登録が可能。
• 避難勧告、避難指示の発令状況の管理。
• 発令状況の情報共有が可能。
• 各方面から寄せられる被災状況を集約。
• 担当者は、伝達された被災情報の確認実施。
• 要救助者の場所を入力、状況更新を実施。
• 全体救助対応状況の確認、情報共有を実施。
• 避難所運営状況管理。
• 状況の一覧確認、情報共有を実施。
• 道路の状況把握と状況調査の依頼、規制、復旧の状況更新を実施。
• 物資の手配に関し、受入れ拠点の選定、準備要請、支援先被災状況、道路規制状況、
迂回路の確認、
物資の提供、
搬送の要請を実施。

• 避難者の受入れに関し、受入れ拠点の選定、準備要請、避難者移送、保健師派遣、

被災状況の集約

避難所運営

上位機関への報告
掲示板

物資提供の各種要請、
拠点の状況管理を実施。

• 消防第４号様式の入力、更新、生成が可能。
• 掲示板機能により、連絡事項の受信、確認を実施。

災害時に避難所に避難した市民がスマートフォンやパソコン、
タブレットなどの端末から

Wi-Fi環境を利用するほか、市職員がWi-Fi接続したパソコンにおいて
KOBACCSを起動させて必要な情報の入力や確認をすることになっています。
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運用段階での課題

平時利活用

● 情報伝達手段の導入に関する住民の理解促進

効果的な取組
● 地域イントラネットを活用して市民の関心が高い駅伝大会やマラソン大会の映像配信
● 高齢者の健康増進や畜産農家の全国大会イベントに関する映像配信

取組詳細
小林市は、食や運動を通じた健康づくりに熱心に取り組んでいますが、その一つとして毎年一回開催される
「ゴールデ
ンエイジ大会」では、高齢者が自立した日常生活を営むために必要な足腰の筋力を作る
「貯筋運動」が取り上げられ、高
齢者が講師とともに体験するプログラムが行われています。
平成29年度の大会では、Wi-Fi環境整備がなされている27箇所の一つである旧鳥田町小学校体育館（須木地区）
を
メイン会場として講師を招き、他地区と中継し3地区4会場で参加者全員が貯筋運動を体験しました。
これら会場間の中
継を支えたのも地域イントラネットです。
また、小林市は畜産業が盛んで、宮崎牛を生産する畜産農家が多い地域です。畜産農家の関心が高いものに、
5年に一
回全国規模で開催される
「全国和牛能力共進会」
があり、平成29年度の開催場所は宮城県仙台市でありました。宮城会
場で実施された和牛の品評会の様子を、市内3箇所でLIVE中継を行いましが、その1箇所は、地域イントラネットに接続
された小林市役所庁舎でした。
さらに、市民の関心が高いものに中学校区別対抗の市内一周駅伝大会やマラソン大会があり、小林総合運動公園まで
敷設されている地域イントラネットを活用し、選手が走っている様子を大型モニターで実況中継しました。
離れた場所で開催されている市民の関心が高いイベントを、
地域イントラネットを活用して市民が利用しやすい施設と接続し、映像配信を実現。

平成29年度ゴールデンエイジ大会

平成29年度全国和牛能力共進会

マラソン大会

かごしまけんかのやし

10 鹿児島県鹿屋市
ポイント
市民ニーズを直接把握することで
Wi-Fi環境整備箇所を選定
鹿屋市では、市長が青年団や高校生から
直接意見の聞き取りを行う
「“本気”で語ろう
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人口

面積

104,381人
50,804世帯
28.0%
232.9人/km²
448.15km²

条件不利地域

過疎地域（一部）

世帯数
高齢化率
人口密度

振興山村（一部）

会 」が開 催され、そ の 場で市 の 施 設 へ の

Wi-Fi環境整備へのニーズが確認されまし
た。鹿屋市は「“本気”で語ろう会」など若者

直面課題

基礎情報

財政力指数

の意見を参考にWi-Fi環境の整備箇所を選

Wi-Fi利用拠点数
AP数

定することで市民ニーズにマッチした効果

整備開始

的なWi-Fi環境整備が実現されています。

域内指定緊急避難場所数
域内指定避難所数

組織内調整
整備箇所の絞込み
整備モデルの明確化
官民連携の推進体制の構築
仕様検討

半島振興対策実施地域（全域）

災害時活用

0.48（平成29年度）
30
34
平成28年
12
56

平時利活用
ランニングコストの負担軽減

人口・世帯数・高齢化率 ： 平成30年住民基本台帳より
面積 ： 平成30年全国都道府県市区町村別面積調より
Wi-Fi利用拠点数 ： 市町村がWi-Fi環境を整備した拠点

1 Wi-Fi環境整備実施の経緯
鹿屋市では、成人後の人口流出の歯止めが課題となっています。平成26年に就任した中西茂市長は、
より魅力あるま
ちづくりを進めるため、青年団や高校生から直接意見の聞き取りを行う
「“本気”で語ろう会」
を開催し、その場で青年団や
との意見やスマートフォンの急速な普及がWi-Fi整備のキッカケとなりまし
高校生から
「市の施設でWi-Fiを利用したい」
た。当時は光ファイバー整備計画等、ICTによる街づくりが検討されていた時期であったということもあり、Wi-Fi整備計
画は一気に進むことになりました。

リナシティかのや

鹿屋中央公園
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2 Wi-Fi環境整備体制
Wi-Fi環境整備推進体制
鹿屋市でのWi-Fi環境整備においては、調査・計画段階から運用段階まで総務部情報行政課が担当しています。Wi-Fi
環境整備対象となる施設の担当者とのコミュニケーションにおいても、
「情報行政課が運用まで担当するため、施設担当
者側に負担は生じない」
ということを伝えることで、施設担当者もWi-Fi 環境整備に協力的な姿勢となり、スムーズに

Wi-Fi環境整備を進めることが出来ました。
Wi-Fi環境整備モデル
整備モデルについては、鹿屋市が整備費用、運用費用を負担する公設公営モデルとなっています。

3 Wi-Fi環境整備内容
事業イメージ
⑰吾平山陵公園
吾平物産展示館

屋外型設置 AP1台

屋外型設置 AP1台

⑲鹿屋市吾平物産館

屋内型設置 AP1台
①鹿屋市高隈地区交流促進センター

屋内型設置 AP1台
屋外用中継機器1台

鹿屋市役所
（集中管理）

屋内型設置 AP1台
②鹿屋市東地区学習センター
③鹿屋市田崎地区学習センター

⑯平和公園
屋内練習場

整備するアクセスポイント

19箇所（19台）

緊急時に利用可能な公衆無線Wi-Fi環境を市内に整備
●

⑪鹿屋運動公園
陸上競技場

●

停電対策
（非常用電源）
を備えたWi-Fi環境

誰でも災害発生時に利用可能
（災害情報の収集、
SNS等での連絡）

屋内型設置 AP1台
屋外用中継機器1台

⑦鹿屋市交流センター
「湯遊ランドあいら」

屋内型設置 AP1台
⑤鹿屋市コミュニティ
センター吾平振興会館

屋内型設置 AP1台
※各○数字は局№を示す

⑥鹿屋市輝北
ふれあいセンター

屋内型設置 AP1台

市民の安心確保
スマートフォン普及対応

屋内型設置 AP1台
屋外用中継機器1台

⑬鹿屋中央公園
⑭鹿屋市武道館

屋内型設置 AP1台
屋外用中継機器1台

屋内型設置 AP1台
④鹿屋市西原地区学習センター

⑮平和公園
串良平和アリーナ

⑫鹿屋市勤労者交流センター

屋外型設置 AP1台

⑧鹿屋市立花岡中学校
⑨旧鹿屋市立高須中学校
⑩鹿屋市立大姶良中学校

屋内型設置 AP1台
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Wi-Fi環境整備状況・整備箇所
鹿屋市では平成31年3月12日時点で全30箇所、34台のアクセスポイントが整備されています。
うち、指定緊急避難
所が12箇所、指定避難所が4箇所となっています。

鹿屋中央公園に設置されている
アクセスポイント

鹿屋市武道館に設置されている
アクセスポイント

Wi-Fi環境整備事業実績
「公衆無線
平成28年度に、市単独事業で市有施設11箇所へのにWi-Fi環境整備が実施されています。平成29年度は
LAN環境整備支援事業」を活用し、指定緊急避難所12箇所、指定避難所4箇所を含む19箇所への整備が実施されてい
ます。
サービス内容
平時の利用における認証方式は、SNS認証方式、
メール認証方式
を採用しています。災害時には認証無しで利用可能な仕様となって
います。
また、鹿屋市ではWi-Fi環境の利用シーンのひとつとして、鹿屋市
公式のスマートフォン向けアプリ
「かのやライフ」
を提供しています。
「かのやライフ」では避難所マップの掲載や道路危険箇所の表示と
いった災害時の利用を想定したコンテンツやごみカレンダーや市の
イベントカレンダー機能等、平時での活用可能なサービスが提供さ
れています。

「かのやライフ」
アプリ画面

周知・PR
鹿屋市では、多くの市民にWi-Fi環境を活用してもらうため、
チラ
シを作成しています。
チラシの中ではSSID、
利用手順などを記載して
おり、
誰でも接続が可能な仕様となっています。

鹿屋市作成チラシ

「かのやライフ」
アプリ画面
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整備・運用費用
整備費用
鹿屋市でのWi-Fi環境の整備・運用費用は以下の通りです。

Wi-Fi整備においては市の光光ファイバー網（地域イントラネット）を活用しており、整備費用・運用費用を抑制してお
ります。
また、通信回線が整備されていない一部施設においては、施設間の無線通信設備を整備することで、新規の通信
回線整備コストを抑制しています（ 5 ．Wi-Fi 環境整備における課題と工夫した取組にて詳述）。また、平成 29 年度の

Wi-Fi環境整備においては、災害発生時の停電対策として整備した非常用電源の整備費用も計上されています。
年度

整備費用

設置箇所

平成28年度

2,794,000円 11箇所

平成29年度

10,584,000円 19箇所

備考

• 市単独事業で実施
• 平成29年度公衆無線LAN整備支援事業を活用
• 各施設に整備した非常用電源の設置費用も含む

運用費用
インターネット回線及びプロバイダの経費が運用費として計上されています。
年度

整備費用

設置箇所

備考

平成29年度

262,944円/年 11箇所分

• インターネット回線及びプロバイダ経費

平成30年度

483,960円/年 30箇所分

• インターネット回線及びプロバイダ経費

4 Wi-Fi環境整備効果
鹿屋市では整備施設におけるWi-Fi接続台数を計測しています。平成31年2月8日時点で合計190台以上の機器に
よってWi-Fi環境に接続されたことが確認されています。
また、平成30年9月29日の台風24号接近の際に、Wi-Fi環境整備箇所が避難所として開設され、避難所に配置された
職員によるWi-Fiの利用が確認されています。
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5 Wi-Fi環境整備における課題と工夫した取組
調査・計画段階での課題

整備箇所の絞込み

● Wi-Fi環境整備にあたって、市民がどの施設に

Wi-Fi環境整備を求めているかを把握する必要があった

効果的な取組
● 市長が市の青年団・高校生から直接意見を聞き取る
「本気で語ろう会」
を開催することで
市民のWi-Fi環境整備ニーズを直接把握し、
ニーズにマッチしたWi-Fi環境整備を実現

取組詳細
鹿屋市ではWi-Fi環境整備にあたり、災害時の利用を想定し、大規模の避難所に優先して整備を進めました。一方で、
平時の利活用においては利用人数等の予測が難しく、費用対効果の観点から整備箇所を絞り込むことに課題を抱えて
いました。
鹿屋市では、中西茂市長が青年団や高校生から直接意見の聞き取りを行う
「“本気”で語ろう会」
を開催した際に、市の
高校生から学生向けのフリースペースが設置されている
「リナシティかのや
（鹿屋市市民交流センター）」
にWi-Fi環境を
整備して欲しいという意見もありました。鹿屋市は若者や施設の利用者などの意見を参考にWi-Fi環境の整備箇所を選
定する、市民ニーズにマッチしたWi-Fi環境整備が実現されています。
整備主体内の決定権者（首長）
が直接市町村民のWi-Fi環境整備ニーズに関する声を把握し、
決定権者（首長）
自身がWi-Fi環境整備の必要性を認識する場を設けることで、
効果的・効率的Wi-Fi環境整備が実現されています。

「本気で語ろう会」実施の様子
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運用段階での課題

ランニングコストの負担軽減

● 光ファイバー網（地域イントラネット）
と接続されていない施設に

Wi-Fi環境整備をする場合、通信回線整備コストが負担となる

効果的な取組
と接続されていない施設については、
● 光ファイバー網（地域イントラネット）
無線通信設備を整備することで通信回線整備コストを抑制

取組詳細

Wi-Fi環境整備においては市の光ファイバー網（地域イントラネット）を活用していますが、光ファイバー網に接続され
ていない一部施設においては、光ファイバー網と接続されている隣接施設との間で無線通信設備を整備しています。無
線通信設備を設置することで、新規に光ファイバー網を整備することなく無線通信が可能になるため、光ファイバー網に
接続されていない施設においてもWi-Fi環境を整備することが可能となりました。無線通信設備の整備により、新規の通
信回線整備コストを抑制しています
（下図参照）
。鹿屋市では、3施設において無線通信設備を整備しています。
既存の地域イントラネットと無線通信設備を併用することで、
新規の通信回線整備コストを抑制した中で広範囲でのWi-Fi整備が実現されています。

無線通信設備

無線通信設備が整備されている鹿屋中央公園と
鹿屋市武道館におけるシステム構成図・回線系統図

鹿屋中央公園に設置されている無線通信設備
※写真右側鹿屋市武道館にも
同様の設備が整備されており、
無線通信が行われている

B

平成30年度に発生した災害における
避難所でのWi-Fi利活用事例紹介

01

北海道苫小牧市

02

広島県大崎上島町
町内13箇所でWi-Fi環境を開放。

携帯キャリアの通信障害発生時、避難所での
Wi-Fi環境開放により避難者の通信手段を確保

町職員や町民の情報収集・連絡手段の確保に寄与

03

愛媛県大洲市
市内50以上の避難所で避難者にWi-Fi環境を開放し、
避難時の円滑な通話・通信を実現

ほっかいどうとまこまいし

01 北海道苫小牧市
ポイント

避難所開放対象災害

基礎情報
人口

面積

172,373人
87,716世帯
27.5%
306.9人/km²
561.6km²

地震において震度 5 強を観測し、地震の影

条件不利地域

なし

響に伴う停電等により携帯キャリアの通信

財政力指数

0.77（平成29年度）
9
34
平成29年度
47

携帯キャリアの通信障害発生時、
避難所でのWi-Fi環境開放により
避難者の通信手段を確保

世帯数
高齢化率

苫小牧市では平成30年北海道胆振東部

障害が発生しました。通信障害発生以降、市
内の一部避難所で開放された Wi-Fi 環境
が、通信障害発生時の避難者の通信手段確
保に貢献したことが確認されています。

人口密度

Wi-Fi利用拠点数
アクセスポイント数
整備開始
災害発生時開設避難所数

平成30年7月豪雨
北海道胆振東部地震

人口・世帯数・高齢化率 ： 平成30年住民基本台帳より
面積 ： 平成30年全国都道府県市区町村別面積調より
Wi-Fi利用拠点数 ： 市町村がWi-Fi環境を整備した拠点

災害発生時の避難所でのWi-Fi環境活用状況
北海道苫小牧市では、平成30年9月6日に発生した平成30年北海道胆振東部地震により震度5強の地震を観測し、市
内47施設において避難所が開設されました。苫小牧市では、市役所及び市内の小中学校5箇所の避難所でWi-Fi環境開
放が実施されました。
市役所では平時からパスワード認証方式によりWi-Fi環境の利用が可能となっていますが、災害発生時はパスワード認
証を解除し、Wi-Fi環境の開放を行いました。災害発生後のWi-Fi利用件数は平時の利用件数と比較し増加されたことが
確認されています。市役所では災害発生時、被災者向けに電源の開放を行っていたため、電源を利用した被災者がWi-Fi
に接続し、情報収集の手段として活用していたと想定されます。
また、地震の影響に伴う停電および伝送路支障の影響により、災害発生直後の9月6日午前3時頃より携帯キャリアの
通信障害が発生しました。停電発生の影響により、市内の小中学校5箇所の避難所でのWi-Fi環境開放は地震発生から

24時間以上後の9月7日午前8時以降となりましたが、以降のWi-Fi通信量の増加が確認されており、通信障害発生時
に、避難所で開放されたWi-Fi環境が避難者の通信手段として有効に機能したことが確認されます
（5箇所合計で50台
以上の機器がWi-Fiに接続されたことも確認）。
なお、市内の小中学校9箇所の避難所でのWi-Fi環境について、平時は学校の授業において活用されているタブレット
接続用に
「学習LAN」
としてクローズドに運営されていますが、災害発生時は
「防災LAN」
として、
パスワードを入力するこ
出力トラフィック

とで誰でも利用可能な仕様に切り替えることが可能となっています。

入力トラフィック
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9/6 03:00 頃〜9/10 22:00 頃 携帯キャリアの通信障害が発生

15M
11M

避難所での

Wi-Fi利用を確認

5M
0
5M

9/7 08:00頃
一部避難所でのWi-Fi開放を開始

10M
15M

09/06

09/07

09/08

09/09

平成30年北海道胆振東部地震発生時の避難所での
Wi-Fi通信量推移（苫小牧市内でWi-Fi開放を行った5箇所での合計通信量）

09/10

避難所である拓勇小学校の
屋内運動場に整備されたアクセスポイント

ひろしまけんおおさきかみじまちょう

02 広島県大崎上島町
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ポイント

避難所開放対象災害

基礎情報
人口

町内13箇所でWi-Fiを開放。
町職員や町民の
情報収集・連絡手段の確保に寄与

条件不利地域

過疎地域（全域）

世帯数
高齢化率
人口密度

大崎上島町では、平成30年7月豪雨の折
に、
「Osakikamijima

面積

7,722人
4,285世帯
47.6%
179.2 人/km²
43.1 km²

Free Wi-Fi」が災害

平成30年7月豪雨
北海道胆振東部地震

離島振興対策実施地域（一部）

時用 Wi-Fiとして開放されました。当時、停

財政力指数

電および伝送路の故障等の影響により携帯

Wi-Fi利用拠点数

キャリアの通信障害が生じましたが、そのよ

アクセスポイント数

うな状況下で、Wi-Fiは、町職員や町民の情

整備開始

報収集や連絡手段の確保の面等で役立ち

災害発生時開設避難所数

0.29（平成29年度）
13
22
平成29年
55

人口・世帯数・高齢化率 ： 平成30年住民基本台帳より
面積 ： 平成30年全国都道府県市区町村別面積調より
Wi-Fi利用拠点数 ： 市町村がWi-Fi環境を整備した拠点

ました。

災害発生時の避難所でのWi-Fi環境活用状況
広島県大崎上島町では、平成30年6月に、公共施設（役場の本庁舎・支所及び指定避難所）
や町の玄関口となる港待合
所等の13箇所において、公衆無線LAN（Osakikamijima

Free Wi-Fi）サービスの提供が開始されました。整備対象施

設としては、災害時にも町民等の受入れ・往来が想定される施設で、
かつ既設の光ファイバー回線があるなど整備費用・
運用費用を抑えることのできる施設が選ばれました。
「平成30年7月豪雨」の折には、町内の避難所が開設され、Wi-Fiの整備された13箇所では災害時用Wi-Fiとしての開
放が行われました。
避難所が開設された7月6日を境として、前後の6日間のWi-Fiのアクセスログ数を比較すると、災害発生後の利用数
の増加が確認できます。
なお、
「平成30年7月豪雨」
では、Wi-Fiを整備した4

大崎上島町におけるWi-Fi整備箇所

箇所の避難所については、避難者として収容された町民数は延べ十数人程

施設

度と少なかったために利用増は見られませんでしたが、災害対応を行う役場

役所庁舎

本庁・支所における利用増が顕著です。
当時、豪雨に伴う停電および伝送路の故障等の影響により、大崎上島町の
一部地域では、携帯キャリアの通信障害が生じ、携帯電話サービスが利用で
きない、
もしくは利用しづらい状況が発生しました。
このような携帯電話等が
不通となっている状況下で、Wi-Fiは、町職員や町民による情報収集や連絡
手段の確保の面等で役立ったとされています。
平成30年7月豪雨発生時のWi-Fiアクセスログ数（災害発生の前後のアクセスログ数比較）
アクセスログ数（件）

2,670

3371 126.3%

612

484

647

682 105.4%

3,929

4537 115.5%

（出所）大崎上島町提供データより作成

79.1%

指定避難所・
避難場所

その他

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

施設
大崎上島町役場本庁
大崎上島町役場大崎支所
大崎上島町役場木江支所
東野保健福祉センター
沖浦観光物産館
大崎上島文化センター
開発総合センター
観光案内所
白水港待合所
垂水港待合所
鮴崎港待合所
天満（木江）港待合所
大西港待合所

整備箇所の例：白水港待合所

えひめけんおおずし
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03 愛媛県大洲市
ポイント

避難所開放対象災害

基礎情報

市内50以上の避難所で
避難者にWi-Fi環境を開放し、
避難時の円滑な通話・通信を実現
大洲市では平成30年7月豪雨において、

7月7日に市内全域に避難指示（緊急）が出

人口

面積

44,266人
20,107世帯
34.4%
102.4人/km²
432.2km²

条件不利地域

過疎地域（全域）

世帯数
高齢化率
人口密度

ムページに案内を掲載したところ、災害前

北海道胆振東部地震

振興山村（一部）

され、避難者受入れが実施されました。同
時に、Wi-Fi環境開放を実施して、市のホー

平成30年7月豪雨

離島（一部）
財政力指数

Wi-Fi利用拠点数

と比較して多くの避難者がWi-Fiを利用し、

アクセスポイント数

避難時の円滑な通話・通信が実現されてい

整備開始

ます。

災害発生時開設避難所数

0.36（平成29年度）
82
93
平成27年（※1)
47

人口・世帯数・高齢化率 ： 平成30年住民基本台帳より
面積 ： 平成30年全国都道府県市区町村別面積調より
Wi-Fi利用拠点数 ： 大洲市またはソフトバンク株式会社による整備拠点
※1 ：ソフトバンク株式会社の避難所Wi-Fi設置は平成25年度実施

災害発生時の避難所でのWi-Fi環境活用状況
愛媛県大洲市では、平成30年6月28日から7月8日に発生した平成30年７月豪雨において、7月7日には市内全域に避
難指示（緊急）
が出され、多くの避難所が開設されました。大洲市では、市役所及び避難所（市内の小中学校、公民館、体
育センター）
で7月7日からWi-Fi環境が開放されました。
平常時はSNSまたはメール認証方式によりWi-Fi環境の利用が可能となっていますが、災害発生時（避難勧告発令時
等）
は認証を解除し、Wi-Fi開放を実施し、市のホームページでも案内されました。
なお、避難所には、市が設置するWi-Fi
設備の他に、愛媛県とソフトバンク株式会社が協定を結び県下市町の取り組みとして設置しているWi-Fi設備があり、
こ
れらのWi-Fi環境についても、
ソフトバンク株式会社が無料開放を実施しています。
災害発生後のWi-Fi利用件数は、平常時の利用件数と比較して、増加したことが確認されています。
7月7日に出された
避難指示（緊急）
は、2日後の7月9日には市内全域で解除されており、その時点で大半の避難者が帰宅していること、災
害時もモバイルキャリア通信が維持され、輻輳が生じていなかったことを考えると、避難所開設期間の長期化やモバイル
キャリア通信に支障が生じていた場合、Wi-Fi環境開放による利用者数はさらに増加していた可能性があります。
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3,736

3,000
2,500
2,000
1,500

2,356

1,000
500
0

平時（H30年6月）

災害時（H30年7月）

平成30年7月豪雨発生時の避難所でのWi-Fiアクセスログ数の推移
（Wi-Fi開放を行った大洲市整備拠点の各月のアクセスログ数合計）
（出所）大洲市提供データより作成

市役所ホームページで実施した
Wi-Fi開放に関する案内画面の一部

各事例問い合わせ先一覧

A）地方公共団体におけるWi-Fi整備・利活用事例の紹介
団体名

部局・課室

連絡先

秋田県五城目町

生涯学習課

g-shogai@town.gojome.lg.jp

群馬県下仁田町

教育委員会 教育課

kyouiku@town.shimonita.lg.jp

千葉県大多喜町

産業振興課

shoukokanko@town.otaki.lg.jp

東京都渋谷区

システム運用課

div-system@shibuya.tokyo

静岡県川根本町

情報政策課

joho@town.kawanehon.lg.jp

石川県能登町

広報情報推進課

kouhoujouhousuishin@town.noto.lg.jp

愛知県

総務局 総務部 情報政策課 joho@pref.aichi.lg.jp

佐賀県多久市

情報課情報推進係
防災安全課

johosuishin@city.taku.lg.jp
bosaianzenka@city.taku.lg.jp

宮崎県小林市

総合政策部企画政策課

k_kcia@city.kobayashi.lg.jp

鹿児島県鹿屋市

総務部情報行政課

jyouhou@e-kanoya.net

B）平成30年度に発生した災害における避難所でのWi-Fi利活用事例の紹介
団体名

部局・課室

連絡先

北海道苫小牧市

総務部情報推進課

joho@city.tomakomai.hokkaido.jp

広島県大崎上島町 総務企画課

somu01@town.osakikamijima.lg.jp

愛媛県大洲市

kikakujouhouka@city.ozu.ehime.jp

企画情報課

地方公共団体における

Wi-Fi整備・利活用事例集
（平成31年3月版）
総務省情報流通行政局 地域通信振興課
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
（中央合同庁舎第2号館）
電話：03-5253-5111

