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取組紹介

DX推進課 / DX Promotion Div.

2022/10/27 地域ICTクラブ 令和4年度地域交流会in長野



長野県のデジタル政策の全体像 「長野県DX戦略」
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令和２年７月21日策定

詳しくは・・・・

DX推進課 / DX Promotion Div.
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「信州ITバレー構想」の中で、「デジタル人材育成・誘致」を位置付け

県と市町村のシステム共同利用の推進

「スマートハイランド
推進プログラム」

県民生活と行政のDXを推進

共同利用の提案
業務フロー・仕様共通化調整

実証ノウハウ提供
業務共通化
共同化参加

IT事業
団体

産業支援
機関

産業界

大学など

自治体
・国

「信州ITバレー構想」
県内産業のDXを推進

県民生活と行政のＤＸを推進

IT人材の育成・誘致・定着

全産業のDXを推進

信州ITバレー推進協議会

2つの推進エンジン

長野県内の産業分野におけるDX推進に資する
デジタル人材の育成及び誘致＋デジタル人材育成の取組周知を実施

ココ！

取組そのもの＋
取組内容の周知

DX推進課 / DX Promotion Div.



「デジタル人材育成」
・自分の人生を切り開くツールとして、デジタルの可能性を感じてもらう

０（ゼロ）から１（イチ）を踏み出そうとする
クリエイティブな若者を応援する
アプリケーションコンテスト

目的

【対象】

小学生～30歳未満

【内容】

自作アプリのプレゼン＆デモ

とは？

DX推進課 / DX Promotion Div.



開催実績（2015年～）
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2015

12.22（火）＠松本市民芸術館
「未来を感じるアプリ」

グランプリ 長野大学「小諸城体験アプリ」
小諸城をCGで再現しVRで体験できる
アプリ

2016

2017

2018

18歳未満：4件
19～29歳：11件

応募

15件

県内15件

県外4件

12.23（金・祝）＠長野市芸術館
「誰かをしあわせにするアプリ」

グランプリ 岩手県立大学「Hashigo（ﾊｼｺﾞ）」
信州の”かわいい”スポットを紹介、共有
出来る観光アプリ

15歳未満：5件
16～18歳：4件
19～29歳：11件

応募

18件

県内14件

県外19件

12.9（土）＠長野市芸術館
「”困った”を解決するアプリ」

グランプリ 信州大学院「音声認識発光キーボード」
音声認識と光でタイピングをサポートする
子ども向けPC用キーボード

15歳未満：22件
16～18歳：10件
19～29歳：28件

応募

60件

県内41件

12.8（土）＠信大国際科学イノベーションセンター

「”あっ”と言わせるアプリ」

グランプリ ㈱アソビズム「ant」
半径10m以内で小さな感謝の気持ちを
言葉の代わりに伝えられるアプリ

15歳未満：32件
16～18歳：4件
19～29歳：32件

応募

68件

県内18件

2019

県外49件

15歳未満：40件
16～18歳：5件
19～29歳：29件

応募

74件

県内25件

県外50件

12.7（土）＠信大国際科学イノベーションセンター

「アイデア部門」「データ部門」

グランプリ
西池袋中学校「編模様（あもーよ）」
イラスト手編み支援アプリ。ドット絵
の作成や取り込み、進捗管理等が可能

2020
15歳未満：37件
16～18歳：4件
19～29歳：78件

応募

119件

県内17件 県外102件

11.3（火・祝）zoom＋YouTubeライブ配信
「今こそ！人にチカラを与えるアプリ」

グランプリ
東深沢小学校「GravityTravel」
実際の物理公式を用い、宇宙船を星の
周回軌道にのせるゲーム。

2021

12.11（土）zoom＋YouTubeライブ配信
「SDG’sなアプリ」

グランプリ
名古屋市立八社小学校「マークみっけ！
for SDGs」
SDGsの事を楽しく学べて身近に感じる
小学生向けWebアプリです。

15歳未満：35件
16～18歳：6件
19～29歳：67件

応募

108件

県内８件 県外100件

11.26（土）＠シソーラスDXセンター＋YouTubeライブ配信

「未来につなぐ、地球にやさしくなれるアプリ！」2022

コロナも乗り越え8年目！

https://shinshu-futureapp.net/

※公式HPには2018年～の結果等も掲載

https://shinshu-futureapp.net/


第1回
2015

• 年々応募者が増加しレベルも向上。連携イベントや後援団体も増加
• 若年層の力試しのイベントとして定着（この大会を目指して開発する人が増えた）
• Googleプログラミングコンテストファイナリストや実際の起業者も輩出

2018～2020年出場の小学生が、2020年に実施された
GoogleAIプログラミングコンテストで6名のファイナリ
ストに選出

2018年LAから参加した日本人中学生が、参加をきっかけ
に多くのプログラミングツールが日本語化されていないこ
とを実感し、日本語変換プロジェクトを実施

応募

15件

これまでの成果

第7回
2021

応募

108件

2018年出場の高専生が、コンテストで発表した作品を改良
させ起業。NHKの関東甲信越ニュースでも紹介

DX推進課 / DX Promotion Div.

こんな成果も・・・



2021年度、開発アフターメンタリングを初めて実施
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これまでの課題

あくまでも「力試しの場の提供」という面が強く、

年に1回の機会のみなので、積極的な育成が
しにくい
→2021年度、コンテスト後にもう1回発
表の場を創出

• 株式会社アソビズム に依頼し各受賞者のアフターメンタリング(開発メンタリング)を実施
• U15/U18/U29の各部門から1人を対象に、アプリの更なるブラッシュアップを行うメンタリング

サポートを計４回実施
• デジタル人材応援イベント「シシコツコツ～ないものは、山で作れる～」内で最終成果を発表

※メンターから技術・技能をレクチャーするのではなく、参加者が解決したい課題や実装したい機能
を起点に、どんな方法で実現すればよいかを一緒に考える立場でサポート

プログラム受講者の声

●U15

学校ではプログラミングの話ができる友達もいないし授業もないが、このプログラムでは同じ思いを持った

年上の人たちと一緒にがんばれたので、楽しかった。

●U18

初めてのプログラミングで、独学で調べながらアプリコンテストにチャレンジした。最初は戸惑ったが、やると

やらないとでは全然違う世界に出会えた。諏訪～長野の電車移動で、長野駅ではSuicaが使えない

ことや特急券というものがあることも学べた。

●U29

毎週土曜日に機会を設けることで、「やるしかない」環境を作っていただいたおかげで、途中で挫折せず

にやり遂げることができた。プログラミングは独学でも学べる感覚がつかめたので、今後は夢だった医療工

学を学びたい。

新たな取組



（参考）デジタル人材応援イベント「シシコツコツ」（22/2/9～2/12）
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デジタル人材に求められる行動特性である「孜孜忽忽※」をテーマに
未来のデジタル人材の育成機会創出やコミュニティ形成に資する取組を実施。

※孜孜忽忽（ししこつこつ）…[意味]他のことを考えず、⽬的を果たすためだけに注⼒すること

# コンテストやワークショップ等を通じたコミュニティ形成
# 刺激・環境を増やす # 切磋琢磨を促す

長野県で孜孜忽忽な取組を実践する各分野のデジタル
人材の活動や想いを共有する、成果発表イベントを実施

デジタル人材応援プロジェクト「NAGANO FLEDGE」

デジタル人材を目指す人たちが、互いに連携し刺激を与え合う機会を創出
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If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. 

早く行きたければ、ひとりで行け。遠くまで行きたければ、みんなで行け。

E.O.P

是非、一緒に長野県のDXを盛り上げていきましょう。
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地域ICTクラブ交流会 in ⾧野 限り

KDDIの地域共創についてのご紹介
KDDI株式会社

2022/10/27

地域ICTクラブ交流会 in ⾧野
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地域ICTクラブ交流会 in ⾧野 限り
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地域ICTクラブ交流会 in ⾧野 限り

デジタルサービスに
触れる機会を提供

デジタル人財の育成で
便利な暮らしを共創

地域に寄りそう
ソリューションを提供

触れる

つかう日常に
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地域ICTクラブ交流会 in ⾧野 限り

デジタルサービスに触れる機会を提供

目指す姿①触れる

触れる触れる
 自治体のスマホ普及や利用率向上のためのスマホ教室をサポート
 住民生活の質は落とさずに、自治体の業務効率を向上する基礎づくり
➡ デジタルが身近になることで、いつでも、どこでも、便利で楽しく
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地域ICTクラブ交流会 in ⾧野 限り

デジタル人財の育成により便利な暮らしを共創

目指す姿②つかう

つかうつかう
 DXを通じて、自治体や地域企業の活動を支援
 ICT教育のサポートにより、地域を支える企業や人財を育てていく
➡ もっと便利で豊かな、活力ある地域へ
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地域ICTクラブ交流会 in ⾧野 限り

地域に寄りそうソリューションを提供

目指す姿③日常に

日常に日常に
 地域やパートナーと手を取り合い、その地域に適したソリューショ

ンを提供 (オンデマンドモビリティ、ドローン物流など)

 デジタルを活用した実証実験を全国各地で実施し地域課題を解決
➡ 地域と共にこれからの「当たり前」をつくりだす
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地域ICTクラブ交流会 in ⾧野 限り

KDDIが提供する様々なソリューションを活用し、地域に寄り添った課題解決を

KDDIが提供する地域ソリューション

スマホ1つで地域交通はお任せ。
MaaSで地域の足をもっと便利に。

IoT農業で水の管理を効率化。
データ活用でさらに美味しいお米に挑戦。

IoT漁業で養殖鯖をブランド化。
効率的で美味しい漁業を。

離島や山間部への配送などを
ドローンを使って効率化。

DX教育で地域のデジタル化を
支える仲間を増やす。

乗合いモビリティmobiで
ラストワンマイル交通をサポート。
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地域ICTクラブ交流会 in ⾧野 限り

中山間地域住民の買い物を便利に
CATV × ドローン × 強靭な通信の組み合わせでサービスを下支え

CATV ＆ ドローン (⾧野県伊那市)

高齢者にも扱いやすいように、ケーブルテレビの画面で注文し、
ケーブルテレビの利用料金と一緒にお支払い。

地域の運送拠点から、目視外自律飛行のドローンが飛行。
KDDIのLTE網を通じ遠隔制御、最寄りの公民館まで配送。

公民館まで荷物を取りに行くのが難しい方には、ボランティアが
自宅まで荷物を配達。多くの住民が利用できる仕組みを構築。
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地域ICTクラブ交流会 in ⾧野 限り

『お迎え』 から 『目的地』まで
定額・相乗りで効率よく移動するサービス mobi

交通DX ～オンデマンド交通～ (東京・名古屋・京丹後)

お好きな時に出発地と目的地をリクエストするだけ。
エリア内ならどこでも、何度でも定額でmobiがお迎えに。

アプリを使えば、簡単にmobiを呼ぶことが可能。
スマホが無い場合は、電話でも。

mobiは賢い相乗り交通。道路状況や移動リクエストを考慮し
最適ルートで目的地までお送り。
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地域ICTクラブ交流会 in ⾧野 限り

自治体と協力したイベント開催により
マイナンバーカードの普及と金融格差の解消に貢献

金融格差解消 (上田市、塩尻市など)

会員数2,390万人、携帯会社を問わずに利用できる
QRコード決済 auPAYを提供。

KDDIは国指定のマイナポイント手続きサポーター。
auショップではマイナンバーカードの申込手続きサポートを実施。

自治体と連携したマイナンバーカード普及イベントを開催し、
より多くの地域住民にキャッシュレスの利便性を啓蒙。
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