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地域ＩｏＴ実装総合支援(令和元年度）

地方公共団体のICT/IoT実装に関する計画策定支援

・ 現場における推進体制整備、ICT/IoT実装の具体的な戦略・

計画の策定への支援

地域ＩｏＴの実装事業への財政支援

・ ICT/ＩｏT利活用の成功モデル実装への財政支援

地域情報化アドバイザー派遣等による人的支援

・ ICT/IoTの知見を有する専門家の派遣等により、ICT利活用やIoT

実装を促進

・ 総務省内にICT地域活性化サポートデスクを開設、地方公共団

体等からの問合せに対応

地域ＩｏＴ実装の全国的な普及促進活動

・ ICT地域活性化大賞、地域ICT/IoT実装セミナーの開催 等

＜ 概 要 ＞

n 「地域IoT実装推進ロードマップ」の実現に向け、ICT/IoTの実装を目指す地域を対象に、地方公共団体

のICT/IoT実装に関する計画策定への支援、実装事業への財政支援、地域情報化アドバイザー派遣に

よる人的支援など地域IoTの実装を総合的に支援。

n 実装を阻む「壁」を打破し、ICT/IoTの実装を日本全国の各地域の隅々まで拡げ、地域経済の活性化

や地域課題の解決に大きく貢献。
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地域ＩｏＴ実装推進事業(令和元年度）

●事業概要

・「地域IoT実装推進ロードマップ」（2016年12月とりまとめ、2017年５月改定）における「分野別モデル」の普及展開を推進するため、分野別モデル
の横展開に取り組む地域に対して、初期投資・連携体制の構築等にかかる経費を補助。

・分野別モデルにおける共通システムを利用して複数地域が連携する取組を推奨（単独地域も可）。
・市町村が実施主体となる場合は、交付申請時に市町村官民データ活用推進計画の提出を行うことを交付決定の条件とする。

●事業スキーム
補助対象：都道府県及び指定都市を除く地方公共団体、民間事業者等
補助率：都道府県及び指定都市を除く地方公共団体並びに民間事業者については、事業費の１／２補助（補助額上限2,000万円）

B市

C町

F市

E町

D村

分野別モデル
（A市がシステム構築済）

地域ＩｏＴ実装推進ロードマップ 分野別モデル 地域ＩｏＴ実装推進事業
分野別モデルの普及展開イメージ

A市
成功モデル

（億円）当初予算額

2017 2018 2019

2.2 4.0 3.0

令和元年度は、下図の分野別モデルのうち、赤字・下線の分野別モデルに限定して実施。

※ 本年度より、ふるさとテレワーク事業を地域IoT実装推進事業の１メニューとしている。

2



地域ＩｏＴ実装推進事業の概要

u AIによる保育所利用調整業務の省力化し、申請者への決定通知の早期発信を実現。

u マイナポータル等を活用したオンライン申請等のシステム

u 自治体保有の乳幼児健診、予防接種に関するデータ、産科医院の妊婦健診に関するデータ、お薬手帳の
データ、妊婦本人のバイタルデータ等をPHRとして収集し、 関係者で共有・活用することで、母子への効果的
な健康支援等を実現。

妊娠・出産・子育て支援PHR PHR：Personal Health Record

u 共助型子育て支援プラットフォーム「子育てシェア」を構築し、子育て経験を持つ地域住民との助け合いにより
地域で子育てを共助する仕組みを提供

テレワーク

u ICTを利用し、子育てなどで就労時間に制約がある市民の柔軟な働き方を実現。

子育ての分野の取組事例（※モデル含む）

子育てワンストップサービス

子育て支援システム（シェアリングエコノミー型）

保育所入所選考AIマッチング（ビッグデータ利活用型）

3



• 保育所の利用調整にあたり、申請者の優先順位やきょうだい同時入所希望などの市の割当てルールを学習し
たAIが組合せを点数化。得点の高い組合せを瞬時に導出することにより、自治体職員の保育所利用調整業
務を省力化（延べ約1,500時間→数秒）。入所申請者への決定通知を早期発信。

• 採択実績：千葉県流山市、大阪府四條畷市、香川県高松市等、全国で8件。

課 題

取 組

〇 さいたま市では、約8,000人にも及ぶ保育所への入所申請者を市内の約300施設に割り振るに当たり、申請者の
優先順位や、きょうだい同一保育所入所希望など様々な希望を踏まえて選考。
〇 そのため、延べ約1,500時間もの時間を選考にかけていた。

〇 ゲーム理論のモデルを用いて、最適な保育所割当てパターンを見つける
AIマッチング技術を検証。

〇 人手では延べ約1,500時間かかる保育所の入所選考が数秒で完了。
〇 AIで行った入所選考結果と、さいたま市職員が人手で行った入所選考結果がほぼ一致※。

※実証から除いた障害児加配以外は一致。その後、障害児加配にも対応。

〇 職員の負担を軽減するとともに、他の業務に職員を効率配置。
〇 入所申請者への決定通知の早期発信により、入所不可だった場合の迅速な対応や、親の育児休業等から
のより円滑な復職が可能となった。

成 果

【入所判定の考え方（簡易なモデル例）】
・保育所A（空き２名）と保育所B（空き２名）がある。
・X家兄弟（子ども①、④）とY家兄弟（子ども②、③）
が入所を希望。
・入所の優先順位は、こども①＞②＞③＞④の順。
・X家、Y家とも保育所Aが第一希望だが、兄弟で保育所
が分かれるよりは兄弟で揃って保育所Bになる方を希望。

利得が最も高くなる組合せを瞬時に導出し、
こどもの優先順位を踏まえて最適解を即座に判断

〇 市の割当てルールを学習したAIが
組合せを点数化し、最も得点の高い
組合せを瞬時に導出。

AIによる保育所利用調整業務の省力化（埼玉県さいたま市）
「地域IoT実装推進ロードマップ」の「分野別モデル」
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子育て支援システム（株式会社Asmama）

・主体的に子育てシェアの普及、地域コミュニティ創出に取り組む認定活動家が全国に627名。
・年間の親子交流の場創りを各地の市民団体や自治体と連携しコミュニティの自走に取り組む。
・ICTを活用した子育て共助「子育てシェア」登録53,000人。市民間共助での問題解決率85％。
📢📢 初回子育てシェア利用者アンケート：「また利用したい」が91％。
📢📢 複数回子育てシェア利用者アンケート：「就職・転職できた」が44％。「残業・休日などの仕事時間を確保

できた」が33％。「自分の時間が持てた」が22％。

市民協働による自立自走する生活・子育てシェアと地域コミュニティを実現

地域課題
・少子化・高齢化による人口減少と労働力不足
・人不足、財政不足、土地不足による保育不足
・子育てニーズ・スタイルの多様化
・子育てを理由に離職し、働けない人300万人
・核家族化による地域コミュニティの希薄化
・60歳以上の9割が「働きたい」
（例）生駒市：「公共施設から街コミュニティを拡げる」
湯沢市：「年間出生数300人を市民で育てる」

世界初、共助型子育て支援プラットフォーム「子育てシェア」

リアルとＩＣＴ活用の両輪で、地域人財の活躍支援と子育て共助の仕組み「子育てシェア（登録料・手数料無料・
保険付・1時間500円のお礼ルール）」を全国に普及させ、社会課題解決と地域活性を両立させている。

【施策の定量的な効果】

子育て

「地域IoT実装推進ロードマップ」の「分野別モデル」
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採択実績：・一般社団法人美園タウンマネジメント等、全国で2件



子育てワンストップサービスの概要子育て

「地域IoT実装推進ロードマップ」の「分野別モデル」
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妊娠・出産・子育て支援PHRモデル（前橋市）

○自治体保有の乳幼児健診、予防接種に関するデータ、産科医院の妊婦健診に関するデータ、お薬手帳のデータ、妊婦本人のバイタルデータ等をPHRとして収集し、
関係者で共有・活用することで、母子への効果的な健康支援、迅速な救急医療の実現、データ二次利用による疾病予防研究への活用を実現。

○四者協（日本小児科学会、日本小児保健協会、日本小児科医会、日本小児期外科系関連学会協議会）と協力しPHRに最低限必要なデータ項目（ミニマムデータ
セット）についても検討。

○ ２０１８年度は構築したシステム・アプリを利用し、実際の病院、妊産婦等の協力を得てフィールド実証を実施。

※ 本PHRモデルにおいて仮に学校健診情報を取り入れる場合は、校務システムと連携を行う方法と本人が自ら入力する方法が考えられる。

子育て

「地域IoT実装推進ロードマップ」の「分野別モデル」

採択実績：(株)カナミックネットワーク
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働き方 テレワーク（長野県駒ヶ根市）

テレワーク拠点整備による地方創生・働き方改革の推進
平成28年度予算「ふるさとテレワーク推進事業」

駒ヶ根市は、ITで都市部と同じように仕事ができる環境を整えた、
サテライトオフィスとテレワークセンターの二つの機能を持つ「駒ヶ根
テレワークオフィス（愛称 Koto）を開設。
【開設目的】・都市部から駒ヶ根市へ「人と仕事の流れ」をつくる
・子育てなどで就労時間に制約があり、一般的な就労が困難な市民
にも働ける環境をつくる

駒ヶ根市総合戦略
にて、テレワーク推進
事業を位置付け。

駒ヶ根 KIC Offプロジェクト
キック

地方創生 WLBの実現一億総活躍社会
駒ヶ根テレワークオフィスには1人が
常駐し、170人超の市民(子育
て世代の女性が中心)が利用登録
をして業務を行っている。

子育て世代を中心とした、
労働時間に制約がある市民でも、
Kotoであれば働くことが可能。

JR駒ヶ根駅前の遊休テナント
を効率的に活用しており、通勤時間は、
都市部での勤務時と比べ大幅に短縮
できる。

H31.3.1現在

オフィス開設を契機に、
商店街の空き店舗が
20件近く活用される
ように。

「地域IoT実装推進ロードマップ」の「分野別モデル」
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財政支援 平成30年度地域ＩｏＴ実装推進事業実施地域

●スマート農業
・北海道下川町
・愛知県幸田町
・静岡県川根本町
・京都府綾部市
・高知県香美市
・高知県四万十町
・鹿児島県日置市
・長崎県島原市
（２次公募）
・山口県宇部市
・沖縄県大宜味村

●Ｇ空間防災システム

・株式会社ＲＴｉ-ｃａｓｔ
（高知県香美市、四万十市）
・東京大学
（熊本県内１３市町村）
・静岡県南伊豆町
・熊本県南小国町
・福岡県東峰村

●ビッグデータ利活用
・特定非営利活動法人
ASP・SaaS・IoTクラウドコ
ンソーシアム
（栃木県大田原市）
・静岡県焼津市
・長崎県五島市

●プログラミング教育
・株式会社マキノハラボ
（静岡県牧之原市）
・沖縄県南城市
（２次公募）
・鹿児島県瀬戸内町

●子育て支援システム
・株式会社ＡｓＭａｍａ
（神奈川県横浜市）
・一般社団法人美園
タウンマネジメント
（埼玉県さいたま市）
・滋賀県草津市
・香川県高松市

●観光クラウド
・山形県酒田市
・一般社団法人おもてなし
ICT協議会（山口県）

●ＥＨＲ
・社会福祉法人恩賜財団
済生会横浜市東部病院
（神奈川県横浜市）

●オープンデータ利活用
・奈良県橿原市

●シェアリングエコノミー
・秋田県湯沢市

H30・R1年度 分野別箇所数

●スマート農業 ２０件

●子育て支援システム １１件

●G空間防災システム ７件

●プログラミング教育 ５件

●観光クラウド ３件

●ビッグデータ利活用 ３件

●オープンデータ利活用 ３件

●働き方（テレワーク） ３件

●シェアリングエコノミー ２件

●EHR ２件

●PHR(医療・介護・健康) １件

●PHR（妊娠・出産・子育て） １件

●地域ビジネス活性化モデル １件
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財政支援 令和元年度採択候補事業実施地域
●スマート農業・林業・漁業
・ＡＳロカス㈱（北海道下川町等）
・㈱イービス藻類産業研究所（宮城県石巻市）
・(有)エコ・ライス新潟（新潟県見附市等）
・㈱笑農和（富山県滑川市）
・トレボー㈱（富山県南砺市）
・公益財団法人いしかわ農業総合支援機構（石川

県加賀市）
・㈱リブル（徳島県海陽町）
・愛媛県久万高原町
・鹿児島県肝付町
・鹿児島県南大隅町

●Ｇ空間防災システム

・東京大学（徳島県等）
・佐賀県唐津市

●ＥＨＲ
・㈱アルム（北海道道北北部）

●子育て支援プラットフォーム
・一般社団法人 SAVE TAKATA（岩手県陸前高

田市）、
・福島県福島市
・千葉県流山市
・大阪府池田市
・大阪府四条畷市
・鳥取県米子市
・佐賀県佐賀市

●地域ビジネス活性化モデル
・龍神村森林組合（和歌山県田辺市）

●プログラミング教育
・㈱さかいまちづくり公社（茨城県境町）
・㈱アペイロン（大阪府豊能町等）

●オープンデータ利活用
・岩手県矢巾町
・アクトインディ㈱（千葉県市原市等）

●観光クラウド
・京都府南山城村

●シェアリングエコノミー
・軒先㈱（秋田県秋田市等）

●ＰＨＲ（医療･介護･健康）

・一般社団法人山梨県医師会（山梨県）

●ＰＨＲ（妊娠･出産･子育て）

・㈱カナミックネットワーク（香川県丸亀市）

●働き方（テレワーク）
・(一社)子育てネットワークままもり（茨城

県守谷市）
・新潟県糸魚川市
・レプタイル株式会社（岡山県津山市）

※採択候補団体
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参考資料２

https://cio.go.jp/opendata100

政府CIOポータル
オープンデータ100事例資料
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あせらず、なやまず。パパママまっぷ

防災
減災

産業
創出

少子
高齢

防犯
医療
教育等

それぞれの家庭の事情に合わせて、子どもの預け先を見つけるのはとっても大変。
パパママの負担を軽くする、子育てに寄り添うマップアプリ。（2014年10月サービス開始）

認可保育園、認可外保育園、幼稚園が異なる色のアイコンで
マップ上に表示される

さっぽろ保育園マップ
By Code for Sapporo パパママまっぷチーム

さっぽろ保育園マップ 誕生の キッカケ

l 保育園や幼稚園は管轄が厚生労働省、文部科学省、
各自治体とそれぞれ異なるため、一元化された情報がなかった

l 分散した公開情報から申し込みたい預け先を探したり
調べたりすることは大変だった

さっぽろ保育園マップ でこう 変わった！

l アプリ運営者が各省、各自治体の情報をまとめて公開することで、
一目で必要な情報がマップ上でわかるようになった

l ユーザ数：9,000人弱（累計）
l 保育園の所在地だけでなく開園時間や空き情報も

マップ上で確認できるため、親の負担軽減に繋がった
l 現在までにこの仕組を12地域に横展開

アイコンをクリックすると
開園時間や空き情報などを確認できる
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子どもを持つ親にとって、保育園や幼稚園

探しは骨の折れる作業である。県や市が公開し

ているリストから探そうとしても、自宅や職場、

祖父母宅との距離は把握しにくいし、開園時

間に延長保育の有無など、考慮しなければな

らない点はたくさんある。しかもじっくりパ

ソコンと向き合おうとしても、その間に子ど

もが泣き始めてしまえば一時中断である。

こんなパパやママの悩みを解決しようとでき

たのが、このさっぽろ保育園マップである。

このアプリ上では、地図上に認可・認可外

保育園や幼稚園が表示されるだけでなく、円

マークをクリックすればある場所から一定距

離にある保育園・幼稚園を見つけることができる。さらに地図上のアイコンをクリックす

れば、その保育園の詳細を確認できる。まさに子どもを持つ親の悩みに

データを駆使することによって答えている。

さらにこのアプリのソースはWeb上で公開されている。保育施設情報を用意さえすれ

ば、どの地域でもマップを作成することが可能ということである。すでに東京や横浜市

金沢区、沖縄などでもマップが作成されている。データを標準化し、それらを誰もが活

用できるようになることで便利になる人が増えてゆくことを示した好例である。

保育施設・国土数値・地図情報

アーバンデータチャレンジ2014－金賞受賞歴

札幌市地域

分散化したデータを一元的かつ容易に閲覧できる
インタフェースづくりがポイント

Code for ○○って？

さっぽろ保育園マップを作成したチーム、Code for Sapporo。オープンデ

ータ活用事例を見ていると、この”Code for”を頭につけているチームをよく

目にする。これは米国のCode for Americaという団体をモデルにしており、

地域の課題をアイディアとテクノロジーで解決する市民参加型の非営利団体

のことである。国内でも札幌だけでなく、金沢や鯖江などすでにいくつかの

“Code for”が発足・活動している。今後の展開に注目が集まりそうだ。

使用データ

PDF、Excel、WebAPI（地図）データ形式

防災
減災

産業
創出

少子
高齢

防犯
医療
教育等

Webアプリ・スマートフォンアプリ提供形態

あせらず、なやまず。パパママまっぷ

さっぽろ保育園マップ
By Code for Sapporo パパママまっぷチーム
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働くママ応援し隊
保育施設情報を、簡単かつ効率的に検索・比較することが可能

By 株式会社アイネット

働くママ応援し隊 誕生の キッカケ
l 株式会社アイネットの女性社員が子育てをしなが

ら保育施設を探すことに苦労した

l 多くの保育施設では、施設の情報発信を
効率的に行うための方法が整備できていなかった

働くママ応援し隊 でこう 変わった！

l 子育てをしながら働き続けたい保護者が保育施
設を探し、情報収集する際の負担を軽減できる
ようになった

l 保育施設は各種PRや保育士募集等の情報を無料
で発信できるようになった

（2017年6月サービス開始）

横浜市の保育施設情報を「区」・「路線」・「施設名」
から簡単かつ効率的に検索・比較

認可外保育施設も含め、横浜市が把握している全１４３０の保育施設情報を掲載。
子どもを預ける保護者が「保育施設を選ぶ際に知りたい情報」を簡単に収集可能。

防災
減災

少子
高齢

産業
創出

防犯
医療
教育等

地図上に表示される検索結果のイメージ 保育施設の詳細情報イメージ

「働くママ応援し隊」ＵＲＬ http://kosodate.inet.co.jp/
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「わかりやすい」「検索しやすい」
「多くの情報が掲載されている」保育施設検索サイト

「働くママ応援し隊」は、0歳児から未就学児を持つ保護者を支援するた
めの横浜市保育施設検索サイトである。横浜市内にある保育施設情報を、
簡単かつ効率的に検索・比較することができる。横浜市が発信するオープ
ンデータに加えて、保護者が保育施設を選ぶ際に必要とされる詳細な情
報を、独自に収集しマッシュアップして公開しており、保育施設を探す保護
者にとって「わかりやすい」「検索しやすい」「多くの情報が掲載されてい
る」サイトである。

特徴のひとつに、便利な数多くの検索条件がある。 区、路線・駅、施設
名の他にも、住所、ＭＡＰ、施設種類、 空き年齢、土・日・祝保育、障害児
保育、アレルギー対応、駅からの距離等で絞り込み検索が可能である。

「保育園施設の種別と利用案内」
「子ども・子育て支援新制度」のイメージ

使用データ

データ形式

提供形態 Webアプリ、スマートフォンアプリ

CSV

・保育施設情報（保育施設名称・種別、住所、電話番号、最寄
りの交通機関、開所時間等）
・入所状況情報（入所児童数、入所可能人数、入所待ち人数）
・「子ども・子育て支援制度」に関する情報

「働くママ応援し隊」の開設・運営のノウハウをベースに、掲載され
ている各保育施設情報の内容の一層の充実を図るとともに、利用者
からのご意見を参考にし、さらに便利で有効な情報掲載や仕組み作
りを進める。

また、本サイトの仕組みをベースに、保育施設の次に、働く保護者
が課題として直面する学童保育施設や家族で遊べる施設、観光ス
ポット等の別の種類のオープンデータを活用した検索サイトの構築を
予定している。

受賞歴

地域 神奈川県横浜市

―

また、サイトでは「保育園施設の種別と利用案内」や「子ども・子育て支
援新制度」の情報も公開しており、利用者は、横浜市における最新の取り
組み等も確認することが可能である。

働くママ応援し隊
保育施設情報を、簡単かつ効率的に検索・比較することが可能

By 株式会社アイネット
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株式会社アイネットでは、平成26 年に
横浜市のオープンデータを活用した子育
てや女性活躍に寄与できる当サイトにつ
いて横浜市と協定を締結し、オープン
データ活用や情報発信のあり方、サイト
のコンセプトや仕様について横浜市と協
議を重ね、「働くママ応援し隊」の開設・運
営開始に至った。

今後の更なる
施設情報の充実に向けて
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