
4-(6).取組み事例 経営体質強化支援
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志文児童館

中央小

健康ｾﾝﾀｰ

市立病院

上幌向中

第２小豊中 幌向小

幌向ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

光陵中

緑陵高

美園小

清園中
志文小

ﾃﾚﾜｰｸｾﾝﾀｰ ﾒｰﾌﾟﾙ小

朝日ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

消防本部

岩見沢小

東小

東光中

明成中

日の出小

北真小緑中第１小

南小

市役所

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

市民会館

総合体育館

高齢者福祉ｾﾝﾀｰ

市立図書館

道路管理事務所

婦人会館

岩見沢～札幌 延長 約５０ｋｍ

子育て支援ｾﾝﾀｰ

保健ｾﾝﾀｰ
● 光接続施設

FWA AP（5GHz)

Free WiFi

ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ

高等看護学校

稲穂児童館

利根別児童館

ｲﾍﾞﾝﾄ広場

北村小 保育所 北村中 北村支所 農業技術 学校給食 消防 高齢者

室内公園

郷土科学館

美流渡支所

ﾒｰﾌﾟﾙﾛｯｼﾞ

美流渡小 美流渡中

栗沢支所

栗沢病院

教育ｾﾝﾀｰ

来夢21

栗沢小 栗沢中

消防

新産業支援ｾﾝﾀｰ上位ISP

上位ISP

自治体ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ

野外音楽堂

ITﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ

鉄北児童館

幌向児童館
上幌向児童館

有明ﾌﾟﾗｻﾞ

北真児童館

中央児童館

東栄児童館

美園児童館

春日児童館

伝送速度、方式
1Gbps/Ethernet

接続数
市内104施設

総延長
市内：約 146㎞、市外：約 50㎞

ＦＷＡサービス用ＡＰ(5GHz)
22か所（デバイド解消）

Free WiFi
市内5か所

北海道大学

日の出児童館

防災無
線送信

塔

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

であえーる

主要公共施設、医療福祉施設、
文教施設等を接続

4-(7).取組み事例 ICT利活用 ～デバイド対策 幹線～
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旧岩見沢市

旧北村

旧栗沢町

平成18年度当初（Before）

FTTHｻｰﾋﾞｽ提供ｴﾘｱ

xDSLｻｰﾋﾞｽ提供ｴﾘｱ

条件不利地域

FTTH及びxDSLによるカバー率
・世帯率

93.37%(38,889世帯／41,651世帯)
・エリア（面積）率

24.44%(117.56k㎡／481.10k㎡)
36.88%(117.56k㎡／318.80k㎡ 可住地)

FTTHｻｰﾋﾞｽ提供ｴﾘｱ

xDSLｻｰﾋﾞｽ提供ｴﾘｱ

無線ｱｸｾｽ提供ｴﾘｱ

世帯カバー率
FTTH及びxDSL ： 93.46%(39,476世帯/42,234世帯)
無線ｱｸｾｽ方式： 5.54%(2,758世帯/42,234世帯）

１００．００％

※世帯数は平成21年12月末現在

５ＧＨｚ帯無線ｱｸｾｽ(22箇所)

平成21年度（after）

センター（コア施設） 中継局（光⇔無線親局） 利用者（無線子局）

キャリア

有線 無線

ここここここここここここここここここ

※有線（光ファイバ）無線（5GHz帯FWA）併用による公設民営型アクセスサービス開始
⇒ デジタルデバイド・ゼロを実現(平成21年度～)

4-(8).取組み事例 ICT利活用 ～デバイド対策 FWA～
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活用分野 システム・キーワード 概要 サービス開始

教育 遠隔教育システム
市内全小中学校、市立高校を対象に、ブロードバンド環境を用いた双方向遠隔学習
や学校間交流環境を提供

平成9年度～

医療 遠隔画像診断システム 北海道大学病院読影専門医等との連携のもと、「放射線画像診断」環境を構築 平成15年度～

安全 児童見守りシステム
希望する小学生に「920MHz帯アクティブタグ」を配布　学校玄関や児童館の通過
履歴を配信

平成19年度～

産業（就業） スキルアップ研修（通勤型・在宅型）
進出・創業企業が求める人材や在宅就業（テレワーク）を加速するための研修など
地元就業創出を加速

平成27年度～

産業（農業） スマート農業（気象情報、位置情報　他）
独自整備の「気象観測装置」による農業用各種予測情報の配信やRTK補正局によ
る高精度位置情報の配信など次世代型農業を推進

平成25年度～

健康 北海道大学COI、健康経営都市
「食と健康の達人」拠点を目指す北海道大学COIの社会実装フィールドとして展開
また、国内自治体初となる「健康経営都市宣言」の認定（平成28年6月）地域とし
て、農・食・健康に関する各種施策を展開

平成27年度～

※北海道大学農学部との連携

※北海道大学COIとのI連携

※北海道大学病院とのI連携

4-(9).取組み事例 ICT利活用 ～各種利活用～
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地域イントラ網

サーバ（地域IDCに設置）

小学校、児童館の玄関に設置
したﾉｰﾄﾞ（ｾﾝｻｰ）でｾﾝｼﾝｸﾞ

920MHz帯ｱｸﾃｨﾌﾞﾀｸﾞを携行

電子ﾀｸﾞを用いた登下校情報配信

利用率95.7%(利用者3,527人/在籍児童数3,645人)

※平成30年5月現在

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
(民間ｺｰﾙｾﾝﾀｰ)

一斉同報メール配信
利用率 小学校95.1%

中学校62.9%
※平成30年5月現在

発生日時・場所～１２月１３日（木） １４：５５頃 １０条東５丁目付近
概要～児童が下校途中、車に乗った男性から「飴あげる」と声をかけられた。

当該児童が黙っていると「そこだったら届かないからこっちにおいで」
と言われた。児童は無視して走って家に帰った。児童にけが等はなし。

特徴等～４０～５０代男性。黒っぽい服装。サングラス着用。車は濃い茶色で
車高が低く長い感じ。

昨日来の大雨により、洪水被害が出ています。幌
向小学校は避難所に指定されました。本日は、児
童の登校時間を繰り下げます。午前１０時までに登
校させて下さい。

登録家庭（児童あたり最大4アドレスまで送信）

同報メール
※一斉同報配信のほか、学校毎の配信も実施中

児童

家庭

H19年度：総務省モデル事業
H20年度：岩見沢本格稼働
H23年度：夕張市等との協働利用開始

自治体、教育委員会
警察、消防、都道府県等

平成30年3月アンケート結果

95％以上の方が「安心感が高
まった」と回答

4-(10).取組み事例 ICT利活用 ～子育て支援～
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通勤型 在宅型

平成27年度 20名 37 29 8 １：３ 46.5 29 6 16 7 地方創生先行型

平成28年度 40名 63 58 5 １：３ 43.0 58 15 32 11 地方創生加速化

平成29年度 50名 58 52 6 １：４ 45.9 52 6 38 8 地方創生推進事業

小計 110名 158 139 19 １：３ 44.9 139 27 86 26

平成30年度予定 60名 地方創生推進事業

備考就業
計

研修終了者の動向

求職活動中計 修了者 途中辞退者 男女比 平均年齢
KPI年度

研修参加者

3か年の実績
研修修了者 139名

就業済：113名、就業活動中：26名

通勤型：27名、在宅型：86名

ICT関連資格取得など地域特性を活かした新たな就業環境の形成

※拡大する在宅就業（テレワーク）
・在宅コールセンター（通信事業者）
・模擬試験採点
・BPO業務（伝票入力等）

～子育て中の女性や通勤が困難な方（障がい者、介護、高齢者等）が活躍できる環境として期待～

4-(11).取組み事例 ICT利活用 ～在宅就業促進～
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プレママから、子育て、高齢者の健康を守り、
病後も美味しい食と、楽しい運動で“笑顔のあふれる”社会をめざす

乳児
こども

プレママ

出産 子育て

高齢者

美味しく食べて
楽しく運動する

行動が変わる
正しい知識を
楽しく学ぶ

自分の健康度を
ものさしで測る

少子化 低出生率, 低出生体重児の増加を解消
妊娠前の女性（プレママ）から 子育て育児のしくみを提供

食と運動の融合
個人個人に最適で, おいしい食, 楽しく継続できる運動の提供
高齢者が健康維持できる, 食と運動の提供

※北海道大学COI「食と健康の達人」拠点
北海道大学を中心とするプロジェクトに自治体として唯一参画し、大学（北海道大学、筑波大学、北里大学）や30社を超える企業・

機関とともに「女性や子供、高齢者にやさしい社会」の実現を目指し、妊産婦や市内医院等の協力による各種コホート研究をはじめ
スマートフォン等を用いた子育てサポート機能の開発、農産物を用いた健康食の開発など様々な取組みを展開中。

COI（Center of Innovation）：文部科学省・科学技術振興機構（JST）による新たなイノベーションを作り出す施策

4-(12).取組み事例 ICT利活用 ～健康経営～

全国初認定
健康経営都市宣言 （平成28年6月27日）
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●地産地消等向上対策事業：道内外における販売促進など知名度向上等

●地域産業等協働促進事業：農を中心としたバリューチェーン促進
●ICT特性を活かし産学官連携による地域課題解決・企業誘致・雇用創出の連動

地域の農業生産基盤・技術等の整備・普及、生産効率性の向上

農業所得の向上、及び農産物の品目別生産量の増大

地域農業及び農業関連産業の活性化による雇用増加等の経済効果

●スマート農業の社会実装
・ロボット技術導入→低コスト精密農業
・IoT/AIによる高精度生育予測→農作業意思決定支援機能の構築 等々

4-(13).取組み事例 スマート農業実装 ～コンセプト～
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●位置情報配信サービス開始（平成25年4月）
区分：市単独事業（営農者からの声を反映）
内容：RTK-GPS基地局（市内3か所）を用いて農作業機等に対する高精度位置情報を配信

●農業気象配信サービス開始（平成25年5月）
区分：市単独事業（営農者からの声を反映）
内容：気象観測装置（市内13か所）にて取得するビッグデータを基に、50mメッシュ単位で

営農関連情報を配信

●産学官連携体制構築（平成25年10月）
名称：IT活用による地域課題解決検討会
内容：農業をはじめとする地域産業分野や除排雪分野への利活用具体化に向け、産学官による連携体制を構築

北海道大学大学院農学研究院 野口教授、酪農学園大学、北海道総合研究調査会、岩見沢市 他

●G空間シティモデル構築事業（平成26年度）
区分：総務省委託事業（平成25年度補正予算 災害に強いG空間シティの構築・街づくり実証事業）
内容：G空間情報活用による次世代型農業モデル実証（営農作業体系の効率化）

●革新的技術開発・緊急展開事業（平成28年度～）
区分：農林水産省実証事業
内容：地域の競争力強化のため、生産現場における革新的技術体系の実証研究・普及支援

・品質の高位平準化など生産物の付加価値向上（地域ブランド化）、流通促進
・域内連携推進による営農コストの低廉化促進

●ICT農業普及促進事業（平成28年度～）
区分：地方創生（加速化交付金、推進交付金）
内容：営農者の設備整備に対する支援（対象経費の1/2）
対象：自動操舵（オートパイロット、オートステア）、RTK-GPS関連機器

●研究会設立（平成25年1月）
名称：いわみざわ地域ICT(GNSS等)農業利活用研究会
目的：ICT利活用など次世代農業の実現を目指し、営農者自ら実証や普及展開に関する取組みを展開
構成：市内営農者109名で設立 現在は169名

●ロボット技術導入実証事業（平成27年度）
区分：農林水産省実証事業
内容：ロボット技術の導入促進

単独

単独

単独

地方創生 ●次世代農林水産業創造技術で取り組む多収と高品質を 実現する
ための気象変動に対応した最適栽培管理システム（平成29年度～）

区分：内閣府SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）パイロットファーム指定
地

内容：マルチロボットシステム稼働検証、自動水管理システム検証

総務省

農水省農水省

内閣府
●近未来技術等社会実装事業（平成30年度～）

区分：内閣府認定
内容：3者共同（北海道・岩見沢市・更別村）
対象：市マート農業実装（ロボットトラクター、ドローン活用 等々）

内閣府

4-(14).取組み事例 スマート農業実装 ～取組み経緯～
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市民気象サービス農業気象サービス

市内13か所に設置の「気象観測装置」にて取得する各種データ（ビッグデータ）等を
基に解析する各種予測値を50mメッシュ単位で情報提供

4-(15).取組み事例 スマート農業実装 ～農業気象～
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