
推薦調書（実装部門） 

表彰区分 指定都市・中核市・施行時特例市等 推薦都道府県 山形県 

地方公共団体名 山形市 

取組名称 『やまがたＡＩ部』（産学官連携による高校生のためのＡＩ教育） 

連携自治体、企

業、団体等 

鶴岡市、酒田市、東根市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、 

長井市、天童市、尾花沢市、河北町、大江町、山形県 

県内企業 65社、山形大学、東北芸術工科大学、東北公益文科大学 

デジタルを活用

した取組の概要

（デジタルを活

用した取組の全

体概要と解決す

る個別課題の具

体的内容） 

（種類） ① 
（左記が①の場合

の分野） 
教育 

【デジタルを活用した取組の全体概要】 

本取組は、県内企業、教育機関、自治体が連携して県内の高校生にＡＩを学ぶ

機会を提供するための「デジタル人材育成プロジェクト」である。賛同する県内

企業、教育機関、自治体により運営のためのコンソーシアムを設立し、高校生に

対して次のプログラムを提供する。 

・ＡＩプログラミング教育（講義や実習等の講座を２０数回程度） 

・企業訪問（県内のものづくり企業やプロスポーツ団体等を訪問し、現場を体

感し、ＡＩ導入や活用のアイディア提案を行うもの） 

・やまがたＡＩ甲子園（後援：デジタル庁／東北経済産業局） 

やまがたＡＩ部での活動をもとに、設定した課題にＡＩを活用し成果を競

い、発表する場 

コンソーシアムの趣旨に賛同する団体は、財政的な支援を行うほか、上記プロ

グラム実施のためのコーチ等や「やまがたＡＩ甲子園」運営のための人材・人員

の提供や、全体的な運営に参加する。 

参加校については、コンソーシアム参加団体が連携自治体に所在する学校に趣

旨を説明し参加を募り、３年間で県内高校の約１／３の２１校が参加となってい

る。今後、県内全高校参加に向け、連携自治体に所在する高校を優先し、普通

科、専門学科、総合学科のバランスを考慮し順次参加校を増やすとともに、大分

県、東京都、熊本県など他県で参加を希望する高校にも順次活動を広げる。 

 

【実施に至る経緯・動機】 

高等教育においては、各種探究活動や情報教育の推進が求められていたが、デ

ジタル教育を行う環境整備が遅れていた。また、県内では、デジタル化や若者定

着のための施策の実施・推進が必要となっていた。このような中、山形県内高校

を対象にＡＩ学習を通した教育支援活動を展開するため、産学官等の有志が連携

し、2020年８月に「やまがたＡＩ部運営コンソーシアム設立準備委員会」を立

ち上げ、同年 10 月に同コンソーシアムの設立に至った。 

 

【解決する課題の具体的内容】 

・大都市部と比較し、地方はデジタル人材が不足しているほか、デジタル活用も

進んでいない。このままでは、さらにデジタル格差が進む恐れがある。 

・高校生に地域の産業が知られていないことから、定着に至っていない。 

・地域の企業において、デジタル活用が進んでおらず、デジタル人材を育成し定

着する環境も整っていない。 



デジタルを活用

した取組による

成果（成果がわ

かるデータ・数

値） 

【取組のアウトプット】 

・オンライン座学 2020年度 22回、2021 年度５回＋オンデマンド配信 21回 

・実地活動（企業見学）実施回数 2020 年度４回、2021 年度７回 

・ＡＩ甲子園の開催 ２回（2020/3/7、2021/3/26） 

【取組のアウトカム】 

・取組を通じたＡＩ人材の育成数：2020 年度 60人（参加高校 11校） 

2021年度 99人（参加高校 13校）  

【総合的なアウトカム】 

・参加校：2022 年度 24校（将来的に県内高校の９割参加を目指す）  

 

中間目標として：・若年層ＡＩ人口割合 東北１位 

・女性ＡＩ人材 女性データサイエンティスト率 東北１位 

・起業率 全国平均以上 ・テレワーク率 東北１位 

・時短勤務女性の平均時給 東北１位 

・女性平均収入 東北１位 ・世帯収入 東北１位 

将来目標として、いずれも全国一位を目指す 

本取組の特徴的

な点やデジタル

の活用において

工夫した点 

【地域のものづくり企業/IT企業と共に活動】 

・単に、高校生にＡＩ学習の教材を提供するのではなく、企業の社員をコーチと

して各種相談ができる体制を整備している。 

・県内企業からもコーチを出すことや企業訪問を取り入れることで、高校生の県

内の企業への関心を高めている。 

・企業訪問時に、ＡＩ導入・活用の具体的なアイディア提案の場を設定すること

で、単なる見学ではなく、仕事の内容をより深く知る活動としている。 

・上記のことにより、“実践的な力を身に着けること”、“地域の企業・団体と共

に活動すること”が可能となる取り組みとしている。 

【社会課題／産業／スポーツを題材にした実践的・探究的な活動】 

・学校単位でそれぞれが解決したい問題を課題として設定し、その課題に対して

ＡＩを用いて解決する方法を各々探究することで、ＡＩプログラミング教育×

探究活動を実施している。 

・昨年度のやまがたＡＩ甲子園の実績（「スギ花粉散布予想ＡＩ」「失業者数予

測ＡＩ」「豪雨予想ＡＩ」「農産物選別ＡＩ」等。）から、具体的な課題の解決

につながることが期待される。 

【複数の学校がオンラインと実地活動のハイブリッドで連携】 

・コロナ感染症の拡大を防止するため、オンデマンドによる講座やＷｅｂ会議ツ

ールを用いたオンラインコミュニケーションを基本としつつも、現場を体験で

きるよう実地活動も取り入れている。 

今後の展望 

・2022 年 5月：大分県、東京都の高校がやまがたＡＩ部へ参加 

 以降、順次山形県外の高校を迎え、ＡＩ部を全国の活動へ 

・2023年度：全国でＡＩ部に取組めるプラットフォームを構築予定 

・2023 年度：ＡＩ甲子園の全国大会化（全国ＡＩ甲子園を開催予定） 



推薦調書（実装部門） 

表彰区分 市 推薦都道府県 山形県 

地方公共団体名 酒田市 

取組名称 飛島スマートアイランドプロジェクト 

連携自治体、企

業、団体等 

合同会社とびしま、とびしま未来協議会、東日本電信電話株式会社山形支店、株式会

社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、東北

公益文科大学 

デジタルを活用

した取組の概要

（デジタルを活

用した取組の全

体概要と解決す

る個別課題の具

体的内容） 

（種類） ① 
（左記が①の場合の

分野） 
物流 

【デジタルを活用した取組の全体概要】 

〇県内唯一の有人離島である飛島において海底光ファイバーケーブル及び島内の光通

信環境を整備し島内外の通信環境を整備した。また、既存の公共施設内に日用品販売

施設を整備し、島民及び観光客向けのスマートオーダーシステムを構築するともに

e-モビリティを活用した配送サービスを実施した。 

【実施に至る経緯・動機】 

〇飛島は、人口減少及び高齢化が深刻であり、人手不足に起因する様々な生活の課題

が顕在化している。一方で、新しい生き方を見出して島に暮らし始める若者も存在し

ており、飛島は、新たなチャレンジを行いたい若者と高齢者が住む島となっている。 

 飛島では、サービスデザインの観点で事業を実施した。ユーザー中心の考え方か

ら、市と島民とのワークショップを行い、生活上の課題、若い島民が行いたいチャレ

ンジなどをすり合わせた結果、以下の課題を抽出した。 

①飛島には、日用品を販売する商店が存在せず、島民は本土の商店に注文して定期船

の発着所に受け取りに行っている。定期船の就航率が冬は 30％であり、島外からの

物流が滞る。観光客向けの商品も販売されておらず、滞在型の観光客が困っている。 

②商品を定期船発着所まで受け取りに行けない島民がいる。 

③観光客の交通手段は徒歩か自転車しかなく、島内での観光中に商店まで行くこと自

体が負担である。 

担い手不足という制約条件の下でこれらの課題を解決するためには、デジタル技術

の活用が必要。そのボトルネック解消のために通信環境整備が必要という課題意識を

島民と行政が共通理解し、課題解決に取り組むこととなった。 

 課題解決にあたり、ハード整備は基本的に酒田市が行うという基本方針の下、島内

の若者が働く合同会社とびしまや島外の大手企業に本プロジェクトに参画いただき、

合同会社とびしまが事業継続可能な形でのデジタル活用に留意して課題の深堀りと課

題解決方法の検討を行った。 

 島民とすり合わせた課題①②③のためには、島内に商店を設置し、注文を受けて商

品を配送する仕組みが必要となるが、配送コスト、離島のためガソリン調達が限定

的、島内の道路が狭隘などの課題を確認した。 

 以上のように島民ニーズのすり合わせ、事業に協力していただける事業者集め、課

題の深堀りによって事業スキームを固めた上で事業を実施した。 

【解決する課題の具体的内容】 



①本土と飛島を繋ぐ海底光ファイバーケーブルを整備するとともに、島内の光回線網

を整備し、高速通信環境を整備した。 

②公共施設を一部改修し、日用品や観光客向けの商品販売を行う店舗を整備した。 

③店舗で扱う商品及び飲食サービスをスマートフォンで島内どこからでも注文可能な

スマートオーダーシステム「うみねこちゃん」を開発した。 

④注文された商品は、小型 e-モビリティを用いて配達を行った。（ガソリン調達の

問題、狭隘な道路の問題から小型 e-モビリティを選定） 

デジタルを活用

した取組による

成果（成果がわ

かるデータ・数

値） 

・うみねこちゃんの利用登録者数が 60名、注文数 52件/月という実績があった。事業

者によると、通年でサービス提供しても営業黒字となる見込みで、事業継続可能な数

字である。また、本事業により 3名の新規雇用が創出された。 

・うみねこちゃんに対して、22名から商品や飲食メニューの充実を求める意見があっ

た。これは、サービスの有用性や拡張可能性を示している。 

・繁忙期に時間通りに配達できないという新たな課題が生じたことから、配送経路や

時間を調査し、最適な配送手段とすることで、平均配送時間を 5分程度まで短縮した。

待ち時間の短縮、人件費や輸送費のコスト削減が上記の営業黒字につながった。 

・飛島は、若者が飛島をフィールドに課題にチャレンジし、交流や移住に繋げる島と

なることを目指している。通信インフラ整備の結果 3件の提案を受けおり、うち 2件

については、実証事業が実施されている。 

本取組の特徴的

な点やデジタル

の活用において

工夫した点 

・飛島に高速光通信環境を整備したことにより、医師が常駐しない飛島でも本土の医

師による高精細な映像を活用した遠隔診療などが可能となった。 

・事業者、島民団体、島外の識見を持つ企業と協議会を組織し、島民へのヒアリング

や観光客へのアンケートによるニーズの拾い上げを行い、実現方法の検討においては

事業の継続性を最重要視し、ランニングコストのかからないデジタル技術導入を検討

することで、収益性の確保を行った。特に、うみねこちゃんは、スマホアプリ開発で

はなく LINEを活用することで実現している。観光客の利用を考えた時に、スマホアプ

リのダウンロードよりも LINEの友だち登録の方が、ハードルが低いうえに開発コスト

や保守運用コストが低いためである。 

今後の展望 

うみねこちゃんは、短期的には商品販売サービスを拡充し、観光客向けのレンタル

サービスの提供などを行う。将来的には配送の自動化を目指すほか、蓄積されるマー

ケティングデータを活用し、商品仕入れの最適化や島内観光業の活性化に活用するこ

とを目指している。また、同様の地域の拠点商店からの配送サービスは、中山間地域

などでも必要とされるものであることから、うみねこちゃんシステムの市内他地域へ

の横展開を図るとともにシステム使用料収入によるマネタイズを図る。 

 一方で、島民からは LINEアプリが使えないという課題が上がっている。デジタル弱

者対策に取り組むとともに、LINEアプリ以外での受付手段を検討する。また、より事

業継続性を高めるために一年程度のデータが集まった段階で商品の需要分析を行い、 

客単価を上げるほか、配送料のサブスク化等の仕組み検討を行う。 

 飛島全体としては、高速光通信網の環境面及び飛島で実施されている様々な課題解

決のチャレンジを積極的に広報することで、飛島をフィールドとした課題解決の実証

事業を呼び込み、飛島への人の流れを創出する。 



推薦調書（アイデア部門） 

   推薦都道府県 山形県 

地方公共団体名 鶴岡市 

アイデア名称 バイオサイエンスのまちのスマートトイレ(自動尿検査等)による健康管理 

連携自治体、企

業、団体等 
サイマックス㈱、㈱メタジェン、㈱野村総合研究所 

デジタルを活用

したアイデアの

概要（デジタル

を活用したアイ

デアの全体概要

と解決する個別

課題の具体的内

容） 

（種類） ① 
（左記が①の場合

の分野） 
医療 

【デジタルを活用したアイデアの全体概要】 

〇便器への尿測定デバイス等の機器設置によるデータ取得を行い、スマホアプ

リで尿の PH や塩濃度により糖尿病や慢性肝臓病等の疾患リスク、日々の体

調変化を普段の生活の中で負担感なく取得し、未病段階における生活習慣病

改善に向けた行動変容、セルフケアを促す。 

〇健康データの取得については、公的施設のトイレの便器にサイマックス㈱が

尿測定デバイスを設置し、生活習慣病リスク表示アプリを提供する。尿測定

にてリスクが高い対象者には、鶴岡市に所在する㈱メタジェン提供の便検査

キットによる腸内環境詳細診断を行い、生活習慣改善に効果的な行動を通知

する。健康に関心のある市民数十人を対象として令和４年度内に３か月間程

度健康データを取得及び行動変容調査を行う。令和５年度以降は、取得した

健康データを生活習慣病改善に向けた活用を検討する。 

【実施に至る経緯・動機】 

〇鶴岡市の医療分野の特徴として、鶴岡バイオサイエンスパークには、先端バ

イオ関連研究機関・スタートアップ企業が集積しており、また、令和２年に

鶴岡市立荘内病院は、国立がん研究センター東病院(柏市に所在)との連携協

定を締結し、遠隔診療モデルの実現を目指し取組を行っている。また、「鶴

岡みらい健康調査」として、慶応義塾大学、鶴岡市立荘内病院、鶴岡地区医

師会との共同で市民 1 万人の方々に協力をお願いして、健康調査を継続し

ている。さらに、市内医療機関において医療･介護連携情報共有システムに

おける 10年以上の電子カルテ等の共有実績がある。 

〇ハイリスク者、高齢者等に対しては、遠隔保健指導や独居高齢者宅の健康デ

ータ取得を用いた遠隔見守りの実証等を、令和３年度に地域のデジタル化に

向けた連携協定を結ぶ㈱野村総合研究所と令和４年度に地方創生推進交付

金(Society5.0タイプ)事業として推進している。 

〇令和３年度実施の市民対象アンケートの項目「デジタル化の進展が進んで欲

しい分野やサービス」では行政・防災分野に次いで、健康・医療・介護分野

を回答者する市民が多かった。鶴岡市ではハイリスク者、医療、高齢・介護

の各段階におけるデジタルによる取組みを既に展開しており、生活習慣病改

善等に向け、未病の段階からの健康管理や早期介入に関わる健康データ取

得・分析が求められている。 

【解決する課題の具体的内容】 

〇対象者が日々の健康データの取得を行い、生活習慣の行動変容を促す動機に

も繋げるためには、負担感無く行えることが重要である。 

〇スマートトイレは、独居高齢者宅においては、負担感無く日々の健康データ

取得が出来るとともにデジタル上での見守りの役目も果たし、遠方の家族の

安心や地域の民生委員の負担軽減が期待されている。 

〇市保健師がコロナ禍において新たに必要となった対応により、従来の健康教

室の活動に制約が生まれ、これまでの活動手法の見直しも求められており、

新技術を活用した活動の高度化に寄与する。 



デジタルの活用

により目指す成

果（数値） 

①データ取得人数（人） 

・より多くのデータ取得を行うことにより、分析や活用の検討に寄与する。 

②医療受診者数（人） 

・取得したデータに基づき受診勧奨や早期介入が実現することにより、重症化

し医療費が増加する前に対応できる可能性がある。 

本アイデアの特

徴的な点やデジ

タルの活用にお

いて工夫した点 

①デジタル田園都市国家構想の実現に資する取組 

・本事業を契機として、医療機関、バイオ企業、研究機関が市内の健康データ

活用することでバイオ・健康分野の取組の高度化や、人材が鶴岡へと集う流

れと経済的・社会的な効果が期待できる。 

②独自性のある取組 

・地場バイオサイエンス企業(㈱メタジェン)、遠隔診療モデル研究等の地域の

個性となっている組織が、地方創生推進交付金(Society5.0 タイプ)事業で

創出されるデータを活用し、地域の健康向上、過度な医療費増加を抑止する。 

③先進性のある取組 

・尿測定機器等の非接触型デバイス、遠隔保健指導など先進的なデジタルの活

用を行い、従来の仕組みにとらわれないデータ連携を行う取組である。 

④実効性のある取組 

・デジタル活用により、対象者の家族、民生委員、地域住民の負荷軽減や、高

齢化に伴う医療費増加に係る課題解決や、地域の魅力であるバイオサイエン

ス・高度遠隔医療等の産業について高度化する。 

・スマートトイレ等機器の設置については令和４年度内に実証を行うための

工程表が策定されている。 

⑤持続性のある取組 

・「SDGs 未来都市デジタル化戦略有識者会議」を組成し、市内外の学術機関、

デジタル関連企業等の有識者と共に、一過性ではなく、継続的に取り組むた

めの検討を行う。 

⑥他の地域で導入（横展開）が期待できる 

・遠隔でのデータ取得や生活習慣病改善については、他地域での健康施策等に

も活用が期待できる。 

・本取組の健康データの計測は遠隔から非接触により行うため、デジタルデバ

イドな住民も含め、多くの地域住民に利活用可能である。 

今後の展望 

【具体的なスケジュール】 

・令和４年度：スマートトイレ等によるデータ取得の実証(行動変容等調査) 

・令和５年度：生活習慣病改善向けデータ活用環境の実装開始 

・令和５年度：実際の高齢者宅に機器を配備・実証 

【分野間の連携】 

・健康・医療・福祉のそれぞれの分野において、有用な日々の健康データを見

定め、取得したデータの活用環境と規定等の整備を進める。 

・将来的に受診勧奨を受け病院を訪れた際又は遠隔診療を行う際は、日々の健

康データを参照することができるようにする。 
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