
浪浪江町タブレットを利利⽤用したきずな再⽣生・強化事業
開発アプリ仕様書の意⾒見見招請説明会

2015/7/29
浪浪江町役場  復復興推進課

⼆二本松・東京
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本⽇日のアジェンダ
no 項目 時間 時刻 
1 ビデオ  10分 13:00～13:05 
2 浪江町の現状と課題
　 

15分 13:05～13:20 

3 昨年度の取り組み  20分 13:20～13:40 
4 今年目指すところ 15分 13:40～13:55 
5 休憩 5分 13:55～14:00 
6 仕様書の概要説明 30分 14:00～14:30 
7 質疑応答 25分 14:30～14:55 
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1.ビデオ
•  最初に浪浪江町の復復興計画、復復興ビジョン
策定のビデオを⾒見見ていただきます。
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２．浪浪江町の現状と課題
(⼆二本松会場)
浪浪江町役場  復復興推進課  ⼩小島主幹

(東京会場)
浪浪江町役場  復復興推進課  ⾦金金⼭山課⻑⾧長補佐
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⾃自治体によるタブレット事業の課題と対応

１.  ⾃自治体の専⾨門性の不不⾜足
 　→Code  for  Japanとの協働、⺠民間⼈人材の採
⽤用
２.  ⾃自治体視点による仕様決定
 　→町⺠民参加の仕様策定（アイデアソン、ハッ
カソン）
３.  機能重視の開発
 　→⼈人間中⼼心設計、柔軟な開発
４.  サービスリリース後の対応
 　→講習会の開催、町⺠民による発信
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集めたアイデ
アを元に事業
者選定、調達
プロセスを
オープンに。
6社参加。事
業者は、富⼠士
通に決定。

４つのアプリ
を開発
PMをCode  
for  Japan
フェローが実
施
ユーザヒアリ
ング、ユーザ
テスト実施

今年年１⽉月末か
ら配布開始
（現在までに
5700台配
布）

全国50箇所以
上で講習会を
実施
のべ1700⼈人
が参加

３．昨年年度度の取り組み
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①インタ
ビュー＆イ
ベント
（14年年4⽉月
〜～6⽉月）

②事業者選
定

（7、８⽉月）

③開発

（９⽉月〜～翌
年年1⽉月）

④端末配布

（15年年1⽉月
〜～）

⑤講習会

（15年年2⽉月
〜～）

Code  for  
Japanと共同
で、町⺠民イン
タビュー、ア
イデアソン、
ハッカソンを
実施



アイデアソン、ハッカソンの実施
アイデアソン

ハッカソン
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３．昨年年度度の取り組み	



アイデアソン、ハッカソンの実施
•  ハッカソンでは町⺠民が直接評価
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３．昨年年度度の取り組み	



オープンな調達
•  プレゼンをYouTubeに公開
•  採点表を詳細まで公表
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３．昨年年度度の取り組み	



４つのアプリ開発（１）
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３．昨年年度度の取り組み	



４つのアプリ開発（２）
1.なみえ新聞
インターネット上から町⺠民に提供すべき情報を収集して配信する
ニュースアプリ。

2.なみえ写真投稿
撮影した写真に⼀一⾔言添えて投稿できるアプリ。投稿写真は「なみえ
新聞」で閲覧できる。

3.なみえタブレット道場
タブレットの使い⽅方を解説する動画（Youtubeに掲載）を閲覧する
専⽤用アプリ。

4.なみえ放射線情報
HORIBA社製放射線量量計と接続して計測データを蓄積できるほか、
地図に放射線量量をマッピングして閲覧できるアプリ。
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３．昨年年度度の取り組み	



アプリデモ	
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３．昨年年度度の取り組み	



うけどん〜～タブレットのキャラクター〜～
タブレットに愛着を持ってもらうため、
マスコットキャラクターを作ることにし、
町⺠民からキャラクターを募集した。
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３．昨年年度度の取り組み	



町⺠民イベントに参加
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３．昨年年度度の取り組み	



ユーザテスト
•  プロトタイプを作って、ユーザに実機で
触れてもらう。

•  昨年年は、開発期間中にイベント3回、仮設
でのユーザインタビュー1回
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３．昨年年度度の取り組み	



浪浪江町タブレット操作説明書
全48ページのフルカラーマニュアルを作成。
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３．昨年年度度の取り組み	



タブレット講習会

17	

３．昨年年度度の取り組み	



昨年年度度の成果（１）  
•  タブレット配布：5700台
•  講習会：約50回実施、1700⼈人超が参加
•  利利⽤用率率率：  4⽉月5⽉月は、80%達成
•  なみえ新聞閲覧数：ピーク時  2000⼈人/⽇日、
直近は約1600⼈人/⽇日

•  写真投稿：ピーク時30件/⽇日、
直近は10〜～15件/⽇日
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３．昨年年度度の取り組み



昨年年度度の成果（２）
•  タブレットでのつながり

– 写真投稿で予想以上の反響
•  リアルな場でのつながり

– 家族とのテレビ電話
– 講習会での交流流
– タブレットを教えあう新たなつながり
– うけどんTシャツなど
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３．昨年年度度の取り組み	



メディアにも取り上げられました。
⽇日経新聞⼣夕刊（3⽉月5⽇日） テレビ東京ワールドビジネスサテライト

特集（3⽉月3⽇日放映）

ソトコト  4⽉月号

その他、NHKや福島ローカルのTV・新聞など多くのメディアで取り上げられま
した。
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３．昨年年度度の取り組み	



昨年年度度からの改善
 　利利便便性には改善の余地がある
 　 　→なみえアプリの起動・表⽰示の改善
 　 　→電⼒力力消費の改善
町⺠民の新たなコンテンツへのニーズ
 　→新たなコンテンツを追加できる機能追加 　
PDCAプロセスの仕組み化
 　 　→  利利⽤用状況の把握による改善プロセスの
基盤づくり
 　 　 　（管理理ツールの強化、サポート強化）
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今年年度度のチャレンジ
町⺠民ニーズへの対応
 　 　→⾒見見守りアプリの新規開発
 　 　→コミュニケーションアプリの新規開発
同様の課題を抱える⾃自治体への展開
 　 　→オープンソース化
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•  バックエンドの強化
– 管理理ツールの強化

• 町⺠民利利⽤用状況の把握、PDCAが回せる基盤づくり
• 役場・コールセンターでのサポート強化

– オープンソース
• オープンソースのライブラリを利利⽤用
• 開発したアプリケーションのソースコードは、
GitHub公開
（https://github.com/codefornamie/）

• 同様の課題を抱える⾃自治体などへの展開・共有を
⽬目指す
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今年年⽬目指すところ



休憩（5分）
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5.仕様書の概要説明
•  ２つの調達があります。

– 浪浪江町きずな再⽣生強化事業  （開発・情報発信系）
• なみえ新聞、写真投稿、道場、管理理ツール
• みまもりアプリ「新聞たまってますよ（仮）」

– 浪浪江町きずな再⽣生強化事業  （開発・コミュニケーショ
ン系）

• シニア版LINE「つながっぺ（仮）」
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タブレット事業スケジュール
平成27年	 平成28年	

6月	 7月	 8月	 9月	 10月	 11月	 12月	 1月	 2月	 3月	

アプリ開発	

端末配布	

講習会	

意⾒見見
招請

事業者
選定

開発・コミュニケーション系

キッティング・新端末配布

講習会（２周⽬目）

開発・情報発信系

▲アプリリリース
 　  予定

新端末
調達

動作
確認

講習会（3周⽬目）

▲アプリリリース予定

▲新規申込受付停⽌止

要件定義
町⺠民

ヒアリング

▲7下  プレスリリース・説明会
▲8上意⾒見見招請〆切切
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5.仕様書の概要説明



各アプリ開発のポイント〜～情報発信系〜～
①なみえ新聞

http://ukedon.herokuapp.com/

どこに居ても浪浪江町の情報がわかる！町⺠民に会える！みん
なでつくるデジタル新聞。
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各アプリ開発のポイント〜～情報発信系〜～
①なみえ新聞

– 県内の⽅方にとっても県外の⽅方にとっても嬉しい！
新コラム多数追加！〜～イベント情報、無料料アプリ
紹介、ローカルラジオや脳トレなど新コーナー
続々〜～

– なみえニュース、おもしろニュースなど、種類別
でさらに⾒見見やすくなったUI

– お年年寄りにも優しい！スクロールバーエリアを追
加

– 「いいね」ができる、⾳音声メッセージで懐かしの
浪浪江弁が聞ける！⼈人気の「撮れたて写真館」が
もっと双⽅方向に

– 「昨⽇日の新聞⾒見見逃した！」「先週のおくやみ情報
が⾒見見たい！」時も便便利利。記事の種類や検索索機能で、
過去の新聞がもっと探しやすく
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各アプリ開発のポイント〜～情報発信系〜～
②ウィジェット
•  使えば使うほど変化する！楽しくなる！お知
らせ機能付き 　癒し系ウィジェット
– なみえアプリの更更新情報や、なみえ新聞の到着、
新しい記事の追加など⼤大事なお知らせは、うけど
んが教えてくれる！⾒見見逃しなし！初⼼心者も安⼼心の
ガイド機能

– 使えば使うほど、うけどんがなみえ弁で褒めてく
れる？！各種なみえアプリの利利⽤用頻度度に応じて多
様に変⾝身！愛着が湧いてくるお楽しみ機能付き。

– 「おはよう」「おつかれー」などうけどんが喋っ
てくれる！毎⽇日の起動が楽しくなる、「喋るうけ
どん」機能搭載。

– 触れると逃げる？！「反撃うけどん」機能も搭載。
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https://namie-‐‑‒letter.herokuapp.com/

各アプリ開発のポイント〜～情報発信系〜～
③なみえ写真投稿

30

どこに居ても浪浪江のみんなに写真と⼀一⾔言を届けられる！「な
みえ新聞」専⽤用写真投稿アプリ。



各アプリ開発のポイント〜～情報発信系〜～
③なみえ写真投稿

– ウィザード形式で、初⼼心者でも簡単に写真と
⼀一⾔言を記事投稿できる。

– キー⼊入⼒力力が苦⼿手でも安⼼心！⾳音声でのひとこと
が残せる！新機能搭載

– ステキな投稿にはみんなでリアクションしよ
う！「いいね」機能を追加

– さらに投稿が楽しくなる！「あなたの町の
とっておきの桜」などお題への投稿コーナー
を追加（⽉月1回予定）

– 「明るく」「回転」「切切り取り」など、投稿
したい写真をその場で編集
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各アプリ開発のポイント〜～情報発信系〜～
④なみえタブレット道場
•  タブレットやアプリの基本操作を楽に楽
しく動画でマスターする、学習アプリ。
– 電源の⼊入れ⽅方から浪浪江町アプリ、検索索や地図、
LINEの使い⽅方まで操作ムービーを収録。
（2015年年7⽉月現在24本、最⼤大で100本程度度ま
で増やす予定）

– 学べば学ぶほど、うけどんが変わる！
– 操作に困ったらここに駆け込むだけでOK! 　
操作⽅方法に関するよくあるQ&Aにもすぐ⾶飛べ
る、サポートページリンク付き。
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各アプリ開発のポイント〜～情報発信系〜～
⑤⾒見見守り「新聞たまってますよ」
•  ポストで⾒見見守り！「なみえ新聞」の購読
履履歴でそっと⾒見見守る、安否確認⽀支援ツー
ル
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– 新聞がたまっているときは、ポストのアイコ
ンに新聞があふれだす、直感的なインター
フェイスで、アプリを起動しなくてもデスク
トップだけで確認ができます。

– 離離れた家族などを⾒見見守るプライベートユース
では、ポストが⽬目印の直感的なインターフェ
イスを採⽤用（最⼤大5件まで登録可能）

– 登録操作も簡単！⾒見見守りたい相⼿手の電話番号
を⼊入⼒力力するだけ。

– 新聞購読履履歴の削除、連絡先の追加・削除な
どの編集作業も可能です。
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各アプリ開発のポイント〜～情報発信系〜～
⑥管理理ツール
•  管理理者のみがサイト内部にアクセスでき
るようにするためのログイン認証機能

•  タブレット⾃自体やアプリの利利⽤用状況が⼀一
覧できるダッシュボード機能

•  サポートに役⽴立立てるためのユーザー１⼈人
１⼈人のタブレットに関する情報を検索索す
る機能
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各アプリ開発のポイント〜～情報発信系〜～
⑦記事投稿webアプリ版
•  アカウントを持つユーザーのみが内部に
アクセスできるようにするためのログイ
ン認証機能

•  記事を新規投稿する機能
•  投稿済みの記事を確認・編集する機能
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システム構成の検討
•  アーキテクチャ

– オープンソースソフトウェアの活⽤用
– 無料料で利利⽤用できる
– 開発者の確保が容易易
– 利利⽤用実績の豊富
– 将来にわたってメンテナンスされる

•  既存システムを踏襲する必要はない
– その場合は記事データは全件移⾏行行
– バックエンドにWordpressを導⼊入したい
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画面生成	

データ	  
アクセス	

データ（記事）	  
管理	

アクセス集計	

データ入力	  
（記事投稿）	

アプリ※	  

Wordpress	  
	  
	  
	  

Google	  
Analy8cs	  

管理	  
ツール	  

クローラー	  

機能	

ウィジェット	  
スライドショー	

■浪江町タブレット Wordpress活用検討	

※アプリ部分は、すべてネイティブで実装するか、CordovaのようにHTML＋JSで作るかいずれも可能	

構成イメージ	

5.仕様書の概要説明



各アプリ開発のポイント〜～コミュニケーション系〜～
①簡単電話アプリ「つながっぺ」
•  ばらばらになった家族や仲間を繋ぐ！なみえ
版超簡単LINE「つながっぺ」
–  ”家電”感覚で使える、いつでも無料料のテレビ電
話！

– もちろん普通の電話もOK。離離れ離離れに住む家族
や親友との⻑⾧長電話などに⼤大活躍！

– タブレットで撮った写真を簡単送信！孫の写真な
ど、家族や仲間とラクラクやりとり。

– ⽼老老若若男⼥女女に⼤大⼈人気！うけどんスタンプで楽しくコ
ミュニケーション！

– 連絡先の登録も超シンプル。電話で相⼿手の電話を
⼊入れるだけ。
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簡単電話アプリの連携イメージ
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5.仕様書の概要説明



利利⽤用端末① 　ASUS  TF303CL
•  Android™  4.4.2
•  インテル®  Atom™  プロセッサー  Z3745
•  LPDDR3メモリ  2GB
•  1,920×1,200  ドット  (WUXGA)  10.1型ワイド  TFTカラータッチスク
リーンIPS液晶

•  静電容量量⽅方式10点マルチタッチ・スクリーン
•  eMMC  16GB
•  ASUS  WebStorageサービス  5GB  (永久無料料版)
•  microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメ
モリーカード

•  IEEE802.11a/b/g/n、Bluetooth  4.0
•  バッテリー駆動時間約9.5時間
•  約595g  
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5.仕様書の概要説明



•  標準仕様  YOGA  Tablet  2-‐‑‒1050F:
•  ディスプレイ：10.1型ワイドIPSパネル(1920x1200)、
マルチタッチパネル(10点)

•  バッテリー駆動時間：最⼤大約18  時間
•  オーディオ機能：マイクロフォン・イヤホン端⼦子×1、
スピーカーx  2（ステレオ）、ウォルフソンマスターHi-‐‑‒
Fiチップ、ドルビーデジタルプラス（ソフトウェア）

•  インターフェース(ポート)：micro  USBポート(OTG機
能付き)、  マイクロフォン・イヤホン端⼦子

•  本体質量量：約  619g
•  本体⼨寸法  (W×D×H)mm：255x183x(3-‐‑‒7.2)mm

利利⽤用端末② 　Lenovo  Yogatablet2-‐‑‒10
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5.仕様書の概要説明



利用端末③ iOS、Androidスマホ	

•  iOS	  
–  iPhone5、iPhone6、iPhone6	  plusに対応	  
–  iPad対応はしない	  

•  Androidスマホ　	  
– Android4.1以上	  
– 国内主要機種Galaxy、xperia、Arrows対応	  
– ディスプレイサイズ4.0インチ、解像度720×1,280

以上を想定	

43	

5.仕様書の概要説明



質疑応答
（２5分）
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