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平成２８年度ｅ－とくしま推進会議  議事概要

Ⅰ．開催場所，日時

日時 ： 平成２９年３月１５日（水）午前１０時３０分～正午

場所 ： 徳島県庁１０Ｆ 大会議室

Ⅱ．委員名簿

    別紙のとおり

Ⅲ．配席図

    別紙のとおり

Ⅳ．配布資料

  別紙のとおり

Ⅴ．議事概要

１．開会

２．知事あいさつ

３．丸山会長あいさつ

４．議事

(1) ＩＣＴ（愛して）とくしま創造戦略の進捗状況について

＜事務局説明＞

「議題Ⅰ ＩＣＴ（愛して）とくしま創造戦略の進捗状況について」により，説

明。

(2)  意見交換

＜委員＞

・ＩＣＴに関係する分野は本当に日進月歩。ものすごく発展が激しい中

でたくさんの事業をオンリーワン，あるいはナンバーワンを目指して

実証しているということで，大変なことだろうと思うが，進捗評価に

ついても二重丸がますます増えていくことを期待している。

・特に知事がおっしゃるようにブロードバンド環境は非常に優れてい
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る。この特徴というのは全国的にも素晴らしいということを，いろん

なところでつくづく感じる。例えば先日（一社）映像配信高度化機構

による総務省の実証実験で４Ｋ映像を東京から徳島にダウンロード

してくるという作業を協力して行った。複数のファイルに分割された

映像データをインターネットで受信し，それらをこちらでマージして

上映するという実験。それをご覧になっていただいた方が拍手をした

というニュースが四国放送で流れた。まさにそういった超高臨場感，

東京あるいは首都圏での文化をそのままの状態で，徳島あるいは地方

で居ても見たり聴いたりできる。そういう風な優れたことがＩＣＴを

活用したことによって出来る。全国的には数カ所で実証しているが，

徳島が選ばれたのはまさにそういう４K とブロードバンド活用を推進

している地域であるというところがあった。同機構の方々の話では，

徳島では４Ｋ４Ｋと聞くが，案外首都圏ではまだまだであるとのこ

と。まさに徳島のいいところを活かしていくという上では４K やネッ

トに明るい人材をもっともっと多く輩出していく必要があるし，その

環境を整えていくのも重要。企業ももっとたくさんの４Ｋを制作，あ

るいは配信していくところが現れるように努力をしていく形になれ

ばいい。

・それからＩｏＴでは今の説明の中では徳島はすごくＩｏＴに向けて考

えているということだが，全国的に見ると，例えばＩｏＴ推進ラボ（経

産省）について，徳島の会員数が少ない。四国の中でも一番少ない。

それから地方版ＩｏＴ推進ラボについても実証実験に参加している

のは四国では高知県だけ。もしかすると少し出遅れているのでは。ま

すますこれからＡＩであるとかＩｏＴは第 4 次産業革命といわれるよ

うに重要となってくるので，ぜひ加速して進めてほしい。

＜企業支援課＞

  ・２点あったと思うが，まず４Ｋ事業者。現在行動計画で平成２８年度

で１２社集積と目標設定している。実績としては１２社誘致。これか

らもどんどん誘致をしていきたいし，育てていきたい。

・ＩｏＴについて，１８社２５事業所情報関連産業が集積している。今

年度ＡＩに関する事業者を誘致に取り組んで実現された。そういった

会社がこれから地域のＩＴ業者と連携して，人材も輩出して，またそ

ういった関連の事業者を育てていきたい。今後そういう流れになって

いくと思うので，県も後押ししたい。

＜委員＞

・まずＩｏＴに関して，事務局の説明でも分野別モデル，ロードマップ

を書かれているが，ＩｏＴ自体これからのインダストリー4.0 の要と

言われており，特に地域の活性化に関しては中心課題になってくると
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思うが，徳島がどのようにしてＩｏＴを進めていくかというところ

で，今年度から始まったところだが，この分野別モデルとロードマッ

プはややもするとちょっと具体性がないというところがある。地域Ｉ

ｏＴ推進ロードマップと書いているが地域ＩＣＴロードマップと書

いてもほとんど同じ。必ずしもＩｏＴというところが出てない。ある

意味ではＩｏＴは地方ではピンチになっている。知事の言うようにピ

ンチをチャンスを変えるためにも，徳島ではＩｏＴを具体的にはどう

いう風に考えるのか。ぜひ取り組んでいただきたい。

・もう１点。Ｗｉ－Ｆｉのところで，フェーズ３で県立学校を整備する，

それが災害時に利用できるようにというとこで，とくしま無料Ｗｉ－

Ｆｉとの連携というところを考えておられるが，県立学校に整備して

いくことになると去年の佐賀県の例にあるように事件の恐れがある。

学生だけじゃなく，一般の人も使う。広めていくことによって，セキ

ュリティ的に大きな問題も出てくる。そういうところをどういう風に

考えているか。徳島が自治体としてのセキュリティ対策はかなり頑張

っているのは存じている。それではなく，Ｗｉ－Ｆｉというところが

ネックになるのではと危惧している。また，中小企業のセキュリティ

が問題になってくる。なかなか中小企業は体力的にセキュリティに意

識を向けようというところがない。その点，徳島県としてはどういう

取り組みをしていこうとしているのか。

・もう１点。マイナポータル。今年から利用できるということで，期待

できる。残念ながら一般市民には認知されていない。マイナンバーが

やっと認知されるようになったが，マイナポータルに関しては意味が

わかってない。徳島県としてはマイナポータルを一般市民に広めるた

めにどのような取り組みをするのか。

＜教育委員会＞

・県立学校のＷｉ－Ｆｉ整備だが，来年度総務省の補助金を活用して，

本格的に整備を進める。それに向かって，本年度学校において，学校

の内部環境とインターネットを見る外部環境の分離をして完了して

いる。また，今年県費を導入して，各教室に少しずつＷｉ－Ｆｉを導

入している。また，すべての教員がタブレットを持って，教育に活か

していくことを進めている。各学校におけるＷｉ－Ｆｉのセキュリテ

ィ対策については，分離の作業をもって，完璧なものを求めていきた

いと考えている。

＜地域振興課＞

・民間のセキュリティについて，自治体についてはセキュリティクラウ

ドとか，強靱化対策とか，総務省も主導でやっており，それに呼応し

て地方の取り組みも進めている。民間についてもセキュリティ研修と
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か，官だけでなく，民もする必要がある。この取り組みを進めるため

にも森井委員のアドバイスをいただきながら，関係機関と連携しなが

ら考えていきたい。

・そしてマイナポータル。今年の７月から開始される。本来の目的は個

人１人１人にサイトが用意されて，自分の情報がどういった形で国，

地方の機関とやり取りされているのかをチェックするために設けら

れたもの。それに併せて，いろんな機能をつけるということで，プッ

シュ型の情報発信などのさまざまな機能をつける。その１つとして，

子育てワンストップ。児童扶養手当とか保育所の申込みとか，まずは

国民の皆様にメリットを付与する。そこから始める。それ以外にも順

次国民の皆様に身近に感じてもらう手続きということで，例えば引っ

越し時のワンストップ，あるいは公金の決済ができるようにとか国の

方では考えている。そういうことが早急にできないか県としても国に

提言して参りたいと考えている。そういったメリットをできるだけ実

感していただくことによってマイナポータルの利用が進むように県

としても取り組んで参りたいと考えている。

＜委員＞

・マイナポータルだが，もし可能であれば徳島県独自の何か策が出せれ

ば他県に先駆けてということになるのでぜひお考え下さい。

＜委員＞

・ＩｏＴやＡＩのサテライトオフィスが入ってきているということで，

地域のＩＴ企業と連携を取っていくという意見があったが，具体的に

どういう動きなのか。まだしていないのであれば，どういうことを考

えているのか。例えばコンソーシアムで何か仕事をとるとか，協働的

にするのか。

・私自身がテレワークセンターで徳島県下の雇用型テレワークと自営型

テレワークの推進に努めているので，さきほどあったネットワークに

関してのリテラシの低さ，特に中小企業はなかなかコストをかけられ

ないというところであるとか，次世代に対しての人材育成の項目がい

ろんなところで入ってきているが，例えば，外注で仕事を出すときの

セキュリティ面，委託するときの契約の面とか，リテラシの低さは学

べばついてくる。

・今回大きなニュースでもあったＤｅＮＡのＷＥＬＱ（ウェルク）。医

療関係のブログをまとめるような在宅ワーカーにお仕事を出してい

るケースがあったのだが，それって１文字が 0.2 円とか，非常に安い。

そういった仕事も徳島のテレワーカーにはやりたい人が非常にたく

さんいる。仕事の受発注のときのリテラシの教育をやらないといけな

い。人材の育成という部分で何か連携ができたらと。
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＜e-とくしま推進財団＞

・財団は設立１２年経過して，これまで官民の要として，ＩＣＴの普及

啓発，利活用促進に努めてきたが，野田委員がおっしゃったように，

最近テレワークに従事される，特に子育ての家庭の方とか，一方森井

委員がおっしゃるように昨今のセキュリティ事象とか，色々問題が起

こっている。なかなか一般の県民の方，中小企業の方に対してまだま

だ私ども財団を含めてそういった研修，啓発が欠けていると思うの

で，そういったところも含めて新たな事業計画を検討していきたい。

＜企業支援課＞

・今誘致している企業もそれから，実際に県内の情報関連企業はたくさ

んあるが，特に誘致を進めていく中での企業の悩みが，人材がいるか

どうか。特にシステムエンジニアとか，より高度な形の要求がなされ

ている。一方で各企業が別個に採用するから，Ａ社ではこの人はダメ

となってもＢ社ではいけたのではないか，という取りこぼしがあると

いう懸念がある。こういうことはあってはいけない。とにかく，人材

は県外でも呼び寄せるし，県内でも育てていきたいし，県内企業にピ

タッとはまるようにしたい。それに対して必要なことは県内企業同士

のそれぞれの会社がどうしているのか。うちはダメだけど，あそこに

紹介してあげようかとか。こういうことをしていきたい。それがそも

そもの目論見。現在は行われていないので，来年度早々からこういっ

たネットワーク作りをやって，人材の取りこぼしがなく，ちゃんとそ

れぞれの人たちが有効に活用されて，よりよい県内企業，情報関連産

業の発展につなげていきたい。

＜委員＞

・女性が今活躍しているということで，介護離職がすごいということを

さきほどおっしゃられていたが，大きい企業に対してはいろいろな設

備がテレワークでできていると思うが，一般の民間ではどのような応

援をされているのか。

＜地域振興課＞

・離職された方であっても仕事が出来るようになった時，また介護中で

あっても仕事を継続するようにということで，ひとつの考え方として

テレワークがある。まさしく民間の支援ということであれば，お隣の

野田委員のところが，テレワーカーの育成とか，実際に休職中であっ

ても次のステップにいくためのスキルアップとか。時間が限られた中

でも継続して仕事ができるような仕事の紹介をしていただいたりと

か，チルドリン徳島でやっていただているところ。
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＜委員＞

・介護離職については，中小企業であったり，優秀な人材が流出してし

まうのが，経済的にも会社的にもよくない。介護離職をとめたいとい

う相談を実際に何件か受けている。介護は始める前が実は一番忙し

く，病院を決めたりという間に，県の社会労務士会の皆さんと連携し

て，いろいろなご提案，たぶん個々によって，問題点が違うと思うが，

そこは応えさせていただいている。

＜委員＞

・２点。１つは，この推進会議の運営について。私は産業のワーキング

グループに分類されているという資料をいただいたが，直前に資料を

どさっと送ってくるのではなく，年に２回ぐらいはワーキンググルー

プぐらいで会議して，産業に関する分の中間と最終ぐらいで会議でき

るような場をいただければというのが１つ。プロジェクトは素晴らし

いが，資料を見てもなかなか全体を理解することはできないので，産

業の部分だけでも話ができれば。

・それと，サテライトオフィスについて質問。いろんな企業が徳島に進

出してきて，いろんな多様化，活性化になっていると思うが，地元の

企業との交流がどのようになっているかお聞きしたい。神山とかそう

いうところに，ＩＴ関係の会社は来ているが，地元のＩＴ企業と交流

があると聞かないので，このＩＴ企業以外にもたくさんのサテライト

オフィスがきているが，そういうところの地元の業種の皆様とどうな

っているのか。こちらに来ていただいたら，地元の企業と交流するの

が，一番長く継続するポイントではないか。そのへんがどうなってい

るのか聞きたい。

＜丸山会長＞

・１つ目の問題について私から。本当に同感。今回も，こんなにたくさ

んの資料を一度にどっと送って，短期間にコメントをいただくという

のは無理があるので，事前に委員の方々に説明する時間を取ろうとし

ましたが，現場では年度末の締めぎりぎりの最新情報を反映したいと

いう思いもあるようで，叶いませんでした。私自身は毎年 8 月の専門

調査会で各プロジェクトの中間報告も受けているので，これからは 8

月に分かり易い中間報告を委員の方々にも配布し，分科会でも検討し

て戴けるようにしたい。また年度末には，専門調査会をやや早めに計

画し，委員の方々に十分な検討時間を取っていただけるようスケジュ

ールしたい。来年度以降，確実にやってゆきたい。

＜地方創生推進課＞



- 7 -

・委員がおっしゃるとおり，サテライトオフィスは今４３社進出いただ

いているが，地元雇用であるとか，本県に定着いただいて，しかも本

社機能の移転ということで，拠点化を進めていただくというのが何よ

りもさらに効果が出ると考えている。阿波銀行と合同の相談窓口を作

っている。３月８日に，その阿波銀行との共同企画によって，県内企

業の方に向けて，まずサテライトオフィスを知っていただく。よく新

聞とかＴＶで見聞きいただていているが，まだまだよくご存じならな

い方もいらっしゃるので，そういった県内企業様に向けた勉強会を３

月８日に開催した。その後に，各サテライトオフィスの方から事業概

要の説明をいただくとともに，そのあと交流会もやっていただいて，

サテライトオフィスが県内の企業と，県内において新たなビジネス展

開していただきたいということで，既に取組をスタートしているの

で，来年度に向けても交流を積極的に進めていきたい。

＜委員＞

・全国に行くと，徳島サテライトオフィスは色々すごいねと質問を受け

るが，来ているところがどんなところかわからない。新聞のネタしか

私は話ができませんので，相手も同じことを知っているという状況。

注目は非常に浴びているというところで，自慢にはなるが自分で説明

できないというところがあるのでよろしくお願いしたい。

＜委員＞

・サテライトオフィスに関連して，例えば弊社ケーブルテレビですが，

プラットイーズ様と映像関係の番組のアーカイブ，そのあたりで非常

にお世話になっている。現に神山のほうで新しい４Ｋの番組を作って

いただくとか，編集，構成，その辺りについても非常にお付き合いが

深い。もう１社例をあげると，Sansan という名刺管理の会社がある。

弊社でも利用させてもらっている。非常に使い勝手がいい。せっかく

中央の会社のサテライトオフィスが徳島にあるので，お付き合いをし

たら，非常に有効な仕事のパートナーとしてやっていけるというのが

あるので，ぜひ，県内でも広報していただけたら，興味を持っていた

だける企業がかなりいるのでは。

・これからの進め方について，４Ｋとか８Ｋとか，私自身楽しみな分野

でもある。プロジェクトをやろうと思ったら評価をしないといけな

い。評価としてはＫＰＩという項目になる。ＫＰＩというのは最初に

するわけだが，なかなか目標設定をできない事案が多い。やっている

途中にこういう効果があるんだというのが出てくる場合がＩＣＴの

業界では多い。そういった項目がでてきた時に，このＫＰＩを自在に

振るとか，何かひとつ，工夫をしていただけたら，やっていきながら

新しいものにチャレンジできる。そういうこともできるんじゃないか
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なと。弊社としてもそういうことのために，４Ｋ，弊社ケーブルテレ

ビなので再放送がメインなんですが，放送というのは一般的には電波

でした。それを将来的にはきっとＩＰになるんだろうなと。インター

ネットプロトコルで，パケットの状態で，そういう世の中が来るんじ

ゃないかなっていうことも考えながら，新しいことにもチャレンジし

ている。それは目標はなかなか設定しずらいところがあるが，せっか

く徳島県の皆さんに加入率９割ということでご支持いただいている

ので，これから将来ＩＣＴ関係でいろんな新しいことが起きたとき

に，それが出来ないということがないように，アンテナと手足を広げ

ていくということをこれから先もやっていけたらという風に思って

いる。

＜丸山会長＞

・２つ質問があるが，２番目のＫＰＩについて私から答えさせていただ

く。ＫＰＩとＫＧＩ，ＫＧＩはゴールなので，最初は抽象化して，単

純化すると，長期的な目標はどんな分野でも決めることができる。例

えば４Ｋ，８Ｋを発展させるというゴールでもいい。ＫＰＩというの

は環境変化に対応し、毎回変えても良いもの。私どもは専門調査会で，

委員が話し合ってＫＰＩを変えている。ただし，KPI はすべてを達成

するとゴールが達成できるようなものでなくてはならない。普通 KGI

は滅多に変えないが、長期的に絶対に変えてはいけないものではな

い。

＜地方創生推進課＞

・Sansan は県内第一号のサテライトオフィスでもあり，名刺管理でか

なり成長している企業

。４３社の中にはＩＴ系企業に限らず多様な業種の方に進出いただいて

いるので，県内企業，県民の方にこれからもしっかりＰＲしていきた

いと思う。

＜委員＞

・いつもきれいに資料をまとめていただいてありがとうございます。今

回どっと直前にきてビックリして読んだが，私も IT 企業の一員だが，

今日はあえて，県民として意見を言わせていただきたいと思う。この

資料がきてから，うちの社員がちょうど事務所に６，７人いたので見

せた。これ何書いてあるかわかる，知ってるって。うちの社員は特殊

なのかもしれないが，子どもがいる社員，独身一人暮らしの社員，色

々いるが，「なんかすごいな。でも全然知らん」というのが率直なと

ころ。素晴らしいことをしているのに，すごく遠い気がする。いろん

なイベントもしているが，私はこの会議に参加させていただいている
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ので，なんとなく言葉だとか，こういうことに関連して行事があるん

だなということがなんとなくわかるが，たぶん普通に生活をしている

会社員であるとか，徳島のニュース番組をやっている時間帯に家に居

ない，TV を見ない，６時台のローカルニュースを見ない一般の県民

は，本当に何かわからない。すごくもったいないと思う。さきほど広

報しっかりやりますという話もあって，期待するところだが，広報っ

て実はすごく難しくて，しっかりやろうと思っててもなかなか具体策

がない。せっかくこんなワクワクするような楽しいことが起こってい

るのに，それを県民が一人でも多く知ることが出来たら，もっと相乗

効果で大きなエネルギーが生まれるのではないかと思うので，行事を

やってそのイベントに行かなかったら何もわからない，私には関係な

いわと思う人が一人でも減るように広報を工夫していただきたい。私

も何か協力できることがあればと思っているのでよろしくお願いし

たい。

＜丸山会長＞

・このご質問も私から見て，同感です。しかも昨年の議事録の中で一番

多かったのが，ＩＣＴとくしま創造戦略の活動はいいのだけれども，

県民がほとんど知らないというご意見でした。この活動の報告書は徳

島県のホームページの中に有るのですが、知ってる人が検索すると出

て来ますが，知らない人には知りようがない。私たちも「とくしまポ

ータル」のトップページにリンクを貼るとか努力はしているがまだま

だ浸透するには努力が必要。引き続き関係者と相談しながら工夫をし

てゆきたい。

＜委員＞

・リテラシが高く，実践的な ICT 人材を育む社会とあるが，先日，小学

校の参観日でスマホの利用についての話があり，スマホを持っている

と犯罪に巻き込まれるので，とにかく持たせないで下さいという話だ

った。私自身も子どもが犯罪に巻き込まれてほしくはないので，そう

いった話も必要かとは思うが，スマホはとても悪い道具ですよと聞こ

えたので，少し違和感を覚えた。実践的な ICT 人材を育む社会を掲げ

られているとすれば，その話と一緒にスマホの可能性を示すというの

も重要なのではないかと感じる。例えばアプリで不便を便利に変える

ことができることであるとか，アプリは自分でも作れますよというこ

と，そういった社会貢献の方法もあるということを示し，スマホに使

われるのではなく，スマホをきちんと使う人になりなさいという教育

をしてほしいと思う。そもそもスマートフォンという世の中になかっ

た物を生み出したスティーブジョブズの考え方を知るだけでもスマ

ホの見方が変わるように思う。
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・学校でのＩＣＴ教育というのは人材育成に直結していると思う。さき

ほども話があったが，中小企業の現場ではまだまだＩＣＴをうまく利

活用できていないというのが現状のよう。育った人材が５年後，１０

年後に人材として中小企業に採用されれば，産業の底上げに繋がると

思う。また，ＩＣＴを使って社会の課題を解決すべく起業するという

人が増えるかもしれない。県立学校だけでなく，市町村の小学校レベ

ルで情報リテラシを高めると同時にスマホをどんどん使って未来の

スティーブジョブズを生み出そうとする徳島県であってほしいと思

う。

＜教育委員会＞

・小学校におけるスマホと携帯の状況だが，小学生の保有率は平成２８

年度で本県は５４．９％。そのうちスマートフォンを持っている子ど

もは 38．３％という状況。各学校においては，携帯電話会社と連携

して，携帯電話の正しい使い方，スマートフォンの正しい使い方の周

知，啓発，研修等行っており，できる限り安全な使い方ができるよう

にして行っているところ。小学校における情報化というか，そういう

教育についても先般発表された国の学習指導要領の中にはプログラ

ミング教育というのも新たに加わってきている。これはこれまでは中

学校・高校で技術家庭科で取り組んできたところで，小学校において

もプログラミング教育を始めていくということを明確に明示された

ところで，今後小学校においても情報化といいますか，そういう教育

をしっかりと展開していきたいと思っているのでよろしくお願いし

たい。

＜委員＞

・この場にくるのは初めてで，こんなにいっぱい素晴らしい取り組みを

されていることに驚いているというのが正直なところ。前任の藤枝か

らＷｉ－Ｆｉの意見を反映していただきましてありがとうございま

す。各都道府県のＷｉ－Ｆｉの取り組みはもう浸透している。徳島も

負けずに広がっていると思う。Ｗｉ－Ｆｉはもう後は使い易さという

観点からより利便性を高くという観点にいくというフェーズかなと

思うので，今後，例えば使い勝手のよさから認証連携とか，多言語対

応とか，いざというときの防災のときによりよく使えるようになって

いるかという観点で，色々取り組みを考えていかれたらいいかなと思

う。

・それとＩｏＴに関してですが，私たち通信屋にとってはなかなか現場

の方々の悩みはよくわからないところがあり，例えば農業とか，そう

いう分野の方々と私たちとマッチング，ふれあう場も考えいただきな

がら，この推進会議と一緒に取り組んでいけたらなと思う。



- 11 -

＜ｅ－とくしま推進財団＞

・２点目の農業分野とＩＣＴ起業のマッチングについて，今年度当財団

の事業として計画し，遅くなったが３月に入って一度開催した。参加

者数は限られていたが，キックオフミーティングという形でスタート

させていただいて，今後ＩｏＴを使って農業に限らないですが，徳島

県は農業県ですので，農業を使ったいろんな工夫がこれからどんどん

あるかと思う。すでに行われているところもあるし，徳島大学の生物

資源産業学部というのがきっかけでもあるので，今度また再度お呼び

かけさせていただくので，ご参加お願いしたい。

＜丸山会長＞

・最初のＷｉ－Ｆｉの使いやすさ，認証のやさしさ，これはプロジェク

トの中で,県と県内市町村,そして関西広域連合との間で連携し、面とし

て，シームレスな世界を目指しているので見守って戴きたい。

＜委員＞

・資料２１ページのフェーズ３，避難所等になる学校の件で教えていた

だきたい。私は県立学校勤務だが，平時の教育的な利用のためにＷｉ

－Ｆｉ環境の整備ということで，現場の方ではそちらの方しか知らな

かった。Ｗｉ－Ｆｉの環境を整備しようということで，限られたＷｉ

－Ｆｉの数だったので，ここの教室に置いてという設計をして，今工

事が進んでいるかと思うが，災害時は実際は教室ではなくて，屋上等

に避難したりすると思う。屋上の方にＷｉ－Ｆｉが届いているかどう

かは現場の者としては全然知らない状況だった。災害時の利用がある

のを知っていたらちょっと設計が変わったのかなと思うが，現場の方

にはこの災害時には避難者に開放という点が降りていたのかもしれ

ないが，その辺詳しく教えてほしい。もし災害等のときに開放という

のが，テスト，訓練等で可能であればうちの学校地域の方と一緒に防

災訓練等もしているので，広報とテストを兼ねて使わさせてもらいた

い。

＜教育委員会＞

・県立学校のＷｉ－Ｆｉ整備ということで，本年度整備を進めておると

ころ。２１ページに載せているのは来年度総務省の補助金を使って，

活動するもの。本年度は学校の普通教室に整備しており，教育目的に

特化した形で使用しようというもの。今委員がおっしゃられたように

平時は教育目的で使用して，学校教育に活かしていくという形だが，

いざ発災となった場合には学校は避難場所となっているので，多くの

方が来られるかと思う。その際には避難して来られた皆様には開放し
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て，いろんな情報を即時に取ってもらおうと，そういう機能を持たせ

たもの。教育委員会の総合教育センターが中心になって行っていると

ころだが，各学校にそういった発災時の部分の情報が十分に伝わって

なかったのかもしれないが，状況としてはそういう使い方をするも

の。また，防災訓練等での使用だが，今整備を進めており，完成した

あかつきには，地域の方と学校が一緒になって訓練をされる場合に

は，もちろんそういうシステムの確認も兼ねて，訓練にお使いいただ

きたい。できればそういう方法がいいかと思うので，我々のほうも訓

練の際にはこれが使えるような取り組みをしたいと思うので，今後と

もよろしくお願いしたい。

・今年度は普通教室，来年度は体育館，それとグラウンドに整備するよ

うにしている。そのグラウンドに整備するときに屋上まで届くように

するかどうかを検討してまいりたい。

＜委員＞

・総務省の実証実験で JoinTown 徳島というのをやっていたが，非常

に便利というか，有効に使える防災上の機能だと思う。例えばどこの

だれが避難してきてないとか，この避難所ではオムツが足りないと

か，この避難所では心臓の悪い人がいるのでこの薬が欲しいというの

が一括してタブレットでわかるという非常にいいシステムだが，民間

企業がやるにはマネタイズが非常に難しい事業であり，民でやるより

は公でやったほうがいいシステムだと思う。これはもう県単位ではな

くて国として進めていただけたらと思う事業なので，ぜひとも国のほ

うにあげていただいて，日本で統一したシステムとして，このシステ

ムかはどうかは別にしてこのようなシステムをどの県でも使えるよ

うにしていただけたらと考えている。

・また，これも防災に絡むことだが，Ｗｉ－Ｆｉの件で，避難所等にな

る学校に平時は教育目的，災害時は避難所に開放ということだが，災

害時においては学校だけが避難所ではなくて公民館であるとか，いろ

んなところが避難所になると考えられる。先ほど谷委員がおっしゃら

れていたように，将来的にはＩＰで放送そのものが出るということも

考えられないわけではないが，現時点で通信で放送を出すということ

ができない状況なので，災害時の情報をどうやって受けるかというと

テレビを見る，要するに空中線で見るということしかできなくなる可

能性が高いと考えている。その場合９０％もケーブルテレビが発達し

ている徳島なので，街を見てもアンテナが立っている家はほとんどな

い。ただ有線の場合は切れる可能性もあるということで，災害時に避

難所になると考えられているところにはテレビもないところもある

と聞いているので，テレビを置くとか，アンテナで受信できる設備を

作るとか，そういうことをお願いしたい。



- 13 -

＜地域振興課＞

・JoinTown について回答する。四国放送様には大変お世話になってい

る。それをさらに発展させて，スマートテレビ連携防災機構という社

団ができ，そこで実証実験を行っているところ。昨年度からマイナン

バーカードを活用して，避難所にチェックインをして，いろんな避難

者情報を収集するということで非常に役に立つシステムだと考えて

いる。これについては，例えば熊本地震で避難所に逃げてきた方がど

ういった属性を持っているかとか，中々把握できないという問題点が

あったので，それを解決するためには，それも一つの解決の手段とい

うことで，国のシステムとしてこれをできるように提言して参りた

い。

＜委員＞

・一番関心があるのは人材育成。長くこの活動に関わらせていただいて，

実態が見えてきて，活動そのものもワクワク感が持てて，阿波銀行の

交流会，勉強会に参加させていただいたが，サテライトオフィスで来

てらっしゃる方々と触れあって，懇親会でお食事する時間がもったい

ないぐらいお話するのが楽しくて躍動感を感じた。そういう意味でい

い方向に向いていると思うが，そこで必要なのが人材だが，伝導者，

先導者を育成することが人材育成だと思う。具体的な技術を持った人

とかもそうだが，そうすると例えば環境を作ることで関心が高まっ

て，何かそれに触れることによって，関心が深まって定着して，それ

を活用しようという意欲が生まれて，そして将来的にはそれを自らの

生業にしていく，そして地域に貢献していく。ここに書いてある様々

なイベント，事象とかすべてが人材育成に繋がる機会だと思うので，

すべてのイベントとか活動とか，人材育成をしているんだという意図

を埋め込んで，様々な企画を進められると自ずとじわじわと人が育っ

ていくんじゃないかと。ただその意図がないと，ただ県民とははだは

だのイベントになってしまって，逆に広報ということにプラスアルフ

ァのエネルギーを投入しないといけない。すでにやっていること自体

が人材育成。意図を持ってやることで成果に繋がると思う。

＜丸山会長＞

・すべてのプロジェクトに対してのご提案なので私が受け取ってなんと

か工夫していきたい。

＜委員＞

・今年度より初めて参加させていただいている。私も複数の委員様がお

っしゃったように，知らなかったことがたくさんあったということ
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と，他県の方から通ってきている職員がいるが，その者もこんなに素

晴らしい，様々な分野で推進をしているのに知らなかったということ

だった。私どもが自身の仕事であったり，個人の活動の中で思うのは

資料の１３ページだが，この重点戦略に今の社会情勢の中で在宅医療

の推進であったり，それにともなって医療と介護の連携という中でこ

ういう重点戦略を立てられたと思うのだが，この分野は対象となると

いうか，推進が必要な方々はほとんどが高齢者であったりとか，ＩＴ

情報にまだまだ詳しくない方々であって，それを支援する立場の者が

このことを認識したり，情報を発信してあげないと，手元に届かない

方々なのかなと。そういう中で医療がようやくこういった情報共有が

始まったところなのかなと感じた。この重点戦略の中で介護分野，福

祉分野の方々はどういうふうに参画されているかどうか教えていた

だきたい。

＜医療政策課＞

・医療政策課としては介護医療連携という分野でやっているので，介護

福祉のところについては情報を持っていないが，例えば介護医療連携

で言うと山間部で介護の情報と医療の情報とを，共有できるようにタ

ブレットを使ってその方の情報を関連する方が共有できるようなシ

ステム作り，美馬市とつるぎ町のエリアでやっている。ここにあるの

は，診療情報の共有ということで，エリアごとに，西部，鳴門病院，

徳島赤十字病院をそれぞれ中心としたものとしてやっているが，今年

度徳島大学の方で全県を結ぶようなネットワーク作りに着手してい

くところ。

＜委員＞

・今の状況はわかりました。２９年度に向けた取り組みの中でこういっ

たことを推進するにあたって重点戦略にあげているところの中で，ま

ず医療からやっているんだとご説明だと思うが，２９年度の中で関係

者というあたりにその分野の者も意見を言える立場として参画させ

ていただけたらよりこの事業が推進できるのかなと考えるので，お願

いしたい。

＜医療政策課＞

・医療介護連携の各市町村とか，関係職種の方に集まっていただく会を

設けており，その中で課題抽出とかやっているので，今おっしゃって

いただいたご意見を踏まえて取り組みたいと思う。

５．閉会


