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平成２７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２８年３月３０日（水）午後１時３０分～午後３時 

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＞  

・非常に多くのプロジェクトが同時に進行され，十分な成果が表れてい

て感心している。特に，二重丸がつけられているところは，報道もさ

れ，一般の人たちにも浸透している進捗状況と理解。評価としては一

重丸になっていたとしても，他と共同していて，全体としては二重丸

ではないかというところもあったと思う。  
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・先日，産直のにんじん農家から学生がレポート役として，東京のイオ

ンに徳島県フェアとして中継をした。渦の道の状況も報告して，東京

側には知事さんもおいでたと伺っている。費用をかけないでスマート

フォンの SNS の機能を使ってテレビ電話のような形で中継できた。

それが観光情報であるとか，農産物の徳島ブランドを産直情報として

アピールできるという事例。Wi-Fi のポイントはたくさんできたけど

も，さらに採れたてのピチピチした魚の映像が消費者に届けられると

すると，漁業でも新たなビジネスが生まれる。たくさんの可能性を秘

めているだけに，今後一層の Wi-Fi ポイントの拡充を期待したい。  

・一点質問がある。先だって，徳島短編映画祭があった。それはどうい

う位置づけになっているのか。  

 

＜地方創生推進課＞  

・先日，ＶＳ東京の取り組みの一環として，西日本初の徳島国際短編映

画祭をあわぎんホールで開催した。４Ｋをできるだけ使うということ

でプロジェクタも導入して，映像を流した。４Ｋ映画祭とも関係があ

るので，このプロジェクトに位置づけしていくことも重要かもしれな

いので検討していく。  

 

＜委員＞  

・２年目としては非常によく進んでいる。評価的には妥当な評価が与え

られている。  

・ユニバーサル社会ということで，「時間と場所に制約されないワーキ

ングスタイル」について，取り組みが進んでいて，成果も出つつある

わけだが，今後どういう風に継続されていくのか，どう拡張していく

のかお聞きしたい。  

・もう１つは医療と介護・健康は徳島県では一番重要な問題という感覚

だが，今回はトピックスとしてはなかった。現状，どういう形になっ

ているか。  

・それともう１点。安全で快適な交通環境の実現については，割とあっ

さり書かれているが先進的なプロジェクト。高度交通網は 2020 年に

向けて，自動運転という話は，東京ではもうかなり進めているという

感じがあるが，交通網のそういう風な高度化に取り組んでいるのは大

きな成果。これについても今後どうしていくのか知りたい。  

 

＜地域振興課＞  

・テレワークの拡充と新しい地域雇用の創出ということで，これは NPO

法人の JCI テレワーカーズネットワークの方で取り組まれていて，ど

んどん輪が広がっている。  

・これまでどおり，障害者，在宅で子供さんがいて中々働きに出られな
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いという方のテレワーカーの養成ということで，お取り組みいただく

とともに，今年度は国のふるさとテレワーク推進事業を受注されて，

東京の方から企業様のスタッフを鳴門のほうで拠点を設けて，そちら

で働いていただいて，その方に定着していただく。従前に比べてさら

にパワーアップして取り込みをしてもらっている。  

・それから，いわゆる神山・美波・三好の取り組みプラスアルファで  

企業支援課の事業等，これまではそれぞれスポットだったところが，

だんだん広がりを見せている。今度はそういうところがどういうふう

に連携しながら，もっと輪が広がってけるのか，もう少し追いかけて，

話を聞きながらいいものにしていきたい。  

 

＜委員＞  

・今３３社，県にきていただいて，テレワークで拠点を持っている。そ

れを強化していくというよりは，増やしていくということに力を入れ

るということか。  

 

＜地方創生推進課＞  

・サテライトオフィスについてのご質問だが，昨年度この時点で４市町

だったのが現在６市町に立地している。企業数も３３社，この１年で

６増えている。そういった横展開とともに，それぞれの企業の質的向

上。具体的には各企業における雇用の増，事業の高度化についても積

極的に推進してまいりたい。  

 

＜丸山会長＞  

・介護については，電子カルテネットワークを実現する上で，例えば佐

渡のひまわりネットでは，やってみた結果，思いのほか介護の人達に

役に立ったと言われている。電子カルテを病病・病診の間でのやりと

りだけでなく，介護の人達との連携をすることにより，これまでは状

況がわからなかった介護対象者に適切な対応ができるようになった

とのことで，電子カルテネットがかなり見つめ直されている。このこ

とは既に『診療情報の確実な伝達・共有』プロジェクトの担当者に伝

えてあるので，今後の課題ということでよろしくお願いしたい。  

 

＜警察本部警務課＞  

・安全で快適な交通環境の実現プロジェクトは，渋滞緩和による安全で

快適な都市交通の実現，災害時における交通の円滑化の促進を掲げて

いる。  

・現在，交通管制では車両感知器で収集したデータを元に信号制御を行

って渋滞緩和を行っている。将来的には通常の通勤時間帯の渋滞だけ

ではなく，災害時であるとか，その他の大きいイベントがある場合に，
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その事前から渋滞予測することで，渋滞が発生する前から対応してい

こうという目標を掲げている。将来的にはそのデータを収集するため

の車両感知器を増設するとか，現在の渋滞状況を蓄えて，シミュレー

ションをもとにそういった対応をしていきたい。  

・この取り組みについては，東京と徳島だけということで，ＶＳ東京と

いうことで，徳島が No.1 になれるように努めていきたい。  

 

＜委員＞  

・徳島新聞に１０歳の子ども達の将来の夢が大きく載っていた。その  

中に、何人かゲームクリエイターと書いていた。今は生まれたときか

らパソコン、スマホがある。スマホ世代が育ってくると、より ICT・

情報が私たちの中にも入ってくる。情報と私たちの生活は切っても切

り離せないものであることを実感している。  

・さきほどのトピックスの中で意見が１つ。NHK と四国放送で名指し

で「誰々さん避難してください」というのが出る。これは命に関わる

ことなので，このような取り組みは大きな被害が想定される中で重要

なことだと思う。そこで高齢者，障がい者，小さなお子さん，目・耳

が不自由な方，外国の方が一人で家にいた場合に，どうやって情報を

得るかということ。外国の方や，小さなお子さんでも簡単な日本語な

ら分かるので，情報を流すときに「避難してください」ではなく，「逃

げてください」。「逃げろ」。誰でもわかる言葉の選択，一人でいた

場合の情報の取得の仕方，情報取得弱者について，お聞かせいただき

たい。  

 

＜地域振興課＞  

・美波町阿部地区における実証実験について。ご指摘のとおり，誰にで

もわかる言葉で情報を伝えることは非常に大事なことだと考える。現

状では誰それさん「避難してください」ということだが，できるだけ

わかりやすい言葉でメッセージを伝えられるように今後検討してい

きたい。  

・情報の伝達の仕方ということで，高齢者に一番身近な情報手段という

ことでテレビを活用している。それだけでなく防災行政無線であると

か，さまざまな情報伝達手段がある中で，一人一人に情報が伝えられ

るようにご指摘いただいたことを参考にしたい。  

 

＜丸山会長＞  

・情報弱者というか，外国人の方々はまわりに日本人が居た場合，それら

の人が逃げるときに，当然でしょうが，外国人の人たちに声をかけなが

ら逃げるというように決めておくことも良いですね。みなさんでＰＤＣ

Ａを回していくと順次良くなっていくことを期待している。  
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＜委員＞  

・Free Wi-Fi の整備がまだまだ徳島は遅れているというのが私の実感。２

年前，徳島県のほうで防災・平時のリバーシブル利用ということで１１

０か所以上のアクセスポイントを整備され，徳島の活性化・観光を意識

して，イベントをやって，集客をやっているわけだが，県外の方が来ら

れたときの Wi-Fi のサービスレベルがまだまだ足りない。徳島県は県内

どこでも光が繋がるといいながら，Wi-Fi の使い勝手が悪いという声が

結構聞こえる。官民連携による Wi-Fi 整備の絵のところで，民間主導，

行政主導の役割分担をしているが，やはりここは一体となって，プライ

オリティをつけて，一緒になって取り組んでいくという進め方が大事か

と思う。  

・例えば徳島空港についても，あるいは駅・港に行っても，Tokushima 

Free Wi-Fi というポスターであるとか，シール，アピールが非常に少な

いというか目につかない。そういった広告も PR も含めてもっともっと

力を入れていけば，より素晴らしい形になると思う。  

・それから，Wi-Fi は提供事業者ごとにいろいろパスワードとかを入れて

利用するのが大半だが，それぞれの提供エリアで設定が必要なので，利

用者の弊害になっている。そういったところを，横断的に簡単にどこか

で一度設定すれば Wi-Fi が自然と利用できるというふうにしていこうと

いうのが世の中の流れで，徳島県も開発を進めていると聞いているが，

その進捗状況がわかれば教えていただきたい。  

 

＜地域振興課＞  

・横断的に Wi-Fi が利用できないかとのことだが，アプリを通じて，一回

情 報 を 登 録 す る こ と で ， 横 断 的 に 利 用 す る こ と が で き る 。

JapanConnected-free Wi-Fiという NTTBP社の利用者が非常に多い

アプリがあり，また，関西広域連合においても OMOTENASHI App と

いう認証連携アプリを研究していて，徳島県も参画して検討していると

ころ。現状については，アプリを通して使っていくというのが主体で進

んでいる。  

・プライオリティについて，徳島県は国の補助金を活用して整備を進めて

おり，資金的にも限りがあるので，当然プライオリティはつけなければ

いけない。取り組みとしては徳島県公衆無線協議会の中で，キャリアと

連携して面的な整備を進めている。徳島県は，コンビニの Wi-Fi 等も含

めると，面的には相当に広がっている。  

・Tokushima Free Wi-Fi は，数に限りはあるが，お遍路さんが歩く道と

か，中山間部分に強みがある。面的な連携を図って整備を進めていきた

い。  
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＜委員＞  

・自治体だけでは厳しい部分もあるかと思う。ぜひ民間と一体となって推

進していってもらえたらと思う。  

 

＜委員＞  

・資料が毎年見やすくなっている。県民の皆さんにもぜひ公開してほしい。 

・２年前に，サテライトオフィスについて，もっと有名な企業をどんどん

呼んでほしい，できたら本社を連れてきてほしいという発言もさせても

らった。そのとおりに本社が，まだ一社だが移っているのは非常に大き

い。何件サテライトオフィスが来ようが，法人税が東京に落ちるのでは

意味がない。  

・これから展開される消費者庁が本気で徳島に来るかどうかも大きい。神

山町だけで消費者庁を受け入れられない場合，県としてはどこまでの覚

悟で消費者庁をゲットしたいか。費用対効果的に無理だとか，消費者庁

職員は，給料が減るうえ免許を持っておらず徳島県の神山に行きたくな

いという意見がある。徳島県の覚悟を伺いたい。  

・２年前から申し上げていたのは，知事個人が Facebook，Twitter で発

信してほしいということ。県の職員からは時期尚早だと言われていたが，

なんと飯泉さんが昨年から Twitter を始めている。まだフォロワーが

950 人ぐらいしかいないので，もっともっと増やしてほしい。

Facebook は友達申請があるので難しいかもしれないが，Twitter を

Facebook に連動すれば，それだけでも県民との距離が短くなるのでお

願いしたい。  

 

＜飯泉知事＞  

・消費者庁は神山ではなく，県庁１０階にもってくる。７月の大規模な業

務試験では数十人規模でという話になっている。つい先般河野大臣とお

会いしたときも１００人ぐらいでどうですかねと。消費者庁は 400 人

を持ってこようとしているので，９階と１０階を空ける。100 人だった

ら１０階の北側だけで十分と考え進めている。  

・河野大臣に聞くと職員が神山を気に入っている。最初はみんなぶつぶつ

言っていたが，新しい働き方に意識を持つようになってよかった，非常

に考えが進んだと。全部県庁でやる予定だったが，大臣から一部クリエ

イトの部分はもう一度神山でやってくれないかと言われた。制度の立案

とかそうしたものは一部神山でやる。  

・それから第二点目の話で，今見たら（Twitter のフォロワーは）974 だ

った。もう少しで 1000 となる。Facebook は友達申請ということが

あるが，連動して流していくというやり方もあるではないかという話を

いただいたので，そういう点も含めて今後使い勝手を考えていけたら。

そのときそのときのことを分かり易く，字数が限られている中で，県内
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外の皆さんに発信していけたらと考えている。  

 

＜委員＞  

・どの創造戦略も素晴らしいものばかりだが，アクティブシニアの活躍

する地域社会の実現というところで，デジタルを使いこなすことによ

って，シニア世代の活動範囲が広がるということで，地域の活性化に

繋がるので，この取り込みを今後よりいっそう進めていただきたい。

現在スマホやパソコンなどを使えないシニアが多いので，気軽に手に

取られるような機会を提供して，デジタル環境を享受できるような場

を作っていただきたい。  

 

＜丸山会長＞  

・アクティブシニアがどんどん増えていっているということで，この１

０数年来の念願が段々かなってきている。美波町は特によく頑張って

いる。  

 

＜委員＞  

・地元の IT 企業の参画が非常に少ないと思う。このような素晴らしいプ

ロジェクトをたくさん進行しているということをいろんなところで

PR・広報していけばどうか。情報産業協会の IT 企業でもこの情報を

知らない企業がかなりいる。一般の県職員のみなさんも知らない人が

多いと思う。随時関係ある部署に PR していけばいい。  

・サテライトオフィスについて。田舎に持って行くのもいいが，徳島市

内にサテライトオフィスというのも考えていただきたい。私も東京で

いろんな IT 企業に徳島に来ないかという話をしているが，徳島市内な

らというところもぽつぽつ出てきている。地元の IT 企業と連携できる

のであればという条件がつくが，サテライトオフィスは検討してもい

いと言っている企業がある。実際に進出している企業がうんぬんとい

うことはないが，ICT というのは幅が広いので，地元の IT 企業と接点

が少ないということがある。できれば市内に地元の IT 企業と連携でき

るような企業に来ていただければと思う。  

 

＜地方創生推進課＞  

・サテライトオフィスの進出地域だが，３３社のうち，１社徳島市に進

出していただいている。さらに今年度阿南市に進出いただいている。

さらに神山町に拠点があって，徳島市にブースというような形で設け

ている企業もある。従来は限界集落対策で始まったところだが，県全

域にサテライトオフィスの取り込みをして，さらに地元の企業との連

携も視野に入れてしっかり取り組んでいきたい。  
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＜地域振興課＞  

・ICT 施策の PR の関係について。徳島県の IT 施策，色々なものに取り

組んでいるところ。今後とも取り組みを県民の方にわかりやすく PR

してまいりたい。  

・地元の IT 企業の参画が少ないという点について，20 番目の ICT とく

しま推進プロジェクトを昨年度から入れて，今年， ICT バザールとい

うイベントを開催したところ，情報産業協会の会員様からも１１社ほ

ど参加いただいている。特に，徳島のＩＣＴ企業のうち，徳島県で作

っている Joruri については，全国の自治体が 1700 あるうちの，た

ぶん 300 以上採用されている状況。オンラインストレージサービス

の DECO とか，認証基盤のものも地場の企業で作ったものを横展開

ということで進めている。  

・また，今年度の ICT バザールの目玉でもあった IoT（モノのインター

ネット）に関しては徳島県の地場企業もある程度強い分野であるの

で，今後今まで日が当たらなかった企業についても大いに発展できる

ところが来たのではと思っている。  

・昨年度ご意見いただいた若年層のプログラミング人材を育成するとい

う点についても，できる限り地場企業を中心に伸ばしていきたい。今

年度も， ICT バザールを，予算は少ないところだが，できるだけご協

力いただき，盛り上げていきたいと思っている。  

 

＜委員＞  

・消費者庁の件についてだが，若干不具合があったと新聞に書かれてい

たが，実際に神山にサテライトオフィスを置いている企業さんでは問

題になっていないので，ネットワークについてはかなり改善できるの

ではないか。  

・４Ｋ先進県として，４Ｋに前向きに取り組んでいただいて，おかげさ

まで４Ｋの画像が身近なもの感じてきつつあると思っている。我々と

しては４Ｋの映像をどのように各ご家庭に問題なくお伝えできるか，

これがこれからの課題だと。それにどのように取り組んでいかなけれ

ばいけないか真剣に考えていって，徳島が情報発信側，情報を受ける

側，どちらからも全国の先進県になっていけるように，できることは

していかなければならないなと思った。  

 

＜委員＞  

・さきほどからも話があるように，介護の分野ではなかなか ICT を使っ

た分野がない。認知症の高齢の方もだんだん増えてきており，地域の

見守りのネットワークであったり，高齢者が徘徊したときに，どのよ

うに見つけるかということを， ICT で今後取り組むべき事業として考

えていかなければならない時期が来ている。 ICT はすごく進んでいる
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と思うが，介護の分野は進んでいないと感じた。  

 

＜地域振興課＞  

・徘徊の見守りについては ICT バザールで，ネットワークを活用して靴

の中に発信器を搭載して，歩いていくと今どこにいるかわかる仕組み

を展示している企業があった。また， ICT バザールにおいてテーマ設

定し，そういう部分が一同に会する機会を作ることを考えてみたい。

いろんな分野で子供の見守りも含めて多く登場してきているので，引

き続き研究を進めていきたい。  

 

＜委員＞  

・できれば，進捗だとかトピックスを私たちにメーリングリスト等で流

していただきたい。委員の中でも SNS 等でかなりフォロワーがつい

ている人もいるので，お金をかけなくても拡散でき，お役に立てると

思う。ここの会議にきて初めて知るのがもったいないと感じた。  

・もう１つは，１点具体的な例をあげると，昨年の７月の大雨，台風の

ときに「避難してください」という通知がきた。会社でいる時間帯だ

ったので社内にいる全員の携帯が鳴った。避難場所が「全コミュニテ

ィセンター（川内はどこですよ，内町アミコは除く）」というのがき

て，「え，だからどこに逃げたらいいの」と結局行動に移せないと皆

で話した。例えば大雨のときの避難場所はここ，その他の災害のとき

は避難場所はここ，実はそんな身近なところの設定ができていない。

仕組みは技術的にどんどんできるけど，実際本当にそれが使えるのか

というのを丁寧に検証していかないと，とても技術がもったいない。

結局使えなかったということになることを危惧している。すぐに着手

できることだと思うので，見直せるところから，その辺を見直してい

ただきたい。  

 

＜丸山会長＞  

・市町村がやっているエリアメールや県がやっているすだちくんメール

でもっときめの細かい指示がほしいということですね。  

 

＜委員＞  

・テレワークについて。毎年この時期になるとＰＴＡの役員の選出等で，

例えばお母さん方がチラシを作らないといけないとか，そういった話

をよく聞くが，お母さん方の中でパソコンが出来る人が非常に少ない

という印象がある。そういった，小学校に上がって少し時間を持って

いるお母さん方に仕事をしてもらいたいという意向があるのであれ

ば，仕事に繋がらなくても「便利に使えそうだな」というような，パ

ソコンを学べる場を創出してゆけばいいのではと思う。  
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・例えば，学校にはパソコンルームがある。そこは子供たちが使う場だ

が，休日や放課後を利用して，「子供たちと一緒に，お母さんもパソ

コンを学びましょう」とすれば，授業に使っていない時間もパソコン

を利用できて，お母さんもスキルアップする。もしかしたらそれが仕

事に繋がっていくかもしれない。ぜひテレワークの前の段階の支援を

やっていただきたい。  

 

＜教育委員会＞  

・学校で放課後子供教室ということで，放課後に子供たちがパソコンを

学ぶという機会がある。そういったところで保護者の方も一緒にでき

るかどうかを今後研究していきたい。二十一世紀館や総合大学校の講

座においても，パソコン教室をやっているので，積極的にご参加いた

だければと思う。  

 

＜丸山会長＞  

・このことは，私自身も大きな問題だと思っている。先日のインターネ

ットのニュースでは，今，新卒でパソコンを使えるのは３０％，スマ

ホが使えるのは８０％。会社ではパソコンが使えないと仕事にならな

いので，７０％の新入社員を全員教育し直している。私はこの１０数

年間，徳島県で多くの人々がパソコンを使えるようにとやってきた

が，ふと私の古くからの友達を見ると，パソコンを使えるのは元学校

の先生だけで，あとはスマホという状態だが，それでいいのかと疑問

に思う。  

・ところが今，パソコンを使い続けることが難しい。勉強して始めても，

毎日引っかかるので，近所に相談にのってくれる人がいないとあきら

めてしまう。この間のパーティーでシルバー大学院を出て，パソコン

を教えている方々とお会いしたときに，ぜひ皆様方に近所の人たちの

相談にのってほしいと言ったが，なかなかそこまで手が回らず，教室

で教えるだけで一杯だと言っていた。パソコンではなく，スマホがで

きれば良しとするかどうかは e-とくしま推進会議自体の問題のよう

に思うので，今後事務局と一緒に善処を図っていく。  

 

＜委員＞  

・地域防災対応システムのテレビの画面は赤の背景に白文字が出ていた

り，それが点滅するような画面になっていた。ユニバーサルデザイン

としての視点を含めた配慮がほしい。阿部地区での実験の話だったの

で，まだそこまで至っていない部分もあるかと思うが，平時も災害時

も使える ICT を目指されるということで，今後は障がいを抱える方々

も使えるようなシステムになっていくことを期待している。名前が表

示されるぐらいのカスタマイズが可能な素晴らしいプロジェクトな
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ので，ぜひ今後の検討課題としてお願いしたい。どこに逃げるかもカ

スタマイズできると思うので，それもお願いできたらと思う。  

・また，この資料を公開される際にも視覚障がい者がどういう風に見て

いるかとか，見えにくい方がどう見ているか。他にもいろんな障害を

抱えている方がいるので，それらの方々のこともお考えいただいて，

合理的配慮にもとづいて資料の公開をしていただきたい。  

 

＜地域振興課＞  

・たしかに，すべての方，障害者の方に見やすいユニバーサルなデザイ

ンになっているかというところまで検討できていないので，今後そう

いった観点も踏まえ，わかりやすいサービスとなるように進めてまい

りたい。また，名前だけでなく，どこに避難してくださいというのが

あれば一番いいが，そういったことができるかどうかも含め，今後さ

らにバージョンアップできるように，国あるいはスマテレ機構と一緒

になってやっていきたい。  

 

＜委員代理＞  

・阿部地区の避難訓練だが，私も２年前から関わっており，準備には手

間取ってやってきた。一人で住んでいるお年寄りはどうなの，子供は

どうなの，外国人はどうなの，という問題に関しては，テレビを見て

いる人だけに逃げてくださいというのではなく，「お隣にも声をかけ

ましょう」ということを，自主防災会でも話してもらっている。とい

うのも，テレビ見てない人にはわからないから。とにかく歩ける人は

どんどん自分で歩いていきましょう，歩けない人を助けましょう，と

いう，いわゆる共助を含めた避難訓練をやった。  

・それをやった中で，実は東京でも室内で同じ実験をしたが，当日３月

２６日に輿水政務官，山田局長とか，小山教授とかいろいろな方が来

られたが，現実に画面に出て，それを見て逃げるというのはやっぱり

役に立つんだと。総務省の側，大学の先生にも認識していただけた。

ハイブリッドキャストで実証実験としてやっていくわけだが，これは

また来年度，再来年度と繋がって，来年度には東京と阿部だけではな

く，他地域にも同じようなシステムで同じような訓練をやっていって

どんどん広げていこう。マイナンバーカードも広げていこうというの

も付いている。実験としてはどんどん大きくなってくるのではなかろ

うかと考えている。J-LIS とも共同しながら，マイナンバーカードを

つないで，この実証実験をどんどん進めていけたらと思う。  

 

＜委員＞  

・たくさんの委員さんからお声が出たように，徳島県民の何人の方がこ

の活動・活躍を知っているのかと思うと非常にもったいない。もっと
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たくさんの方が分かるように広報されたらいいと思うし，東京の方や

全国に発信したらいいのではないかと思う。色々な形で発信をお願い

したい。  

・前回にすだちくんメールが非常に使いにくくて医療機関では不評とい

うことを話させていただいた。この度，非常に使い勝手がいいように

変えていただいてありがたいと思う。しかし，実際的には災害医療シ

ステムまで入っていかないと，使っているとはいえない。有事のとき

に入力している医療機関が半分もないという状態。せっかくいいツー

ルがあるのに使いこなせていない。特に医療現場の，特に過疎地の小

さな診療所の先生方は高齢化が進んでいるので，使いこなせていない

という状況である。せっかくのこのツールを使いこなせるようなセミ

ナーであったり研修であったりを県の力をかりてやっていきたいと

思う。  

・とくしまクリエイティブ事業について。私の娘も，クリエータ養成塾

上級編まで行ったが，せっかくいろいろ覚えても県内で活かせる場が

本当にない。人材の育成や発掘の事業をされているので，その後の雇

用も力を入れてほしい。せっかく発掘して，セミナーをしても，県外

に行ってしまったら非常にもったいない。せっかくサテライトオフィ

スも多数来ている。サテライトオフィスでの学生の雇用等，せっかく

の人材を留め置く方策をお願いしたい。  

 

＜地方創生推進課＞  

・現在，３３社のサテライトオフィスに，５０名ほど地元雇用していた

だている。それをさらに増やしていきたい。ここの企業の取り組みも

そうだが，進出しておられるみなさんの連携も含めて，事業を深めて

いただくなかで，相乗効果で地元雇用につなげていきたい。  

 

＜医療政策課＞  

・システムはあるのだけど，院長先生が高齢でパソコンが使えないだと

か，システムがハード面で整備されていても使う方の啓発や研修等，

実際には大きく問題となっていると思う。今後はその点に十分着目し

て運用していきたい。  

 

 

５．閉会  


