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平成２９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３０年３月２９日（木） 午後１時３０分～午後 3 時００分 

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ⅠＩＣＴ（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＞  

・最初に知事が言われたように，放送とケーブルテレビとの関係は徳島

の場合，全国的にも特殊な関係がある。地上波で４Ｋ放送が開始され

るのはまだ先で，ケーブルテレビが先行していることもあり，両者の

協調・連携をはかっている。例えば，去年１１月に県の協力もいただ

きながらケーブルテレビの伝送路を使って地上波４Ｋ放送を行う実験

を行った。また，４Ｋ映像作品を自主制作する面でも後れを取ってい
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るので，今後注力していきたい。４Ｋやドローンは今後の放送におい

て大きな役割を果たすことになる。ますます連携を進めていきたいと

考えている。  

 

＜委員＞  

・毎年非常にたくさんの資料，今年は特にですが，十分な量の資料をい

ただき，読むのに相当な時間を要するが，見ていてたくさんの事業・

プロジェクトが進行していて，しかもそれに成果が出ている。担当さ

れている職員や民間の方々の労苦に敬服させていただきます。  

・先ほど４Ｋ映像を拝見しましたが，大学でも映像制作・人材育成をお

こなっている。当初は４Ｋの貴重性があったが，最近では当たり前に

なっており，「見る」だけでなく「作る」のも当たり前という時代が

来ました。世の中は８Ｋに向かって動いています。スマートフォンで

撮れるほど当たり前となった身近な４Ｋをもっともっと活かして，「地

域の良いところ」や「地域の人材の素晴らしいところ」をもっと発信

するということを大学の使命としてやっていきたいし，県としても進

めていっていただけたらありがたいと思っています。  

・また，地域防災等対応システムプロジェクトについては全国展開をす

すめていくとのことですが，徳島県民はテレビが好きということを聞

きますので，テレビを見ている地域の高齢者の方が，防災という側面

から発災した時に緊急の避難ということで役に立つシステムが全国に

展開していくのは非常に素晴らしいことだと思っています。これから

ビジネスとしてやって行くにはいろいろな課題があると思いますが，

先進的に実証実験をされたノウハウを全国に向けて発信していただけ

たらありがたいと思います。  

・それから，とくしまブランド魅力発信プロジェクトは渋谷に「Turn 

Table」ができたことがトピックだと思います。出来て間もないとこ

ろですが，今後これをどのように活かしていくか，われわれ県民にも

あまり知られていないので，どのように広報・周知し，有効に利用で

きるか。また，そこを起点にして徳島県産品が売れるだけでなく，徳

島に人を運んでこれる方法を模索していっていただきたいと思ってい

ます。それぞれの事業が進んでおり，非常に素晴らしいことですが，

課題もたくさんあるかと思います。お手伝いできることがあればやり

たいと思っています。進めていけるところからどんどん進めていって

いただいたい思います。  

 

＜丸山会長＞  

・いろいろなプロジェクトに励まし御意見をいただきましたが，ひとつ

「Turn Table」がどうなっていくか含めて担当課から説明をお願い

いたします。  
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＜もうかるブランド推進課＞  

・「Turn Table」の県民への広報が十分ではないとの御意見をいただき

ました。現在，情報発信力が高いと言われる「インフルエンサー」に

よるクチコミでの情報拡散を図っています。実際に「Turn Table」を

利用していただき，徳島を疑似体験していただくことで徳島の良さを

知ってもらう取組をしているところです。施設内にはレストランがあ

り，一部徳島で生産されていない食材以外はすべて徳島県産食材を使

用しています。  

・ただし，「インフルエンサー」による情報発信だけではなかなか広ま

らない面がありますし，来ていただいて，実感していただいて初めて

徳島の良さをわかっていただけると思いますので，どのような方法が

県民の皆さんを含めた多くの方への情報発信として有効なのかも含め

て，運営業者と協力しながら戦略的に取り組んでまいりたい思います。 

・また，「Turn Table」では徳島の良さを味わっていただける文化や食

のさまざまなイベントを開催し，徳島への誘客・移住へとつなげてい

けるような取組を展開していきたいと考えています。  

 

＜委員＞  

・かつて徳島県が光ファイバーを県内各地に張り巡らす取組を手がけら

れたのは素晴らしいことで，それが現在，徳島の強みになっており，

この２０プロジェクトへと広がっている。個々の進捗状況はあるが，

各プロジェクトが花開いていることは素晴らしいことで高く評価した

いと思います。  

・今年１２月１日から４Ｋ８Ｋスーパーハイビジョンの本放送が始ま

り，私はその普及促進の一躍を担う立場ですが，徳島県にも県が制作

した４Ｋコンテンツの一部を提供いただいて展示しているほか，１１

月にアスティ徳島で行う秋の阿波踊りのイベントで８Ｋの普及につい

ても協力をいただけないか相談しているところで，徳島県の力添えに

心から感謝を申し上げます。  

・個々のプロジェクトの話からは少し離れてしまうが，スーパーハイビ

ジョンを普及促進するにあたってネックになっているのは８Ｋ作品の

制作です。映像制作のスタジオが増えず，時間がかかってしまう。ま

た，８Ｋは精細な映像が注目されがちだが，音も魅力の一つです。今

でも４Ｋ映像の音を５．１チャンネルで制作している作品は少ないの

ですが，８Ｋになると音が２２．２チャンネルになり，より素晴らし

いものになります。  

・もし８Ｋのポストプロダクションスタジオをつくり，特に音のスタジ

オをつくって，それが複数あり，最高級の設備が備わっていたら，海

外からやってくると思います。特に大阪からは間違いなく来ると思い
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ます。今後８Ｋがどこまで普及するか不透明ですが，本当に普及すれ

ばこういったスタジオは引く手あまたになると思います。そのあたり

を見越した取組も考えられてはどうかと思いました。  

 

＜飯泉知事＞  

・委員からお話いただいたように，４Ｋ８Ｋの話として２０１４年のサ

ッカーＷ杯ブラジル大会の時に国の方針で４Ｋを実装し，８Ｋは試行

した。特に８Ｋは東京，横浜，大阪，そして徳島でパブリックビュー

イングを行った。そのうち４Ｋもやっていたのは徳島だけだった。そ

の後，総務省でも東京オリンピック・パラリンピックには通常で４Ｋ

８Ｋがみられるようにしようとしている。そのようななかでいよいよ

１２月１日から４Ｋ８Ｋの実用放送がＢＳ，ＣＳで始まる。  

・ただ，８Ｋについてはプロジェクターの問題やスタジオ，音の問題が

あり，モノとしては素晴らしいものでありながら環境が追いついてい

ないのが悲しいところ。  

・一方，４Ｋはスマートフォンで撮る動画が既に４Ｋであり，これを４

Ｋモニタにつなげばそのまま４Ｋが体感できる。４Ｋが当たり前にな

った日本では，今後いかに８Ｋを普及させていくかになる。そうなる

と委員がおっしゃったように世界最高水準となり，そういったものを

フルスペックで体感できるものを作れば，当然それを使って何かを生

み出そうとする技術者や企業の皆さんが徳島に集まってくるだろう。  

・今徳島ではＩｏＴ，ビッグデータ，ＡＩといった第４次産業革命の旗

手としてしっかりと対応していければと考えているので，そうした可

能性についても具体的にどのように実装が可能か考えていきたい。そ

の時は是非ご協力をお願いしたい。  

・特に医療機器については，手術支援ロボット「ダヴィンチ」の３Ｄ映

像が遠くない将来４Ｋ，最終的には８Ｋでやろうとなっている。遠隔

操作も行えるので，ニューヨークの素晴らしいドクターの執刀が徳島

で受けられるといったことが現実になる日もそう遠くない時代となっ

ている。あらゆる面で４Ｋ８Ｋが活用される形を考えていきたい。  

 

＜委員＞  

・各プロジェクトでいろいろと取り組まれていることがよくわかりまし

たが，観光ビジネスにもつなげていく必要があると思います。昨年の

都道府県別宿泊者数が最下位だったように，そこを抜け出すことが大

切で，評価指標として「ＶＳ東京」，「オンリーワン」，「ナンバー

ワン」とあるが，全てがナンバーワンである必要はないと思いますし，

ナンバーワンを目指す前に最下位を脱することが重要で，徳島のいい

ところをどのように発信し，どのように誘客に結びつけるかが課題と

思っています。サテライトオフィスなどで徳島に来られているとは思
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いますが，観光として徳島に行ってみたいと思ってもらえるような取

組を，最下位から抜け出すことも含めて考える必要があると思います。 

・また，さきほど説明のあったＩｏＴプラットフォームからビッグデー

タに結びつけて新たなサービスを創出というビジョンはわかります

が，具体的にどういう取組を考えられているのか，分かりやすい例が

あれば教えてください。  

 

＜丸山会長＞  

・委員からは 2 点，観光とＩｏＴプラットフォームの具体例について質

問がありました。観光は Wi-Fi のところで謳っておりますが，答えて

いただけますか。  

 

＜地域振興課＞  

・まず，Wi-Fi についてお答えいたします。公設公営の「とくしまフリ

ーWi-Fi」を段階的に整備してきており，県内で１３５施設３３２アク

セスポイントを設置しています。整備箇所はまず防災拠点に設置して

おり，また，平時と災害時のリバーシブル活用をと言うことで観光拠

点等にも整備しております。さらに県内には民間の Wi-Fi があります

ので，これらをより使いやすい形で一体的に県民の皆様にご利用いた

だけるよう，今年度「とくしまフリーWi-Fi ナビ」サイトを立ち上げ

ました。スマートフォンやタブレットからも閲覧でき，近くのアクセ

スポイントを検索できるほか，設置場所までのルート検索もできるよ

うになっております。今年度は小中学校への設置を進めてきましたが，

今後，セキュリティ面の強化を行うとともに，観光面でのインバウン

ドにおける Wi-Fi が重要となっており，整備を進めて参ります。  

・もう１点，ＩｏＴプラットフォームの具体例についてご質問いただき

ました。１つ目はインフラ管理です。管理施設を目視で点検するだけ

でなく，ドローン等で撮影した映像データを集積し，施設の老朽度，

損傷度などをＡＩで判定し，施設の保守，更新の効率化につなげる。

２つ目は鳥獣被害対策として，集団移動する猿の一団の数頭にセンサ

ーを取付け，収集した情報から集団の行動を分析し，被害対策につな

げる。3 つ目として，子どもや高齢者の見守りとしてセンサーを活用

し，データを収集・分析し，対応策を講じる。などが考えられていま

す。県政の広範な課題の中でＩｏＴを活用できる場面は多いと考えて

おり，今申し上げたこと以外にも，積極的に活用して参ります。  

 

＜委員＞  

・私もＩｏＴプラットフォームに非常に興味があります。取組の具体例

を説明いただきましたが，熊本市のＬＩＮＥアカウント開設のニュー

スがあり，何を使って県民が情報を見るかに非常に興味があります。
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というのも，生活者の一人としては県庁のホームページを見る機会は

少ないのですが，スマートフォンを持っている方ならＬＩＮＥの画面

には慣れています。ＩｏＴプラットフォームにおいても生活者の情報

を加えて，よりよい徳島モデルを作っていただけたらと思います。  

・もう１点，オープンデータに関してですが，統計データ課が行った

「5374（ゴミなし）」アプリを作るというオープンデータの取組に

参加させていただきました。生活者の立場から言いますと，ゴミ収集

日のカレンダーを冷蔵庫の横に貼っていると，一年が経過するとボロ

ボロになってしまいます。また，ゴミ出しを忘れてゴミがたまってし

まうこともあります。「5374」アプリはそれらをできるだけ解消し

ようというアプリで，コードは「Code for Kanazawa」のものを使

いましたが，参加いただいたママさんには自治体が出しているゴミ収

集日の情報をデータとして入力してもらいました。このように身近な

ものから感じるオープンデータや行政の動きというように，もう少し

歩み寄っていただいて一緒に作っていければと考えています。  

 

＜統計データ課＞  

・オープンデータの事業に御協力いただきありがとうございます。お話

のあった「5374」アプリはオープンデータ活用の代表的な事例とし

て全国的に使用されています。徳島県としてはオープンデータのカタ

ログサイトを運用しており，統計データをはじめとした様々な行政デ

ータを，市町村を含め加工できる形で提供しています。それらを活用

してもらうためには，身近にメリットを感じてもらう必要があります。

アイデアソンやハッカソンという形でのデータ活用は行っています

が，サイトの広報や身近で役立つデータ活用の事例などを出していき

たいと思っています。引き続き御協力をよろしくお願いいたします。  

 

＜委員＞  

・1 点お願いがあります。今回の取組では紙の資料を見ながらデータを

入力したのですが，PDF としてカレンダーになっているということ

は，エクセルあるいは CSV のデータがあると思います。ゴミ収集の

情報に個人データは入っていないと思いますので，できる限り早くデ

ータを提供していただければと思います。もうすぐ 4 月なので，次年

度のカレンダーを皆さんが作りたがって待っております。よろしくお

願いします。  

 

＜統計データ課＞  

・市町村にも協力をお願いしまして，できる限り情報提供できるように

していきたいと思います。  
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＜地域振興課＞  

・先に質問いただきました，ＩｏＴプラットフォームで得られた情報を

生活に密着したサービスにも利用をとのことですが，まだ具体的に検

討が進んでいるものではございませんが，可能性として考えられてい

るものとして，スマートフォンなどの携帯端末の利用で得られた人の

移動情報を交通渋滞対策や観光誘客などの振興対策として活用したり

できるのではないかと考えております。具体的なサービスとしてはま

だまだこれからですが，生活面での利活用も考えてまいりたいと思い

ます。  

 

＜委員＞  

・昨年の会議で「直前に資料を送られても目を通せない」と言いました

ら，今年は 1 ヶ月ほど前に分科会ごとの資料が送られてきたのでじっ

くり見させていただきました。それから，説明文がついていてわかり

やすく，非常に良かったので，いろいろと要望に応えていただき感謝

したいと思います。  

・全般的なことで３つほど質問・要望ですが，1 つ目はこの資料は誰に

向けて作っている資料ですかということです。２つ目は，各プロジェ

クトに課題は書かれているのですが，問題点や困ったこと，失敗事例

がほとんど書かれていないことです。３つ目は，これらのプロジェク

トが実際に運用されだすと高齢者の利用，使用も想定されますが，そ

の方々への対応はできているのかということです。  

・1 つ目に挙げた，会議の資料は県のホームページで公開されています

ので，内部の資料ならいいのかもしれませんが，県民のみなさんに見

せるために作っているのなら内容が難しすぎる，分かりにくいと思い

ます。  

・２つ目に挙げたものとして，5 番目の「あわえプロジェクト」の 11

ページに問題点と困っていることが書かれており，こういうのを見る

と人間味あふれる資料だと感じます。ほかの資料は，通り一遍のよう

で資料で見難いと感じます。  

・３つ目に挙げたものとして，すべてのプロジェクトが高齢者の利用が

見込まれるとは思いませんが，高齢者の利用が想定されるものも多々

あると思います。そういう場合，若い技術者が若者目線で作成するこ

とが多く，高齢者向けに分かりやすく，見やすく，使いやすシステム

でなければ使えないので，高齢者が使うことが想定されるプロジェク

トではそういった対応ができているのかをお聞きしたい。上勝町の株

式会社いろどりを視察した時に，高齢者はタブレットを持ってサクサ

クと操作していたので，見せてもらったら高齢者でも非常に使いやす

い仕組にしていた。地元に優れた事例があるので，参考にしていただ

いてプロジェクトを進めてもらえればと希望します。  
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＜地域振興課＞  

・プロジェクトを取りまとめている地域振興課でお答えさせていただき

ます。まず誰に向けてということですが，もちろん「県民に対して」

プロジェクトを策定し，その成果をお伝えして行きたいと考えてます

が，そうなっていないのではないかと御指摘いただき，見直しを図る

必要があると感じています。特に，個々のプロジェクトの進捗管理シ

ートは非常にわかりにくいとの御指摘ですので，「県民が見る」とい

う前提で整理し直してまいりたいと考えています。  

・また，問題点や失敗例の記載についてですが，既に「課題」という形

で記載してはいますが，より分かりやすい形となるよう考えてまいり

ます。  

・最後に高齢者への対応についてですが，各プロジェクトとも直接ある

いは間接的に高齢者も対象とした取組を行っておりますので，それぞ

れのプロジェクトが高齢者の視点も考慮した取組となるよう働きかけ

を図ってまいりたいと考えております。また，県のホームページがリ

ニューアルされましたので，ＩＣＴ施策についても分かりやすく，検

索しやすく表記し，あわせて単なるデータ集とならないように，県民

の皆様へ情報提供してまいります。  

 

＜委員＞  

・資料をまとめていただきましたので，時間をかけて読みました。あり

がとうございます。進捗を見ると素晴らしい取組をされていて，順調

に進んでいることがわかるのですが，一方で，生活者としてはこれを

当たり前に享受してしまっている現状があると思っています。当たり

前というのはとても良いことではあるのですが，裏返してみると，当

たり前であるがゆえに良いことと認識していない「もったいなさ」が

あると思います。  

・どういう技術が使われているかはわからなくても，感じるままに発信

したくなるような仕組みを作れないかと思っておりまして，わくわく

して人に言いたくなる，自慢したくなる，日常会話で話題が出てくる

といったことで，例えば，ＩＣＴバザールなどのイベントをされてい

ますが，イベントに行けなかった人やイベントを知らなかった人は参

加していないので何が行われていたのか全くわからない。  

・従来なら，「イベントを打って，集客して，その人達に感じてもらえ

た」，「Turn Table も行ってもらって，宿泊や食事を通して感じて

もらった。それを口コミで」といったシナリオだった思いますが，今

や「総県民総メディア」と思っていただいていいと思います。行政の

方は遠慮があるのかわかりませんが，「県民を当事者としてガンガン

動かしていく」シナリオを考えていただきたいと思いました。自分が
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当事者になったら，イベントを開催したとしても参加者の発信だけで

なく，ものすごい広がりをみせる可能性を秘めていると感じました。  

 

＜地域振興課＞  

・ありがとうございます。励ましの言葉として受け取らせていただきま

した。ＩＣＴバザールは企業のブース展示ではありますが，子どもに

も参加してもらえるよう，参加企業にも御協力いただきまして，子ど

も達が学べるセミナーや体験できる取組を進めています。このように

県民が参加できるような仕組みを事業の推進の中でできる限り加えて

いきたいと考えています。  

・県民のひとりひとりに動いて感じてもらうことは，行政としてもあり

がたいお話で，むしろお願いしていきたいことですので，当方として

も遠慮することなく，皆さんに参加を促すなど働きかけてまいりたい

と思います。  

 

＜委員＞  

・デザイン事務所を経営している観点から，クリエイティブについてお

話しさせていただければと思いながらまいりました。「とくしまクリ

エイティブ」プロジェクトを拝見して，力を入れて進められており，

とても素晴らしく思います。私もとくしま産業振興機構でよろず支援

拠点コーディネーターをしている関係で，担当者が一生懸命いろいろ

と企画されているのを目の当たりにして，がんばっていることを肌で

感じています。一方で，クリエイティブという枠組みの中にデザイン

も入っているかと思いますが，デザインというものについて，クリエ

イティブという枠組みにかぎらず，コミュニケーションという枠組み

でも活用いただけたらと思います。  

・さきほどほかの委員がおっしゃったことと少しつながってくるのです

が，デザイナーは「難しいことをいかに分かりやすく伝えるか」を日

々考えています。物事の本質をとらえて，単純化して，伝えたい人に

伝わるようにすることを「見える化」するプロです。  

・例えば，２０２０年に小学校で必修化するプログラミングですが，プ

ログラミングに対する教育は充実していくと思いますが，プログラム

を正しく使ってもらうにはどういうインターフェイス（見た目）にす

ればいいのかといったことや，出来上がったプログラムの良さを人に

伝えるには何をアピールすればいいのか，どんなプレゼンテーション

をすればいいのか，その資料をどうやって作っていくのか，など，人

に触れる，伝えるといったコミュニケーションをする場面で必ずデザ

インが必要になってくると思っております。  

・そのほかにも，徳島県高校生ビジネスアイディアコンテストで高校生

のプレゼンテーションを拝見する機会があるのですが，上手にパワー
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ポイントを使うスキルがあるにもかかわらず，どう伝え，どう見せる

かといった部分か置き去りされていると感じます。  

・とくしまクリエイティブプロジェクトの取組を通じて，徳島のクリエ

イターやデザイナーの輪が出来つつありますので，その方々の能力を

活用していっていただけたらと思います。ぜひ，徳島県独自の取組と

して，教育の現場に限らず，今日のような会議の資料を見やすくする

ための工夫といった場面などでもデザイナーを活用して，伝えるとい

う意味でのデザインを取り入れていただければと思います。  

 

＜企業支援課＞  

・デザインについてのプレゼンテーション力などのお話をいただきまし

た。毎年，県ではデザインフォーラムを開催しておりまして，一つの

企業では出来ない製品開発に至るまでのブランディングや広告をもの

作りという観点から作り上げて，皆さんの前で発表しています。お話

をいただいたソフト的な部分でのデザインの活用について，新たな要

素として加えさせていただけたらと思います。  

・また，とくしま産業振興機構において，若手の人材育成として，４K，

アニメといったコンテンツの養成講座をたくさん開催していますの

で，若手人材をもっともっと育てていくとともに，発表の場というも

のも作ってあげていきたいと思っております。御支援よろしくお願い

いたします。  

 

＜委員＞  

・さきほどとくしまフリーWi-Fi のお話がありましたが，私たちも参加

させていただき，今年取り組みました。四国放送の「ゴジカル」とい

う番組でもＰＲさせていただきまして，ＮＴＴ西日本として県内で設

置している Wi-Fi のアクセスポイントは８００ほどありますが，その

うち４００弱のアクセスポイントがとくしまフリーWi-Fi プラスとし

て参加いただきました。今後もがんばっていきたいと思っております。 

・これまで空港の国際便やクルーズ船を誘致してインバウンドの増加に

取り組まれていますが，今後ウェイクボードの大会やラグビーＷ杯の

キャンプ地誘致やオリンピックのホストタウン誘致など国際的なイベ

ントが続きます。これまで通過していたインバウンドが，県の皆さん

の努力もあって少しでも長く滞在してもらえるようになると期待して

います。来日した外国の方が言語や文字で苦労されている場面でＩＣ

Ｔが次のフェーズで考えていけたらいいのかなと思うのが１点目で

す。  

・また，先ほどスマートフォンや Wi-Fi のデータを用いた動線分析でビ

ッグデータ化してというようなお話がありましたが，スマートフォン

を用いると既存のものでデータを取れるのですが，毎日充電しなけれ
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ばならないという端末側に都合がありますし，月に数千円の費用が発

生しますので普及するにも限界があります。例えば，高齢者の見守り

などではセンサーをつけるというのがありまして，小さいセンサーで

すがバッテリーは２年，なかには１０年もつものもあります。消費電

力が小さく，LPWA を用いて飛ばすデータもわずかなものです。先ほ

どＩｏＴプラットフォームのお話をされていましたが，そこに集まる

ネットワークの拡張も一緒になって検討していきたいと思っていま

す。  

 

＜丸山会長＞  

・Wi-Fi も面的に広がっていて，使いやすさの面で認証連携もやってい

ますので，是非ともこれからもよろしく利用面でのご協力をお願いい

たします。  

 

＜委員＞  

・私はこの会議に参加させていただく度に，徳島のオンリーワンや VS

東京の部分を勉強させていただくことができて，とてもありがたいと

思っています。今年も資料を読むのがたいへんだと思いながら読ませ

ていただいたが，よく考えると，読むのもたいへんな資料は間違いな

く作るのはその何百倍も力をかけていただいているわけで，知事のお

話で働き方改革にふれていましたが，それと両輪で，働き方改革も進

めながら，この戦略も進んでいくことを期待しています。  

 

＜地域振興課＞  

・資料は当方から各課へお願いして作成いただいており，結構な時間を

要しているものと思います。委員から働き方改革のお話をいただきま

したが，政府，自治体や企業など日本全体がこの流れの中にあり，Ｉ

ＣＴとくしま創造戦略も例外では無いと思いますので，資料作成につ

いて過度な負担にならないよう配慮するとともに，一方で県民に分か

りやすい資料となるよう取りまとめて参りたいと考えています。あり

がとうございました。  

 

＜委員＞  

・この資料をお送りいただく機会も含めて，１年に何度かｅ－とくしま

のプロジェクトに触れるので，時を重ねるごとに進んでいるというこ

とは実感しております。私も事業柄，東名阪で事業拠点が４０に及ぶ

のでテレビ会議システムの導入はいち早くしておりましたし，私ども

の外国語教育の機関ではｅ－ラーニングの導入も早くいたしておりま

した。また，事業内容柄，女性スタッフが７割近くおりますので，テ

レワークも早期に導入しておりました。なので，知らぬ間にＩＣＴが
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身近になっているんだなと感じます。それが知事も非常にお力を入れ

てらっしゃる部分ですし，丸山会長も長期にわたり力強く旗振りをさ

れていますので，外から見たときにかなり進んでおり，レベルも高い

のだろうと思います。ところが，それを私たち県民一人ひとりが，そ

の恩恵や価値を認識しているのかというと，少し残念なところがあり

ます。私は県外に出ることが多いので，外から徳島県を見る機会も比

較的多くあります。その時に「地方が何を失ったか」というと「内な

る自信を失った」と感じます。徳島に帰ってきて市内を走るとサビ付

いたシャッターが目につき，草の茂った文化センターが町の真ん中に

あり，寂れた空きビルが建ち並んでいる景色を目にしてしまう。いか

にＩＣＴ化が進んでいたとても，そういった景色を見せつけられると，

どんどん内なる自信を失っていってしまいます。また，宿泊客数が全

国最低と言う情報も耳から入ってきます。そういう視聴覚的に自信を

そがれる機会がやたらと多いので，ＩＣＴとくしま創造戦略の取組を

県民が自信を取り戻すため方策の一つとして，活用いただけたらと思

います。例えば，働き方改革などでもテレワークは進めやすい環境に

あろうかと思いますし，ｅ－ラーニングしかりですが，これらのこと

で徳島が自信を取り戻す機会があることを知らしめていただきたいと

感じました。  

 

＜丸山会長＞  

・ありがとうございます。皆さん含めて全員の課題だと思いますので，

しっかり自信回復に繋がるよう取り組んで行きたい思います。  

 

＜委員＞  

・資料を拝見したときに，徳島県では非常にたくさんの分野で事業が進

んでいるなと感じました。昨年はじめてこの会議に出席させていただ

き，県の推進状況についてご説明いただいたなかで，私の立場から申

しますと，多くは高齢者や支援が必要な方々に対して，介護支援専門

員自身がこういった情報を知り得ないといけないし，そういった方々

へお伝えするという役割があるということを申し上げましたが，いま

地域では，いわゆる団塊世代の方々が地域デビューという形でサーク

ル活動や NPO 活動をされています。特に，その方々が活発に動き始

めている地域では，いろいろなＩＣＴを活用して情報にアクセスし，

逆にその方々が情報を地域に発信しています。そういった中で，支援

するものが取り残されないように，自らのアンテナを高くして，こう

いった情報を知らなければいけないと感じています。  

・特に県庁所在地から離れている南部地域や西部地域の方々が情報を知

り得るためには，県のホームページもさることながら，まずは在住の

市町村の役所，役場へアクセスし，そこから広がって県全域の情報を
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知るという状況にあります。  

・先ほどＩｏＴプラットフォームの資料にありましたが，こういった様

々なプロジェクトの情報へのアクセスに関して市町村との連携はどこ

まで進んでいるのかという目線で拝見したとき，よく理解が出来なか

ったので教えていただければと思います。  

 

＜地域振興課＞  

・ＩｏＴプラットフォームの市町村との連携について資料中にもありま

すが，このプラットフォームを市町村にも開放していくこととしてい

ます。平成３０年度の予算事業として整備を進めていくことになって

おり，県としてもぜひ市町村に使っていただきたいと考えております。

個々にお話しをして，手を上げていただく形にはなりますが，県と一

緒にやりたいという市町村にはぜひ使っていただきます。その際には

市町村の取組を引き出す形で進めていきたいと考えております。  

 

＜委員＞  

・手をあげていただければというお話でしたが，そこは積極的に進めて

いただきたいと思います。市町村に限らず，地域で様々な団体の方々

が利用できるようにお願いしたいと思います。  

 

５．閉会  


