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平成３０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３１年３月１３日（水） 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．副知事あいさつ

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) ＩＣＴ（愛して）とくしま創造戦略（ビジョン編）の改訂について

＜事務局説明＞

「議題ⅡＩＣＴ（愛して）とくしま創造戦略（ビジョン編）の改訂について」に

より説明。

(3)意見交換

＜丸山会長＞

・それでは，これから皆様のご意見をお伺い致しますが，既に委員から，

メールで，教育委員会のｅ－ラーニングについてご質問を戴いており
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ますので，まず委員から発言をお願い致しします。

＜委員＞

・教育委員会のｅ－ラーニングシステム，また，特別支援学級のコーデ

ィネーターについて，３点質問をさせていただいています。

・まず，特別支援教育に関するｅ－ラーニングの活用についてです。

アンケート結果やＨＰ「特別支援まなびの広場」の内容を見ても充実

しており，取り組みとしては大変良いと思いますが，学校現場では，

特別支援コーディネーターや支援学級担当しかこのサイトの存在を

知らないという実情があるかと思います。

これだけの内容を，いかに通常学級担任にも使えるようにするかが課

題であると考えているのですけども，コーディネーターが機能を果た

せない実情も大きな課題の一つではないでしょうか。というところが

１点目です。

上記の課題に対応する取り組みが，３１年度における取り組み予定に

ある「各学校における校内研修等での活用」になると推測しますが，

コーディネーターの役割が肥大して忙しい中，うまく機能するかが疑

問です。原因の一つとして，特別支援コーディネーターが専任ではな

くて，支援学級担任を持ちながらコーディネーターの役割を担う兼任

制があるのではないかと思っております。

・２点目に，「英語能力判定テスト」実施による指導改善ＰＤＣＡサイ

クル構築についてです。中学１年生のリスニング正解率は８０％で，

良い結果と思っておりますが，読解の正解率が６０％と振るわない理

由は何でしょうか。音声中心に指導して，小学校の成果がリスニング

の結果であるならば，小学校の英語の現在の課題は何だと考えておら

れますでしょうか。また，その課題の解決の方策はありますでしょう

か。中学校英語については，どうお考えでしょうか。

・最後の質問になります。城ノ内中学・高等学校でのＣＡＬＬシステム

を活用した実践的な英語学習についてです。城ノ内中学・高校でのシ

ステムについての課題は何がありましたでしょうか，というところ

と，他校でのシステム稼働率の成果はいかがでしょうか。他校のＣＡ

ＬＬシステムは古くて活用していないところがあると聞いておりま

す。また，使い方を知らない英語教師もいるようです。他校システム

については，更新する費用がかかるのであれば，タブレット等を導入

して，代用しながら同じような成果を残せないでしょうか。という３

点の質問です。よろしくお願いします。

＜教育委員会＞

・学校教育に関する貴重なご意見を何点かいただきました。ありがとう

ございます。それでは，状況につきまして，ご説明させていただきま
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す。

・まず，特別支援教育に関するｅ－ラーニングの活用についてです。教

育委員会では，特別支援教育に関するｅ－ラーニングを，学校全体で

活用できるよう，各学校長をはじめ管理職の研修において周知し，各

校の校内研修での活用の依頼をしております。それから，特別支援教

育に関する研修においては，事前研修としてｅ－ラーニングを設定し

て実際に取り組んでもらい，良さを実感していただいて，校内研修で

の活用に広げているところです。特にこのたびの特別支援教育に関す

るｅ－ラーニングは，スマートフォンやパソコンから簡単にアクセス

できて，気軽に利用でき，通常学級担任が，特別支援教育の意義や，

指針を学びやすいようにクイズ形式で取り組めるよう工夫するなど，

誰もが負担無く取り組めるように努めております。委員からお話のあ

りましたように，よく知られていないということですので，今後，学

校全体での取り組みが進むよう，しっかりと周知に努めて参りたいと

考えております。

・次に，小学校の英語教育に関するご意見がございました。現在，英語

の教科化に向けまして，専科教員が増員されております。専科教員が，

英語の専門性を生かして指導にあたることがとても意義が大きいこ

とは我々も認識しておりますが，一方で学級担任が指導に当たること

で他教科との関連が深い指導や，児童のコミュニケーション活動を円

滑にでき，高い教育効果が得られること，も認められております。こ

のようなことも踏まえて，中学校英語の免許を取得し，英語教育の専

門性を高めている小学校教員が，いまどんどん増えてきており，今後

は専科教員と学級担任に加えてＡＬＴ等がそれぞれの専門性を生か

して協力して指導に当たることで，よりいっそう小学校の外国語教育

の充実を図って参りたいと考えております。また，読解力をつけると

いったことのご意見をいただいておりまして，現行の，小学校学習指

導要領は，読解力のベースとなる英語の熟語や単語の読み書きといっ

た目標設定がなされておりません。２０２０年度からの新しい学習指

導要領におきましては，高学年において，読むことの目標が設定され

ておりまして，基礎的な文字，筆記や語句が認識できるよう指導する

こととなります。英語をある程度読めるようになることは，英語学習

へのさらなる動機付けとなり，中学校以降の英語学習への円滑な移行

を促進することが期待できると考えておりますので，読解力の育成に

関しましては，特に中学校での指導が非常に重要と考えております。

そこで，現在，中学校の英語科教員におきましては，バランスのとれ

た英語力の育成を目指し，授業改良を進めているところであり，引き

続きしっかりと取り組んで参りたいと考えております。

・最後に，ＣＡＬＬシステムに関しまして，タブレット等の導入のご提

案がございました。県立高校では現在，生徒用タブレットの導入はい
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たしておりませんけれども，県内市町村においては，児童生徒用のタ

ブレットを導入し，英語学習等に活用している小中学校もあり，英語

をより身近なものとする取り組みとして活用されているところです。

今後，導入の成果や，課題について，他県の事例も参考にしながら，

導入して参りたいと考えておりますので，よろしくお願いしたいと思

います。以上です。

＜委員＞

・まずは，非常にたくさんの資料を送っていただいて，２２もあるプロ

ジェクトの一つ一つが多くの内容を含んでいて，それらがすべて○以

上，◎も半数以上ということで，すごい成果が出ているということが，

数の上からも簡単に想像がつきます。担当されていた方はもちろんで

すが，県をあげて，非常に大変であったろうと思い敬服いたします。

・私は，新産業・新サービスというところで意見を述べるべきかと思い

ますが，この部分の進捗評価からすると，◎が４つ，○が３つとなっ

ています。半数以上が◎なのですが，○のところがなぜ○なのかと見

たところ，一つは，「デジタルを活用するアクティブシニアが溢れる

まちづくり」というプロジェクトです。資料を見ますと，目標に対し

て実績が大きく増えた，２月１８日時点で５０件の活動を実施してい

て，年度内の見込みも５０件であると，それから，セミナーの開催数

も想定を大きく上回る見込みであると，表現されています。このよう

に，見込みを大きく上回る状況であるにもかかわらず，なぜ◎ではな

く○なのかというのが一つの疑問です。

・それから，もう一つ○となっているのは「地域防災等対応システムプ

ロジェクト」です。こちらの方はいったん（徳島を）離れて全国展開

されているようなので，これをどう評価していくのか。○とか◎とか

の評価を，どういう基準でやっていくのかをお聞きしたい。

・新しく３０年度から入ったＩｏＴに関しては，まだこれからというこ

とで○になるのかと思いますが，これら２点の評価基準についての疑

問があります。

・もう一つは，ビジョン編の改訂で，５Ｇを盛り込むということですが，

本県はケーブルテレビ網で全国屈指のブロードバンド環境というこ

とですが，全国的な流れは，世界的にも，ワイヤレスの時代になって

きています。５Ｇはもちろん，たとえばブロードバンド，テレビ放送

にしても，引き込み線のところではもうワイヤレス化するというとこ

ろに移っているようです。四国でも愛媛ケーブルさんがやられていま

すので，先日聞いてみると，「コストダウンがものすごいんだ」との

こと。光ファイバーを敷設するのに比べて５％，２０分の１くらいの

コストでまかなえ，それだけコストが安くつくと，メンテナンスもも

ちろんですが，いろんな応用が効きます。たとえば広告を打つにして
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も安くすむでしょうし，新しくブロードバンド引くにしても簡単にで

きる可能性が高くなりますから，そういった方向に進めていくと思い

ますが，徳島県としても，四国で１番，２番という，せっかく全国に

先駆けてブロードバンド環境ができているので，これを維持できるよ

うに検討いただきたいと思います。以上です。

＜丸山会長＞

・評価のポイントについて，事務局から説明をお願いいたします。プロ

セスとしては，事務局から提案があって，最終的に○，◎等を決める

のは，この会議でございますので，非常に良い点をご質問いただいた

と思っております。

＜地域振興課＞

・「デジタルを活用するアクティブシニアが溢れるまちづくり」という

プロジェクトが，なぜ◎ではないのかというご質問に対してですが，

これは，高齢者がタブレットやＩＣＴを使って，生き生きとしたまち

づくりをすることを想像してプロジェクトに選定したもので，ＫＰＩ

としては満足しているものですが，元々の目的としていたＫＧＩに対

して，高齢者が美波町の古い町並みを回って，お茶を飲みながら，地

域で縁側に座ってお話をしながら写真を収集して，その写真を，スキ

ャナで読み取ったり，登録作業をするというような，イメージでいた

のですが，そこまでの活用がなかなかできていない。高齢者自身が十

分に活用しきれておらず，ＫＧＩは達成していないという意味で，○

にしています。

・続いて，地域防災等システムについてです。このプロジェクトはご存

じの通り，県，四国放送，日本テレビ等がコンソーシアムを組んで，

総務省の実証事業としてスタートし，その後一般社団法人が事業を引

き継いで，その間，美波町阿部地区で実証事業を継続し，その後，一

般社団法人が仕様書をまとめたところで，平成２５年９月に解散し

て，今はケーブルテレビ事業者が中心となったテレプラ機構が実証事

業を継続しています。今もなお，実証事業を継続しているという点で，

このたびは○とさせていただいています。以上です。

・続きまして，５Ｇ関係についてお答えさせていただきます。５Ｇにつ

きましては，秋頃からフルサービスということで，総務省の方で周波

数の割り当てを行うということで，各事業者から申請が出ている状況

です。これにあたり，県内で５Ｇ実装を進めている各事業者の方と，

それぞれお話し合いをさせていただいています。思いとしては，県内

で，可能な限り基地局を設置していただきたいということです。５Ｇ

は，今までのＬＴＥと違って，電波が遠くまで飛ばないという特性が

ございまして，やはり基地局は光ファイバーケーブルで結ぶ必要がど
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うしてもありますので，光ファイバーケーブルが無いところに５Ｇは

来ないということもあります。徳島県としての優位性はここで発揮さ

れていくのかなというふうに思います。

・５Ｇにつきましては，ＬＴＥのように，いずれはスマホにとなってく

ると思うのですけども，まず展開の仕方としては，プロジェクトがあ

るところに基地局を開設していくいう形で周波数を割り振って，総務

省に申請していく形になっていますので，引き続き光ブロードバンド

環境が形成されている利点を生かして，５Ｇの実装についても事業者

と連携して取り組んで参りたいと思っております。

＜委員＞

私の担当は行政サービスということになっていますので，まずそちら

から質問させていただきます。

・「⑬徳島県総合地図提供システム」で，評価としては◎になっている

のですけども，このシステム，災害時にも利用できる取り組み，とい

うか，それがメインなのかもしれませんけれども，いろいろなところ

で当然利用できるわけですけれども，継続的利用という面では，今ど

のように活用されているのでしょうか，ということが，まず１点です。

・もう１点は，ビジョン編にも関わってくるのかもしれませんけれども，

政府の方で，データの利活用という話が強く進められています。現在

できているプロジェクトというのは，まあ確かにいい評価が得られて

いて，それは事実で，成果も得られているんですけども，これをさら

に，どのように持って行こうとしているのか。オンリーワンというと

ころがデータ利活用では多いですので，徳島の特色を生かしたデータ

利活用というのは，どういった方向を考えておられるのかということ

をお聞きしたい。まずはその２点について，お願いいたします。

＜電子行政推進課＞

・徳島県総合地図提供システムの運用状況について，ご説明させていた

だきます。このシステムは，平成２５年に開発をいたしまして，現在，

防災情報をはじめ，都市計画，在宅支援，診療所の情報等，２５種類

の情報を地図情報として発信しております。運用実績としては，３０

年度の平均で，１月あたり約４１，０００アクセスあるということで，

認知度が高まってきているのではないかと思っています。このよう

な，情報を発信して，見ていただくという形での活用をしております。

以上です。

＜委員＞

・その４万アクセスなんですけども，どのように活用されていて，どう

評価されているかというのは，調査はされているのでしょうか。
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アクセスが多いということは，確かに，よく利用されて認知度が高い

ということは言えると思うのですが，それがどれくらいの満足度があ

って，かつ，有効に利用されているのかというのは全くわからない。

＜電子行政推進課＞

・アクセス数に対応して，どのようなレスポンスといいますか，評価を

受けているかについてですが，利用者アンケートを，今年度実施して

おります。賛否両論のご意見をいただいており，これを参考にしなが

ら，より活用していただきやすいサービスとして提供したいと考えて

おります。

＜委員＞

今後も発展していくということですね，わかりました。

２点目のデータ利活用については，どうでしょうか。

＜統計データ課＞

・オープンデータの活用についてですが，徳島県では，オープンデータ

ポータルサイト「ＯｕｒＯｐｅｎＤａｔａ」におきまして，県や市町

村等の情報をオープンデータ化して公開しています。今年度は，庁内

の行政保有データの棚卸しを行い，新たに１３５件のデータについて

順次公開しているところであり，公開データのさらなる充実を図り，

様々なデータと組み合わせて活用していただくことにより，民間企業

等による新たなサービス創出を促進して参りたいと考えております。

・また，こうしたデータの公開に加え，官民データの利活用について，

県民に知っていただくフォーラムや，民間企業を対象としたデータ活

用方法を学ぶセミナーの開催等，データ活用の有用性の普及啓発にも

取り組んでいます。

＜委員＞

・もう２つほど質問があります。これは行政サービス（分科会）とは関

係しないですけども。まずＩｏＴ関係のことです。ＩｏＴに関しての

取り組みは，この１，２年の動きということで，これから進んでいく

のだろうと思うのですけども，この取り組み資料の中で，書かれてい

ることは，どこの県でもやっているというか，国でも模範的な例とい

うか，サンプル例に書いてあるようなことを一応やっているような取

り組みになっているんですけれども。徳島として，これから，何に重

点を置いてＩｏＴを進めていこうという考えがあるのでしょうか。

・もう１点は，今日の説明で，ＡＩで会議録を，自動の文字起こしをし

ますということを，かなり力を入れてやられたんですけども，それは

なぜなんでしょうか，という話です。なぜというのは，どうして，Ａ



- 8 -

Ｉと文字起こしという話を中心的にされたんでしょうか，ということ

なんですけども。ニュースにも取り上げられていましたから，大きな

インパクトがあるということで取り上げられたのかなとも思います

が，なぜそこを大きく取り上げたのかというのを，お願いします。

＜地域振興課＞

・まず，ＩｏＴにつきまして，重点化をどう図っていくのかでございま

すが，まずはスマート農業はじめ，鳥獣害対策といった分野に活用を

図っていくと。それから大きなところではインフラの管理。路面管理，

ダム等の管理についてもＩｏＴの活用を図って参ります。また大きい

とらえ方になりますが，過疎地域をはじめとした中山間地域におきま

す課題解決，見守りとか，買い物支援，移動支援といった中で，Ｉｏ

Ｔの活用が図れないかというところで，進めて参りたいと考えており

ます。

・続きまして，ＡＩの簡易要約でございますが，県，市町村もそうだと

思いますが，会議が非常に多いということで，文字起こしというのが，

職員にとって相当の時間を要する要因です。働き方改革を推進するに

あたって，ＡＩ要約を導入することは，非常に効率的であるというこ

とで，実装によって効果が生まれているもので，ここで紹介をあえて

させていただいたところでございます。

＜委員＞

・ＡＩの文字起こしは技術としてはかなり前からあって，必ずしもＡＩ

に依存しているものでもないので，ちょっとどうかな，という疑問が

あったというのが質問の趣旨なんですけれども。

・もう一点のＩｏＴのほうは，全国でも進めていますので，ぜひ，徳島

でオンリーワンとしてのＩｏＴの利用を考えていただいて，進めてい

ただければありがたいと思いますので，ご検討ください。以上です。

＜委員＞

・徳島の課題である高齢者について，一番問題になっていることが，い

かにしてシニアにいきいきとした暮らしをしてもらうか，ということ

で，やはり高齢者がＩＣＴを活用して，いかに社会と関わるかが大事

だと思います。

・それで，近い将来にあるキャッシュレス決済であるとか，そういうこ

とに関して，やはり私も，私の家族も含めて，非常に抵抗があるんで

すね。それがいかに抵抗が無く，徳島の高齢化した中小の店舗経営者

や，お客が，スムーズに対応していくかということが，e-とくしま推

進県としては，非常にやりがいがあることではないかと思うのです。

そこは高齢者が暮らしやすいまちづくりという意味で，大切なのでは
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ないかと思います。

・今，まさに地震があったんですけども，この地震情報を私，思わず

YAHOO ニュースで見たのですけども，実はこれは徳島の発信してい

る地図情報システムとか，すだちくんメールであるとかそういったも

のを皆さん利用するべきで，今回の地震で，地図情報システムにどの

くらいアクセスがあったのかというのを，検証してみると皆さんがど

のくらいそれを頼りにして利用しているかという，地図情報システム

には，避難地とかそういうものが全部あるんですけれども，それをぱ

っとみんなが見るようにはたぶんなっていないと思います。

・特に高齢者では，スマホより，パソコンがいいという人もたくさんい

るので，パソコン対応のソフトウェアも開発していく必要が同時にあ

ります。

・メルカリで出品する高齢者が，スマホは抵抗があるけれどもパソコン

ではやりたいと言って，そうやって社会と関われるということがお金

を儲けるよりも生きがいになると言われているということが，つい最

近のニュースでありました。やっぱり先ほど言われていたあちこちの

家を回って古い写真をもらってお茶飲みながらと言うスタイルとい

うのは，実は高齢者は望んでいなくて，もっと活気のある関わり方を

望んでいるのかと思います。

・○とか◎とかいう成果測定についても，目標値ではなくても，全国と

比べてどうなのかということも大事だと思うので，人口の少ない徳島

県の中で，割合的に高齢者がＩＣＴに関してうまく活用している割合

を調べると，徳島はすごく上位というのも，一つの，徳島県の弱点を

生かしたアピールポイントになるのではないかと思うので，そういう

風な利用の仕方というのを，もっとサポートすることも，大切なのか

なと。学び直しも含めて，高齢者がいきいきと，社会と関わっていく

方法について，ＩＣＴと絡めて，興味関心を持っていただきたいと思

います。

＜地域振興課＞

・今お話しいただいたプロジェクトではございませんが，高齢者の満足

度は非常に重要と思います。今後施策展開する上で，そこを念頭に置

いていきたいと思います。

・一つ，消費増税対策といたしまして，プレミアム商品券，ポイント還

元，マイナンバーカードのプレミアムと３つが実施されていきますけ

れども，商品券は別といたしまして，キャッシュレス決済，ＱＲコー

ド決済がベースになってくるということで，やはり不慣れな高齢者が

多いと思います。市町村や商工団体，基本は市町村が主体となって行

っていくんですけれども，県としても，高齢者に対しての配慮がいく

ように，市町村とも連携して事業を進めて参りたいと考えておりま
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す。

＜委員＞

３つほど質問させていただきたいと思います。

・我々委員はプロジェクトの資料をたくさん送っていただけるので，わ

かっているんですけれども，身体障害者向けの「時間と場所に制約さ

れない…」というプロジェクトでも，関係の方にはみんな周知されて

いるんでしょうか，というのが一つの質問です。せっかくこういうい

いものができているのに，関係者の方がそれを周知されているのかと

いうこと。その他にもいろいろな素晴らしいプロジェクトがあるの

で，そういうのも周知ができているのかということが１点。

・それと，サテライトオフィスが，６４社，徳島県に来ているというこ

とで，このサテライトオフィスが来ているところと，地域の皆さん方

との関係性というのは，どのような効果が出てきているんだろうか，

ということが１点。

・それともう１点は，非常に，質問しにくいんですけど，進出してきた

６４社で，撤退したところはないんでしょうか。

この３つをお聞きしたいのですが。

＜地域振興課＞

・まず１点目の，「時間と場所に制約されない…」プロジェクトにつき

まして，関係者の方に周知されているのかどうかというところにつき

ましては，申し訳ありませんが，その関係の情報を持っていませんの

で，また，しっかりと確認をしたいと思います。

＜地方創生推進課＞

・サテライトオフィスプロジェクトですけれども，開始して約７年がた

ちまして，現在１２市町村に６４社が進出しています。進出企業にお

いては，即戦力のＩＣＴの技術者が確保できる，魅力溢れる自然環境

の中で，創造力をかき立てられることで，企業の成績が順調に推移す

るなど，進出当初に考えていたことが，ある程度実現できているとお

聞きしています。また，地域との関係ということなんですけども，サ

テライトオフィスの社員の皆さんは，豊かな自然環境の中で，充実し

た余暇を楽しむ一方で，地元の小中学校への出前講座をしたり，電子

工作教室等にも取り組んでおられ，それぞれの知識や技能を生かして

地域に貢献していただくとともに，地域のお祭りですとか，田植え等

々の地域の行事にも参加していただいて，地元の皆さんとの結びつき

を深めているところです。

・また，地元の企業さんとの連携にも取り組んでおり，ＮＰＯの方とか，

地元金融機関の皆さんとも連携を図りまして，それぞれの地域で活動
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をしていただいているところです。

・進出企業の撤退についてのご質問ですが，サテライトオフィスは，固

定資産等がないところもあって進出しやすい反面，撤退もしやすいと

いうことで，撤退した企業も数社ございます。地域とのつながりを生

かして，地域に定着できるよう，支援しておりますので，今後も引き

続き地元の方と協力しながら，受け入れ体制の充実に努めて参りたい

と思います。

＜委員＞

・撤退は数社ですか。私の知る限り他県と比べたら，定着率がいいとい

う感想です。以上です。

＜丸山会長＞

・ＪＣＩがやっています「時間と場所に制約されない…」プロジェクト

は私自身注目しております。その会社，猪子社長がやられていて，ア

クセシビリティ関係の技術がかなり強く，認定機関としての資格を持

ち，多くの会社，公的機関等のホームページを検証しております。私

がＪＣＩのプロジェクトの進捗を見ている指標は，売り上げが伸びて

いるかということで見ています。現在，順調に売り上げが伸びており

ます。ＪＣＩは，営業部門を持っており，営業活動により売り上げを

上げており，認知度的には低いかもしれませんが，すごくしっかり経

営されていると思います。

＜委員＞

資料を見て，すごいと思ったんですよ。 ぜひ，一般企業にも受検し

てもらって欲しいですね。

＜丸山会長＞

先進的な企業はご参加されています。

＜委員＞

先進的な企業にはどんどんやってもらいたいと思います。

＜委員＞

・年度末にこういう風に進捗をまとめていただいて，目を通すんですけ

ども，毎年この会議に来させていただいて，いろんな取り組みを，こ

こで初めて知るものも多くてですね，素晴らしいなとか，面白いなと

か興味を持って見ているんですけども，結果がこう，○，◎となると，

ちょっと無機質なというか，努力して，こういうことがあって，これ

を乗り越えて○や◎の評価になったんだよというのは，資料には現れ
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てきませんので，全体的に質問させていただきたいのですけれども，

このプロジェクトの中で，まだ解決策を見いだせていなくて大問題だ

と認識されていることだとか，これは引き続き課題なので，もっと力

を入れて取り組んでいかないといけないな，と認識をされているトピ

ックスを挙げていただきたいと。うまくいっているな，よかったな，

とすーっと入ってきてしまうんですけども，そんなことはないだろう

というのが正直なところでして，そこのお話を聞かせていただけたら

と思います。

＜地域振興課＞

・プロジェクトについては，個別のプロジェクトごとに，それぞれ実際

の原課の担当がいて，それぞれの資料にも現れていない課題で，担当

者が思っていることは数限りなくあると思います。逆によくできてい

ることもあるかと思います。プロジェクトについては，県庁の仕事が

非常に多数ある中の，氷山の一角というか，水面下では非常に多くの

事業がある中の，そのポートフォリオとして，選んでみたのがこれ，

ということでして。問題は氷山のように水面下に沢山隠れてはいま

す。すべて説明することは難しいですが，事業ポートフォリオとして，

全体として個別のプロジェクトごとに，毎回ＣＩＯが年３回くらいヒ

アリングして，どうだこうだと改善をしてＰＤＣＡを回しているとい

う状態ですので，全体として，ある程度いい方向には進んでいるとい

うことです。説明にはなっていませんが，そういうことでご了承いた

だければ幸いです。

・一例だけ，紹介させていただきます。「⑮市町村クラウドシステム推

進プロジェクト」でございます。市町村のクラウド化を進めていくと

いうものですが，５団体においては早い段階でクラウド化が進んだの

ですが，残りの市町村ではその後，ずっと進まず，長い間足踏み状態

でした。総務省から，共同クラウドを進めるようにという話がありま

したが，なかなか進まないということがございました。ここに来て，

県内の３市８町で共同して進もうと，一気に展開して参りまして，こ

れについては，大きな展開が図られたところでして，今後，きちんと

したクラウド化の実現に向かって，しっかりと支援を続けて参りま

す。

＜委員＞

・私の方からは意見が２点，質問が２点，発言させていただければと思

います。

・意見の１点目は，私の娘がちょうど今，北海道に修学旅行に行ってお

りまして。県立中学生です。なんと，「携帯を持って行ってはいけな

い」ということがあり，自由行動もあるのに，道に迷ったらどうする
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のかといえば，「お店の人に電話をかけてもらって聞きなさい」とい

うことになっているそうです。その話を聞いて，もちろん学校現場で

きちんと携帯を使えない，もしくは落としたら困る，ということがあ

るのはわかっているのですが，むしろ，「携帯は使え」と，道具とし

てきちんと使え，課題を解決する道具として使うんだよというような

指導をしてほしいと思いました。先ほど地震がありましたが，小学校

からは児童は無事です，運動場に避難しました，早めに帰宅させます

というメールがありました。すごく安心感があります。何も連絡がな

ければ何もないということなんですけど。前回の会議でも言ったので

すが，うまく使いこなせる人材を育てるという方向で行ってもらえた

らいいなと思います。

・２点目の意見なのですけども，これは全体にかかることなのですが，

資料をお作りいただいて，また新しいプロジェクトも策定されるとい

うことなんですけども，その辺りをうまく周知していく，情報発信を

していくために，デザインの力を利用してほしいと思っています。と

ても良い内容がある中で，それが伝わらなければもったいないと思う

のです。例えば，皆さんご存じだと思うんですけども，ＳＤＧｓです。

ＳＤＧｓは，誰でも，一個人事業主でも，世の中の，例えば「住み続

けられるまちづくり」を重点課題に設定したら，それを発信していく

という形で使ってもいいよとなっています。深掘りしていったらもの

すごい沢山の資料がでてくるのですが，何か県民の皆さんの目に触れ

るところに，プロジェクトの内容であるとか，いろんな書かれている

ことが目に触れるような形で，掲示されるというのもあれですけど，

何かそういう方法を考えることに，デザインの力を使っていただけれ

ばと思います。それで，クリエイティブな人材が活躍できるというふ

うにつながりますし，例えばムービーを作ってこんなふうに進んでい

るんだよ，となったら，目で見て理解が深まることになると思います。

・続いて，質問２点させていただきます。

・あわえのプロジェクトに関してなのですが，アクティブシニアのプロ

ジェクトの立ち位置，他の地域への応用というのはあるかどうか，と

いうところを質問させてください。

・もう１点の質問なのですが，沢山あるプロジェクトの中で，例えば出

てきた課題が，共有されているかどうかということと，各プロジェク

ト間でこれとこれを掛け合わせたら解決できる，といった連携という

のがあるかどうかを教えていただければと思います。

＜地域振興課＞

・携帯についてのお話でございましたけれども，ＩＣＴの人材育成支援

ということでは，ＩＣＴとくしま大賞という賞を設けておりまして，

いろいろな作品を応募いただいています。小学校はじめ，学生さんか
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らも多数応募いただきまして，こういった方々に対して表彰を実施す

ることで，その後の励みにしていただくとともに，プログラミング講

座なども開催して，若いときからこういったものに触れる機会を創出

しております。プログラミングは今後学校の授業でも取り入れられて

いくということですし，この分野は今後も力を入れていく部分ですの

で，引き続き取り組んで参りたいと考えております。

・また，デザインの力をということで，これは委員のおっしゃるとおり，

人の関心を惹きつけて，見てもらう，知ってもらうということは非常

に重要な観点と思いますので，ＩＣＴ創造戦略はもとより，県でもそ

れぞれにおいてその観点を持って行きたいと思います。

・あわえさんのプロジェクトは，グーグルマップ等に，地図をマッピン

グして，歴史を知ったりする流れの中で，高齢者が写真をスキャナで

とったりという活動をしていただくというものです。グーグルマップ

を利用して作ったシステムで，ＧＯＥＮという名前で出しておりま

す。そのシステムを，マップに対して写真があった方が有効なもの，

たとえば，文化財の管理みたいな用途に使ったらどうだとか，そうい

うお話をさせていただいております。システム自体は簡単なので，そ

の使い方次第で応用が利くと。県で成功している事例としては，シス

テムをオープンソースとして，無償で公開すると，横展開がすごくさ

れていると。県のホームページのＪｏｒｕｒｉＣＭＳだったら全国２

００団体以上で使われております。ＧＯＥＮについては，オープンソ

ースではないので，その仕組みで横展開するのが難しく，全体の取り

組みのスキームとして横展開を目指したいところです。

＜丸山会長＞

・お手元の資料では，あわえのプロジェクトシートの１０ページに，川

崎市に展開しているというのが出ています。

・プロジェクトの間できちっと掛け合わせが行われているかということ

については，ＩＣＴ推進本部の中に，私を長とした専門調査会という

ものがあり，都度，いろいろな情報が，お互いに整合性があるかどう

かという視点で見ております。大きなことで横串を通した最適化があ

ったかというと，思い浮かばないのですが，その都度，全体最適の視

点でＰＤＣＡを廻しております。

＜委員＞

・今までの皆さんのお話を聞いて，ここにとくしま「創造」戦略となっ

ていますので，創り出すというか，そっちから入っていくといろいろ

やられていて，◎といった評価もわかるなと，いうふうに思っていま

す。ただ，出席していらっしゃる方とか，一県民が，こういう話を聞

くと，やはりどこか地に足がついていない感があるんじゃないかと。
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このプロジェクトの立つ位置というか，技術用語が最初から出てきて

いますけど，ＩｏＴ，ＡＩ，データの利活用，マイナンバーカードの

活用と，こういったものが技術から入ってきていますので，課題の解

決から入っているわけではないので，そういうまとめ方をするとこう

なってしまうのかなと。別にそれが悪いとは言っていません。課題解

決から入るのは，やはり各原課さんの役割だと思っていますので。そ

ういう意味では，「創造」で，こういう技術を使ってみて，検証する

というアプローチ，これをしっかり，皆さんに浸透した方が。意見的

に言うと，贅沢なものが出てきてしまうのかなと思いました。以上で

す。

＜地域振興課＞

・プロジェクトにつきましては，ご意見いただいたとおり，技術的な要

素が非常に強いというのはございます。

・また本日ご報告し，見直しを行うビジョン編，これについてはまさし

く「創造」していくということで，それぞれ目標分野を掲げまして，

具体的な取り組みを目指していくというものでございます。そのこと

を，一般の方，県民の方々にも理解していただけるよう発信して参り

たいと思います。

＜委員＞

・この会には何年か，継続して出させていただいております。今回気に

なったのは，中身の方ではなく，ｉＰａｄでの資料提供でした。ｉＰ

ａｄで提供されることで，見やすく，拡大を手元でさせてもらえます

から，アクセシビリティについてはとても良くなったと思います。こ

の資料を，ＷＥＢ等にあげるような場合がありましたら，それこそＪ

ＣＩ等に依頼されたとしたら，視覚障害の方が，これをどんなふうに

見ているのか，どんなふうに聞いているのか，あたりもわかると思い

ます。

・今，ＪＣＩの名前を挙げたのは，私は特別支援学校に勤務しているの

ですけども，進路担当でもない一教員なんですが，ＪＣＩのことは，

私以外にも誰もが知っているというくらいの所です。先ほどの心配

（ＪＣＩの存在が周知されているかどうかという委員からの質問）に

ついては，特別支援学校を出て，社会に出て行く子供たちには十分伝

わっていると思います。

＜委員＞

・事前にいただいた資料を見ても，様々な取り組みがあり，知らないと

ころで沢山のことが行われているんだな，と言うのを実感したところ
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です。今まで委員の方々が口々におっしゃっていたように，これが実

際に民間企業等で，これを使って企業が活性化したとか，利益が飛び

上がったとか，人がいっぱい来たという実績が，まだまだこれからと

いうところかとは思いますが，一歩でも，二歩でも，そういうものが

出てきたら，沢山の企業が入ってくると思うので，もう少しＰＲして

いただければいいなと。知らない取り組みも沢山あったので，我々で

さえ知らないのに，民間の方々はもっと知らないんだろうなと思った

ので，せっかくのツールを使っていただいて，徳島が活性化したらい

いなと思いました。

・シニアの方が使うツールもあるんですけども，最初に使おうかと思っ

たときに，いざ個人であったり，企業としても，使っていくとわから

ないことがあったり，意外とランニングコストがかさんだりするの

で，それをサポートする，相談する，ちょっとした使い方でも，今か

らスマホを使うだけでも，うちの母親世代だったら大変だったりする

ので，ちょっと聞けるサポートセンターや，ＳＯＳを出せるところが

あれば，もうちょっと皆さん使いやすいのではないかと思うので，そ

ういう所にすごくお金がかかってしまうので使いにくいというのが

あると思うので，そういう所をバックアップしていただければ使いや

すいという気がします。

・それから，マイナンバーをこれから活用するということもありました

けども，マイナンバーカード自体はただのカードですけど，特定個人

情報と言うことで，重い存在と我々は取っています。使い方によって

は非常に怖い存在ではあるんですけども，今後はどんどん使っていか

なくてはならないということで，次年度からは保険証の代わりに使っ

ていくし，医療情報もどんどん，マイナンバーカードに入るか，違う

カードに入るかは，今ちょっと厚生労働省と総務省のせめぎ合いと聞

いているんですけども，最終的には１枚のカードに入っていくだろう

と思います。そこで個人の健診データだったり，予防接種のデータだ

ったり，いろんなデータが入って参りますので，また違った形のデー

タの塊のようなカードができあがってくる時代になっています。そこ

と，せっかくこうして下準備をしているＩＣＴとがくっついていけ

ば，非常に風通しの良い医療の情報伝達ができる気がします。「阿波

あいネット」や患者情報というのは既に始まっています。個々の情報

が色々と盛り込まれるカードができる時代になってきますので，今

後，マイナンバーに入っていくデータが，そことくっついていけば，

色々な企業さんがそれを活用でき，特定個人情報なので危ないところ

ではありますが，自分がどんな薬を飲んでいたかや，予防接種も何年

前にしたかといった，忘れられがちなことがデータ化されてうまく使

っていければいいなと思います。今の仕組みを，プラスアルファして

いただきたいと思っていますので，よろしくお願いします。
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＜地域振興課＞

・サポートセンターについては，基本的にお買い上げいただいたところ

のサポートはつくと思うんですけども，具体的にこれを県に設置する

というのは，なかなか今のところ想定していなかったのですが，ご意

見については，参考とさせていただきます。

・マイナンバーですが，マイナンバー自体につきましては，法律で厳格

に運用を定められておりまして，罰則規定もございます。マイナンバ

ーカードにつきましては，保険証との一体化ということでございます

が，カードは鍵といいますか，カードの中に情報が全部入るわけでは

なく，とはいっても，不安感はついてまわるということでございます

ので，セキュリティ対策につきましては，これまでも国に対して，機

会を捉えて提言したところでございます。これも，利活用をさらに進

めていくということになりますと，この点は注意して参りたいと思い

ます。

＜丸山会長＞

・皆様のご意見を伺いました。議論は尽くされたと思いますので，締め

たいと思います。

５．閉会


