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令和２年度ｅ－とくしま推進会議  議事概要 

 

 

Ⅰ．開催場所，日時 

日時 令和３年３月２３日（火） 午後２時３０分～午後４時２７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）事務局説明 

「議題Ⅰ ＩＣＴ（愛して）とくしま創造戦略の総括について」 

 

「議題Ⅱ 『目指すべき社会』ごとの主な成果について」 

 

「議題Ⅲ デジタルとくしま推進プランについて」 

 

  （２）意見交換 

＜丸山会長＞ 

・ただいま、事務局から発表があった３点について、  

 また、事前に発送している資料についても御意見、御感想をいただけ

ればと思います。それでは、お願いします。  
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＜委員＞  

・今年度は、全ての期間において新型コロナウイルス感染症の影響を受

けて、計画していた事業の多くを中止や縮小をせざるを得ない状況で

した。このような中で、新産業・新サービス分野について、意見、感

想を申し上げたいと思います。  

・特筆すべきはサテライトオフィスの取組だと思います。徳島県、市町

村の施策が集積の大きな推進力となっていて、地域にお金と仕事を取

り込むメリットの大きな事業であり、１６市町村に７４社という成果

は高く評価に値すると考えます。  

・このことは、ＩＴ事業者やデザイナーのような専門性の高い人材を大

都市ではなく地方で採用しようとする動きとマッチしており、今後も

増加が期待できると思います。さらにこの施策を他県に負けないよう

に努力して欲しいと思います。  

・これまでは、地元にない、あるいは競合しない、業種を選んで誘致し

てきたと思いますが、逆に地元事業者のニーズを把握して誘致してい

くことで、新たな融合産業の創出を行うことや、地元の高校生や大学

生のニーズを把握して就職先として選びたいと思うようなサテライ

トオフィスの魅力発信を期待したいと思います。  

・また、徳島市から比較的往来がしやすい、阿波市であるとか上板町、

板野町、藍住町といった吉野川北岸の日当たり良好地帯。こういった

ところにもサテライトオフィスが開設されるように推進していただ

きたいと思っています。  

・また、とくしまクリエイティブプロジェクト。これは目標値を事業者

数としているときに、実績が設定値となることを見込んで、◎になっ

ていると思います。取組内容を見ると、実はコロナの影響を受けて特

に今年度、クリエイティブ産業育成事業の４割しか実施できていない

ということになっています。仕方がないことかもしれませんが、  

ＫＰＩだけで◎と判断するのではなくて、育成事業としてどうかとい

うことが重要だと思います。その中でクリエイティブ人材育成は、  

４つのうち３つが中止となる中、ひとつひとつを工夫しながら行おう

としているところは評価したいところです。どのような状況であって

も人材育成というのは、ストップしてはいけないという発想で、場所

や人数を増やすなど工夫しながら、できる方法を考えていくことが重

要であると思います。  

・それと少し細かな話ですが、昨年、私から指摘させていただいた小中

学生向けの科学体験講座。県立総合大学校本部が主催しているこの取

組について、資料の上では、人材育成のところに表記がありますが、

その後の進捗状況のところには記載がありません。今年１月に実施を

いたしまして、実績があると思います。もうひとつ四国大学が県と取

り組んでおりますＴ－ＬＡＰ。こちらも人材育成に貢献していると思
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いますから、これも県の事業の一環ということで、広報していただく

と県民の皆様にお伝えできると思います。以上です。  

 

＜Society5.0 推進課＞  

・県外から企業に来ていただいて、テレワークだけではなくて地元企業

と協力し合って新たなイノベーションを創出していくということが

重要になってくると思います。来年度、市町村、地元企業、サテライ

トオフィスとして進出してくる企業が連携しやすくなるような事業

を実施する予定でありまして、このような事業を通じて、地元雇用や

新しい産業の創出に繋げていきたいと考えています。  

  

＜企業支援課＞  

・強い経済と県民の雇用の創出ということで、Society5.0 推進課と協働

して、製造業、情報通信関連産業、サテライトオフィス、この３つの

柱で県内外からの新たな立地、企業誘致を行っているところでござい

ます。  

・それで全国屈指のサテライトオフィスの誘致に繋がることによって、  

まずは若い方々に、都会まで出て行かなくても、最先端の職種がある  

ということを、教育担当課を通じまして、県内学生の方に知っていた  

だいたり、芸術人材につきましても、今年度は残念ながら開催できな  

かったのですが、全国からのファン層が集まるマチアソビというイベ  

ントの場面を通じて、小中学生の方々にデジタルアートであるとか、  

芸術産業を、まずは身近に触れていただくなど、色々な場面を通じて、 

研修をやっていく予定でございます。  

・昨年の大きな成果として、平成長久館で行っているプログラミング講

座を通じまして、受講者の作品が Nintendo Switch 用ゲームソフト

として商品化されるなど将来を担う人材が育っているところでござ

います。これからオンラインでの講座、リアルでの講座というのを実

施させていただいて、若い方々にも本県のデジタルアート、ＩＣＴ環

境を十分に体験していただきまして、県内への就職に繋げて参りたい

と考えております。 

 

＜委員＞  

・まずいくつか質問させていただいてから、デジタルとくしま推進プラ

ンについて、お話させていただきたいと思います。  

・６ページなんですけども、進捗評価ということで素晴らしい成果をあ

げていると思いますが、２番目の「健康で安心して暮らせる、安全で

災害に強い社会」は◎が５つで◯が２つというのは少し目立ちます

が、特に徳島県で、災害は関心事になってくると思いますが、ここで

◯が２つになってしまっているというのは、どういう理由があるので
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しょうか。◎にできないということで、今後の課題ということになる

と思いますが、いかがでしょうか。  

 

＜とくしまゼロ作戦課＞  

・災害時情報共有システムの利用機関数でございますが、目標値として

１ ,２００機関を設定しておりました。これに関しましては、大きな拠

点病院ですとか、警察、消防、自衛隊に参加していただきまして、実

績は７３６機関となっております。今後の課題といたしまして、小さ

な病院や民間企業に参加していただくということがございますので、

今回は◯ということで設定させていただいております。  

 

＜委員＞  

・もうひとつ質問なのですが、委員からも人材育成ということで、意見

がありましたが、素晴らしいイベントだとか企業が色々やられて、そ

の時点での評価というのは高いと思いますが、人材育成というのは育

ってこそですので、経済でいうと、その人達が就職をして、あるいは

技能を磨いて徳島県にどれだけ寄与していくかということになるの

でしょうけれども、この点について何か評価をされているのでしょう

か。  

 

＜企業支援課＞  

・平成長久館の中に各種講座があり、この中で、ＫＰＩとして独自に満

足度を測らせていただいております。産業人材の教育というのは常に

アップデートしていくものと考えておりますが、その中で、新規受講

者の方が何名企業の就職に結びついたかというＫＰＩは、今のところ

取っておりません。毎年、満足度を評価し、企業の産業人材へのニー

ズに基づいて、講座の内容に変化を加えていっております。  

 

＜委員＞  

・ぜひ就職だけではなくて、素晴らしいイベントなどをされているので、

その人達がどれぐらい徳島に寄与できるようになったのかを長いス

パンで追跡調査を検討いただければと思います。  

・たくさんの報告がありましたが、デジタルとくしま推進プランについ

て、いくつか感想等を述べたいと思います。２７ページにドローンな

ど１０項目を挙げていますが、ある意味で徳島の実情を踏まえた重点

項目と捉えていますので、ぜひ重点的に取り組んで欲しいと思いま

す。ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）という形になると、

ほぼ全てのことが含まれてしまい、なかなか難しいですので、ある程

度、重点項目を選んで行く必要があります。この１０項目は興味深い

テーマになっておりますので、ぜひ重点項目として進めていただけた
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らと思います。  

・また、５Ｇはどのように利用するかが非常に大事ですので、ぜひ世界

を相手に初めて５Ｇを有効に活用したと言える事業を、徳島県で進め

ていただければと思います。  

・加えて、徳島県で医療の問題は従来から言われていることですが、こ

の中で遠隔医療は平成１６年から大きく取り上げられています。  

遠隔医療は新しい試みが出てきております。例えば、徳島県では全国  

に先駆けてＡＩを利用した遠隔診断ネットワークを試験的に立ち上げ  

ています。こういったところも進めてもらいたいと思います。  

  ・最後に、２９ページにもありますが、安全・安心というのは非常に重  

要なテーマであると思います。この中でサイバーセキュリティも非常  

に大きな問題になっています。これもぜひ取り上げていただきたいと  

思います。  

・神戸大学は関西サイバーセキュリティネットワークに協力機関として  

参画しておりまして、地方から非常に評価されており、今、福井県も  

参加しています。徳島県だけで、色々と立ち上げていくというのは難  

しいと思いますので、ぜひそこに入っていただいてサイバーセキュリ  

ティについての事業を進めてもらいたいと思います。会議の中でも、  

どうして徳島県は入らないのと強く言われていますので、ぜひ検討し  

ていただきたいと思います。  

 

＜丸山会長＞  

・ありがとうございます。かなり広範囲にわたって、また、次回のプロ

ジェクトにも関係しておりますので、全て議事録にとどめてもらっ

て、各担当課で対応してもらいたいと思います。  

 

＜委員＞  

・私からは２点です。まず１点目は、すだちくんメールの登録者数や阿

波あいネットの参加施設数が絶対数でいつも記載されているのです

が、これが期待値に対してどれぐらいの割合なのかというのが少し分

かりづらいので、この点も、お示しいただければ分かりやすくなると

思います。  

・もう１点は、資料の３ページのところ、誰一人取り残さないというこ

とが一番大切だと思いますが、誰一人取り残さないというのは誰を指

すのかが分かりづらいと思います。皆さんがどのような形で満足して

いるのかということも、何らかの形で検証していくことも必要ではな

いかと思います。高齢化、障がい、住環境など、色々なところから格

差が出てきて、サービスを受ける機会がなかなか得られないというと

ころから、格差が始まると思います。リモート授業を例にとっても、

住環境によって受講しにくい学生もいたわけで、なかなか全ての人を
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取り残さないというのは難しいと思いますので、具体的なやり方をイ

メージされているのであれば教えてもらいたいと思います。  

 

＜丸山会長＞  

・範囲が広いので、まず、阿波あいネット等の目標値をどのように決め

たのかという点について、どうでしょうか。  

 

＜とくしまゼロ作戦課＞  

・令和２年度の目標値は 45,000 ということで、前年度から 3,000 の増を

目標としております。これに関しましては、チラシ等を配布して個別

に応募してくれた方に対応することや、各事業者からの登録のサポー

トをするということで、目標値を増やしたところです。数値目標に関

しましては県下全域、県民全員が理想的であるとは思っております

が、今のところ年間 3,000 を目標として、これに上乗せするというこ

とで設定しています。  

 

＜丸山会長＞  

・あと、もうひとつの誰一人取り残さないというところの回答をお願い

します。  

 

＜Society5.0 推進課＞  

・デジタル化が進展する中で、どうしてもついて行けないという人が出

てきます。人のデジタルデバイドという部分で、高齢者の方、障がい

者の方、低所得者の方、情報端末を使うことが得意ではない方は、必

要であれば来てくださいという情報発信だけでは、デジタル化の波に

のまれてしまう。そういうことが無いように、身近なところで、寄り

添った形で情報端末の使用方法やデジタルの利便性を伝えていく活

動が重要であるといことで、誰一人取り残さないという大きな目標を

掲げているということでございます。  

 

＜医療政策課＞  

・阿波あいネットの参加施設数について回答いたします。阿波あいネッ

トは基本的に医療機関に加えて歯科診療所や薬局にも参加いただけ

るようになっておりまして、全体の３分の１程度に参加していただけ

れば、ある程度の満足感は得られるのではないかと考えております。

最終的には、医療機関であれば２００～２５０施設、歯科診療所と薬

局を合わせますと５００施設程度を目指していきたいと考えており

ます。  
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＜丸山会長＞  

・誰一人取り残さないというのは、かなり抽象的ですが、やってみて、

眺めてみて、高齢者の方などをサポートしていくというのもひとつの

方法であると思います。プログラミングの方法でアジャイルというの

もあるようですので、やりながら視点を増やしていくことは良いこと

だと思います。  

 

＜委員＞  

・１７ページにある新産業・新サービス分野の主な成果というところに

ついてコメントさせていただきます。「ニューノーマル阿波おどりの

祭典」と「とくしまニューノーマル映画祭」については、私が司会を

させていただきました。これに関しての感想ですが、「ニューノーマ

ル阿波おどりの祭典」については、県外の会場と中継を繋いだが、ト

ラブル無く、スムーズに司会が行えたので、今後も続けて行ってもら

いたいと思います。「徳島ニューノーマル映画祭」については、ホー

ムページ上で映画の上映を行ったのですが、人と人との繋がりが少し

無かったかなと司会者の観点からは感じましたが、来年度以降も続け

ていっていただけたらと思います。  

・司会者の観点からは、イベント毎のニューノーマルの定義って何だろ

うかと感じることがあります。イベント毎の指針の違い、検温チェッ

クをどこまでするか、声援が中止になっているかどうかなどがバラバ

ラになっている印象があり、このあたり詳細にきまっているのかなと

思っていますので、この点を共有できたら良いのではないかと感じて

います。  

 

＜丸山会長＞  

・担当課が不在のようですので、宿題とさせていただいて、後からの回

答ということでよろしいでしょうか。  

 

＜Society5.0 推進課＞  

・後日の回答とさせていただきます。  

 

＜委員＞  

・私からは３点あります。まず１点目、一昨年ぐらいからプロジェクト

毎に課題を付け加えるという話をしていたところ、今回、１６のプロ

ジェクトで課題を記載いただいており、課題のところだけ、見させて

いただきました。個人的な感想ですが、資料の信憑性がかなり上がっ

たと思います。  
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・これからデジタルとくしま推進プランということで、非常に高度なプ  

ロジェクトが始まります。委員の発言にもあったが、医療とか行政関  

係のセキュリティについて本当に大丈夫なのかという素朴な疑問があ  

るわけで、この点、しっかりと対策をとっていただきたいと思います。 

小中学校から高校まで、端末を支給するということで、このあたりも  

セキュリティ対策をとられると思うが、やはりＩＣＴを使うというこ  

とになるとセキュリティモラルと言いますか、ＩＣＴを正しく使う教  

育を十分にしてもらいたいと思います。情報産業協会、県警、教育委  

員会、ｅ－とくしま推進財団では、小中学校向けのセキュリティモラ  

ルのコンクールなどもやっていますけども少し応募が少ないので、こ  

ういうものを広めていただいてモラルを上げていくということを進め  

てもらいたいと思います。  

・それから３点目として、とくしまサテライトオフィスプロジェクトの

中に、イノベーション人材という言葉が出てきます。研究開発や新ビ

ジネス創出を目指す人材ということで、こういう人材がたくさん出て

くるというのは良いことだと思いますし、サテライトオフィスに来た

いという企業も非常に大事だと思いますが、徳島県、市町村、色々な

産業には、それぞれの課題があるので、その課題をＩＣＴを使って解

決してくれるような技術を持っている企業、こちらから来て欲しい企

業、これをスタートアップと呼ぶこともあるようですが、こういう人

材や企業に来てもらうという仕組みづくりもこのプロジェクトに加

えていただきたいと思います。  

 

＜Society5.0 推進課＞  

・それぞれの地域が持っている課題を解決できる企業に来ていただい

て、ウイン・ウインの関係が築くことが、良いマッチング、イノベー

ションの創出ということになると考えております。県としましても市

町村と本県へサテライトオフィス進出を検討している企業をマッチ

ングするような場を、来年度、県外で設定しようと考えております。  

 また県内におきましても、既にサテライトオフィスとして進出してい

る企業と新しく進出してきた企業が協働して起業などができないか

というところもマッチングできる場を設定して、相乗効果として新し

いイノベーション、新しい取組ができるような場を設けていきたいと

考えております。  

 

＜委員＞  

・私からはデジタルとくしま推進プランについて３点の意見と、１点の

質問をさせていただきます。まず目指すべき社会「新たな価値が創造

され、豊かさを実感できる社会」についてです。一般の県内企業と一

緒になって進める取組や支援策が少ないように感じました。経営は 
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ＩＣＴとは無縁でいられませんが、経営者のアンテナが高い企業は伸

び、そうでない企業は取り残されてしまっています。多くの企業が黒

字化し税収が入れば、街が潤い良い循環が生まれると思いますので、

ＩＣＴを地道なビジネスに活用するには、どうすれば良いのかを考え

るタスクフォースなどがあれば良いと思います。その中でＲＥＳＡＳ

の活用方法やリモートワークのノウハウを披露するだけでも、今後の

可能性が見えてくるのではないかと思います。現場の声がダイレクト

に県政に届く場を作り、地域経済を活性化させることを期待していま

す。  

・２点目は重点戦略「デジタル技術を活用した、行政サービスの向上」

についてです。行政サービスの利便性向上のためにデザインの力を活

用していただきたいと思います。書類やウェブサイトなどの読みやす

さ、記入しやすさ、手続きの分かりやすさ、情報の探しやすさなど県

民が行政サービスを利用する際の接点であるユーザインターフェー

スは非常に重要で、デザインで解決できる部分が大いにあります。ユ

ニバーサルデザインフォントを採用する、最小文字サイズを定めるな

ど徳島県独自のデザインガイドラインを策定し、できるところから改

善してはいかがでしょうか。  

・３点目は重点戦略「学びを支えるデジタル技術の活用」「デジタル人

材の育成支援」についてです。教育現場でもデザイン教育を取り入れ

てもらえればと思います。徳島県独自のデザインガイドラインができ

れば、それに基づいたユーザインターフェースの大切さやデザイン思

考の有用性、自分の考えを効果的に伝える方法などについて授業を展

開することが可能です。児童・生徒のうちに習得しておけば、例えば

パワーポイントで資料を作らなければならないような場面でも、きっ

と役にたつと思います。また公正なＩＣＴ教育と並行して、尖ったデ

ジタル人材を育成するために、学校現場にもＡｄｏｂｅＣＣのような

プロ仕様のアプリケーションやフォントを導入することをお考えい

ただければと思います。私も県立高校の外部講師として、デザインの

授業を担当させていただくことがありますが、最新版が導入できなか

ったり、代替のフリーソフトを使っていたりというような場面に遭遇

し、せっかくの能力が活かせず、もったいないなと感じる場面があり

ます。各校の状況を調査していただき、必要な場合には予算を付ける

などの措置を考えていただけますと幸いです。  

・最後にデジタルとくしま推進プランの県民周知について質問させてく

ださい。県民誰もが理解できるような言葉を使い、伝わるデザインで

周知していただきますようお願い申し上げます。デジタルとくしま推

進プランの広報に関する方針や予算の有無などについて教えていた

だければと思います。  
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＜丸山会長＞  

・分かりやすいデジタルとくしま推進プランの広報について担当課はお

りますか。  

 

＜Society5.0 推進課＞  

・デジタルとくしま推進プランの広報予算について、特別に構えたもの

はございませんが、県のホームページはもとより、できる限り色々な

媒体や形でわかりやすく、また、デジタルというと専門用語が多いの

ですが、皆さんに伝わるように、努めて参りたいと考えております。  

 

＜委員＞  

・ありがとうございます。Society5.0 の実現のためには、やはり県民一

人一人が実現のために何をすれば良いのかというのを心に持ってい

るような状況がすごく大事だと思いますので、ぜひ、来年度は無理か

もしれないですが、どのように広めていくかに関しても、ご判断いた

だければと思います。  

 

＜丸山会長＞  

・委員から最初にあった、デジタル行政の分かりやすさについて担当課

から何かありますか。無ければ国のサービスデザイン思考というの

で、いくつか出しています。県庁自身はこれから、サービスデザイン

思考を守っていったソフトウェアを開発していこうというふうにし

ております。かなり能力も必要なので、色々な人の助けが必要かもし

れませんが、その時はよろしくお願いします。  

 

＜委員＞  

・２点意見をさせていただきます。まず１９ページ、「災害時の確実な

情報共有を推進」のところ、本当に素晴らしい成果を出されていると

思います。  

・そうした中で、このような情報を伝達する基盤というのは、例えば  

５ Ｇ に し て も そ の バ ッ ク ボ ー ン と い う の は 、 弊 社 も 提 供 し て い る  

光ネットワーク、後は四国電力さんが提供している電力ネットワー

ク、そういったものを災害が起きたときにどうやって円滑に復旧して

いくかという、情報共有の体制やロジスティクスの体制が大きな課題

になると思います。弊社も昨日、四国電力さんと一緒に徳島市さんと

の間で、有事の際には４５の小中学校のグラウンドを弊社の車両や予

備物品を集られるよう連携協定を結ばせていただきました。また板野

町さんの道の駅、ここは高速道路も２つある拠点ですので、四国電力

さんと弊社も含めて優先的に駐車場を使わせていただくようにする

など、平時のうちから準備をしています。今後は情報連携を自治体と
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の間で、いかに構築していくかというオペレーションのところも大事

だと思っています。２１ページのところで、防災・減災マップを自動

的に反映するなど、行政サービスのところで仕組みができてきていま

す。こういったものと先程申し上げた、復旧・復興時の仕組みを連動

させて、また、事業者間とも平時のうちから情報連携するような仕組

みを並行してやっていくと災害に強い体制ができるのかなと思って

います。これがまず１点目です。  

・２点目は２７ページについて、ローカル５Ｇは弊社も色々させていた

だいている中でのコメントです。５Ｇというのはやはり、低遅延とい

う の が 一 番 の 特 長 で す の で 、 遠 隔 医 療 、 車 の 自 動 運 転 、 Ｍ ａ ａ Ｓ  

（Mobility as a Service）、スマートファクトリーと呼ばれる製造業を

いかに効率化させるかという点があります。遠隔医療とかＭａａＳに

ついては、技術的にもそうですが、制度的にも大きな壁があると思い

ますので、県も横串を通してこの実現に向けて、色々な課題をあぶり

出しながら、リードして欲しいと思います。３つめにスマートファク

トリーと言いましたけれども、やはり徳島の産業を支えているのは、

伝統産業を含めた中小のものづくりであり、そういうものづくりに、

いかにデジタルを組み合わせて支えていくかということもイノベー

ションだと思いますので、この点も進めていただければと思います。  

 

＜とくしまゼロ作戦課＞  

・災害発生時の情報共有ということでございますが、まず、被災しない

ための情報共有について、情報ラインの複線化を行っています。また、

被災した場合に早期の復旧を行うということで、民間企業などと協定

を結びまして、被災した場合にどういった手順で、復旧を行うかとい

うことを進めているところでございます。また９月１日、１月１７日

に防災訓練を行っており、その際にライフライン事業者や協定を結ん

でいる民間企業に参加していただきまして、手順の確認を行っており

ます。今後とも、このような取組を進めていきまして、災害発生時の

情報共有の体制を作りながら、復旧を目指していきたいと考えており

ます。  

 

＜丸山会長＞  

・スマートファクトリーについては、時代の流れとして、そちらの方向

に行くと思いますので、皆で頑張っていきたいと思います。  

 

＜委員＞  

・私の方からは３点あります。１５ページの新産業・新サービス分野の

主な成果のところです。ここの誰一人取り残さないデジタル社会に向

けてということで、ＪＣＩさんがウェブアクセシビリティの検査技術
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者養成講習で人材育成をされています。県のウェブサイトには、特に

視聴覚に障がいを持たれている方が利用するスピーカー機能という

ページの読み上げを行う機能がありますが、この中で、例えば「みっ

かげつようび」と読むべきところを「みかづき」と読んでしまうとい

う不具合があったということを新聞報道で見ました。ウェブアクセシ

ビリティの検査技術者養成講習で多くの人材を養成されているので、

県でもこのような人材を活用して、ウェブサイトの不具合を直してい

ただくと良いのではないかと思いました。  

・２点目は情報発信の概念についてです。  

１４ページ「とくしまブランド」の魅力発信のところ、ハッシュタグ

の数でＫＰＩを取られていると思いますが、発信の仕方として、イベ

ントが終わったときに、終わりましたという報告が多いと思っていま

す。リアルタイム性であったり、この発信を見てどのような行動をす

るか、物を買うのか、探しに行くのかというコールとアクションの部

分が無い発信が多いような気がしています。デジカメで撮って、庁内

のパソコンに入れて、発信をするという報告だけではなくて、リアル

タイムでスマートフォンやｉＰａｄで発信していただきたいので、こ

れは予算を取っていただきたいと思います。  

・３点目はリモートワークやサテライトオフィスについてです。やはり

コロナの影響で、私どもテレワークセンターの利用者も質が変わって

きたと感じています。その中で、大手の富士通ですと２０２２年度ま

でにオフィス規模を５０％に減らすという観点から、家族ごと徳島に

戻られてコワーキングスペースを利用しているという御意見もいた

だいておりますので、働いている側の方との連携とか、委員の御意見

にもありましたが、地域の企業とどのようにコラボレーションしてい

くかというところも、どういうものが良いのかと考えています。  

 

＜丸山会長＞  

・ウェブサイトに関して、担当課からの発言はありますか。  

 

＜スマート県庁推進課＞  

・ホームページにつきましては、秘書課が担当しておりまして、本日の

会議には出席しておりませんが、確かに県のホームページについて  

ＰＤＦを添付していることが多いとか、読み上げ機能が上手く使えな

くなっているということで、障がいがある方に対して親切ではないと

いうことで、外部監査の方でも御指摘いただいたところでございます。 

ウェブアクセシビリティに対応できるようにというのは、秘書課の方

でも、毎年、外部の方にチェックを受けるなどレベルＡＡ準拠を目指

して取り組んでいるとのことで聞いております。また、リアルタイム

な情報発信というお話もございました、こちらも担当課の出席はござ
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いませんが、いただいた御意見については伝えさせていただきます。  

 

＜丸山会長＞  

・コロナのテレワークというところは、家族ごと移住することもあると

いうことで、色々と気をつけていきたいと思っております。  

 

＜委員＞  

・私からは１点お願いだけです。これだけたくさんの資料にまとめられ

て素晴らしい成果がでていることに感動しております。私が教員とし

て 関 わ っ て い る の が ど れ か と 見 る と 「 Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ー ル 構 想 」 や  

「ＩＣＴを効果的に利活用した学校教育の実現」だと思いますが、こ

の場で評価として「◎」が付いていることを知ることはできるのです

が、職務としてこのような高い評価になっていることを知ることがで

きません。私はたまたま、委員の立場ですので、これだけたくさんの

資料をいただいて知ることができますが、知らない教員が多いです。

県民の方への広報をとの意見もありましたが、身内や担当者にも評価

のフィードバックがあれば、よりやる気も出てきますので、お願いで

きたらと思います。  

 

＜丸山会長＞  

・これらの活動の広報というのは、１０年ぐらい前から言われているの

ですが、担当課から何かありますか。  

 

＜教育委員会＞  

・「ＧＩＧＡスクール構想」の広報につきましては、今年度、広報紙ふ

れあいひろばの臨時号を発行させていただいて、教職員、生徒、児童

全員に配布しております。また、この簡易版を地元紙や全国紙の折り

込みチラシを通じてＩＣＴにあまり精通されていない方々にも分か

っていただけるようにしています。令和３年度から１人１台端末での

学びを開始させていただくことになりますし、随時、教職員の方に研

修を受けていただいている段階でございますので、ネガティブ情報だ

けが伝わらないように、令和３年度も引き続き広報させていただきた

いと思います。  

 

＜丸山会長＞  

・教育以外の部分の広報については、引き続き宿題として取り組んでい

きたいと思います。  
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＜委員＞  

・私からは１点だけ、サテライトオフィスやコワーキングスペースの活

用についてです。現在、コロナ禍で大変な思いをされている方がたく

さんおりますが、地方にとってはチャンスではないかと思います。た

だチャンスと思っているのは徳島県だけではなく、他の地方も同様で

すので、徳島ならではの魅力というのを構築する、それはローカル 

５G であったり、高速で安定した通信基盤の構築ということだと思っ

ています。そういった魅力を作って誘致をすることを考えていただけ

ればと思います。徳島ならではの特色ということで、これからプロジ

ェクトを推進していただきたいと思います。  

 

＜丸山会長＞  

・サテライトオフィスについて何かございますか。  

 

＜Society5.0 推進課＞  

・現在は、おっしゃるとおり、コロナ禍において、テレワーク、ワーケ

ーションといった形で本社から離れて仕事をする新しい働き方とい

うのが徐々に広がっているという状況であると思います。このような

中で、単に分散させる、テレワーク、ワーケーションをするというこ

とであれば、どうしても大都市圏に近いところが選ばれる傾向になる

のだろうと思います。  

・徳島県につきましては、平成２４年からサテライトオフィスの事業に

取り組んできておりまして、現在でも全国トップクラスの誘致数とな

り、サテライトオフィスの聖地というふうに全国からも見られており

ます。徳島でサテライトオフィスを設置すれば、地元との協働であっ

たり、新しい事業の発想に繋がるという、徳島ならではというところ

を感じていただけるような情報発信を積極的に行って誘致に繋げて

いきたいと考えております。  

 

＜委員＞  

・災害時情報共有システムについて小さな病院やクリニックの数があま

り動いていないと思います。まだ紙カルテだけというところも無きに

しも非ずという中で、今回のコロナでＰＣＲ検査、オンライン診療、

オンライン申請など医療環境のＩＴ化が一気に進んでいますので、災

害時にこの医療機関しかないというところや、ここに情報が集まらな

いと困るというところがあるとすれば、そこをサポートするなどの対

策を考えていただけているのかというのが質問です。  

・また８ページの「医療・介護・健康」という文言なのですが、遠隔治

療の情報や遠隔画像診断、非常に高度な技術を要するところで「◎」

になっておりますが、ここは医療であって、介護とはちょっと違いま
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す。介護というのは高齢者の方の生活を支えるところですので、独居

老人の見守りや介護現場のＩＴ化は遅れています。徳島県は超高齢化

で、高齢者の数は今後、ますます増えるということで見守りとか色々

な部分でＩＴ化して若い方に就職していただければ良いなと思うの

で、介護という言葉が入っていますから、もう少し介護現場のプロジ

ェクトも入れていただけるとありがたいと思います。最後に次の計画

にも、医療・介護と入っていますけれども、医療・介護をぜひ産業と

して捉えていただきたい。他県から医療を求めてきていただきたい

し、雇用も増えて欲しいので県が、医療・介護に対してＩＴ化の下支

えをしていただければと思います。  

 

＜丸山会長＞  

・災害時情報共有システムの小さなクリニックへの対応について、担当 

課からお願いできますか。  

 

＜とくしまゼロ作戦課＞  

・クリニックや診療所という小さい病院について、医療関係部局と危機

管理環境部が連携いたしまして、機会があるごとに、お声がけしてい

るという状況でございます。今年度に関しましても、クリニックや診

療所で加入いただいているところもございますので、今後とも機会を

逃さずに趣旨の説明、勧誘を行っていきたいと考えております。  

 

＜医療政策課＞  

・先程、介護のお話がありました。本日の会議には長寿いきがい課は入

っておりませんが、阿波あいネットにつきましては、医療機関だけで

なく介護施設も参加施設として入れるようになっております。それぞ

れ個人情報管理に関しての教育・研修ができておりませんので、実際

の阿波あいネットの活用には加わっていただいていませんけれども、

この点お伝えさせていただきます。  

 

＜丸山会長＞  

・以前は佐渡島だけ、介護施設が入っていたという記憶がございますけ

れども、徳島県にも介護施設が入って良かったと思います。医療・介

護を産業としてというところはどうでしょうか。  

 

＜医療政策課＞  

・非常に技術に優れた先生が県内にも何名かいらっしゃいます。県外の

方やスポーツ選手などが治療を受けるために県内に来られるという

点で言えば、県内の患者さんだけに医療を提供しているのではなく

て、県外や海外の患者さんが徳島に来られるというところが近い点か
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と思います。  

 

＜委員＞  

・阿波あいネットの参加医療機関数ですね、こちらは進んできたかなと

感じております。ただ、同意書の取得に関しては個人情報ということ

もあって停滞しているのかなと思います。地域によって差があるのか

もしれませんが、実情はどうなのかなと思います。  

 

＜医療政策課＞  

・初期の頃に同意書取得件数が多かったのは、それぞれの医療機関にの

ぼりを立て、職員を配置して、患者さんに御説明したことで、初期の

取得件数は多かったのですが、今はそのようなキャンペーンは行って

おらず、各病院でドクターから説明をいただいてというところで少し

伸びが緩やかになってしまっていますが、地域的な差は無いと考えて

おります。  

 

＜委員＞  

・課題のところでですね、参加同意者の拡大とありますが、これからど

のように拡大していくつもりかを教えてください。介護支援専門員と

いう立場では患者さんの同意ということに関して、何か私たちの業務

の中で説明したりとか、できることがあるのであれば、やっていかな

いといけないと感じているのですが、どうでしょうか。  

 

＜医療政策課＞  

・参加同意者の拡大についてどのように取り組んでいくかということで

すが、今後も初期の頃のようにキャンペーンを行って拡大を図りたい

と考えていますが、コロナの影響があり、各医療機関が対応に追われ

ているので、これが落ち着きましたら同意書取得件数の拡大に向けた

取組を考えていきたいと思います。  

 

＜委員＞  

・評価が「◎」になるにあたり、問題があったと思います。また、「◎」

にならない達成途中のものについては、クリアしなければならない壁

があると思います。資料に表していただかなくても良いですので、問

題点の共有はしていただきたいと思います。「◎」になったものにつ

いては、どうやって問題を解決したのかというプロセスを教えていた

だければと思います。それぞれに対してどんな問題があるのか、こん

な問題があったけれども、このように解決しましたというところをい

ただければと思います。以上お願いです。  
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＜丸山会長＞  

・これは全体的なものなので、Society5.0 推進課でしょうか。  

 

＜Society5.0 推進課＞  

・各プロジェクトによりまして、課題解決の方策、評価が上がった要因

があると思います。そういったものを見えるような形で御説明できる

よう検討したいと思います。  

 

＜丸山会長＞  

・「◯」が「◎」になるときには、その理由をはっきりと書くというこ

とを、心していけば、難しいことではないので、よろしくお願いしま

す。  

 

５．閉会  


