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それに対する県の考え方 
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 令和３年９月 22 日から令和３年 10 月 21 日までの１カ月間、かがわデジタル化推進戦略

（仮称）（素案）について実施したパブリック・コメント（意見公募）では、８人から 36

件のご意見が寄せられました。ご意見をいただきありがとうございました。 

 

 これらのご意見について、適宜要約・集約して整理し、それらに対する県の考え方とあ

わせて以下に示します。 

 

 なお、賛否の結論だけを示したご意見や案と直接関係のないと考えられるご意見につい

ては、公表していません。 

 

 〈ご意見の提出者数〉 

  個人   ８件 

  企業   ０件 

  団体   ０件 

   合計   ８件 

〈提出されたご意見の数〉 

 生活分野のデジタル化に関すること １２件 

 産業分野のデジタル化に関すること  ４件 

 行政分野のデジタル化に関すること  ６件 

 デジタル環境の整備に関すること  １１件 

 その他               ３件 

   合  計           ３６件 

 

ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

生活分野のデジタル化に関すること 

災害発生時に継続して情報を受信できるよ

うにするため、スマートフォンやタブレッ

トに対する電源確保は考えないのか。 

災害発生時には、停電が発生し避難所等に

おいて電源の提供の必要が生じることが

想定されるため、避難所向け非常用電源の

整備に係る市町への支援を行うとともに、

電力供給の協力に関する協定を民間事業

者と締結するなど、災害時の停電対策に取

り組んでおります。 



 

ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

放課後児童クラブや地域子育て支援拠点に

ＩＣＴ機器を設置後、インターネットの通

信品質やソフトウェアの安定稼働について

も継続的に維持できるよう配慮してほし

い。 

機器設置後のインターネットの通信品質

やソフトウェアの安定稼働に係る継続的

な維持に係る費用については、各事業を実

施するための通常の運営費によってまか

なわれており、国、県、市町により補助さ

れることとなっておりますが、引き続き、

放課後児童クラブ等が地域の実情に応じ

て安定的に運営できるよう支援に努めて

まいります。 

要保護児童等に関する通報の際、文章では

通報者の文章能力で状況を誤認する可能性

があるがビデオではその確率は低下するの

で、通報時にビデオも送れるようにしては

どうか。 

連携する国のシステムは、地方自治体が登

録している既存の情報を国及び関係地方

自治体が共有するためのものであり、通報

段階の情報を共有するものではありませ

ん。 

なお、児童相談所への通告については、電

話や文書のほか、より具体的に内容を確認

できる手段で情報提供をいただくことに

より、引き続き、関係機関や県民の皆様か

らの通告に適切に対応してまいります。 

新型コロナウィルス感染症対策として厚生

労働省の新型コロナウイルス接触確認アプ

リ（ＣＯＣＯＡ）は活用しないのか。 

県では、新型コロナウイルス接触確認アプ

リ（ＣＯＣＯＡ）を活用しており、戦略の

中でも、新型コロナウイルスの感染拡大へ

の対応として「適切にデジタル技術の利活

用」を図る旨を記載しております。 

介護ロボットの導入には、被介護者がいる

建物の状況により改修や改造が不可欠であ

ることから、導入に当たっては建物の改修

工事への補助金や公営住宅の改修について

も同時に実施してほしい。 

介護ロボットは、パワースーツなどの移乗

介助、スカイリフト等の移動支援、排泄支

援、見守り・コミュニケーション、入浴支

援などがあり、介護現場の課題に応じて選

定し、導入することで、職員の負担軽減や

業務改善につながるものと期待されてい

ます。導入する介護ロボットの種類や使用

する場所によっては、建物の改修が必要な

場合も考えられますが、段差の解消など、

介護保険の給付で住宅改修費の対象とな

るものもありますので、詳しくは、お住い

の市町介護保険担当課にお問い合わせく

ださい。 

また、障害福祉分野におけるロボットの活

用は、障害福祉サービスの質的向上や支援

者の負担軽減等に繋がることが期待され

ています。段差の解消やスロープの取り付

けなど建物の改修工事への補助事業は市

町が取り組んでおり、県がそれに助成して

おります。 



 

ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

公共交通について、決済手段のＩＣカード

化と同時に、現在事業者負担となっている

障害者割引等の割引分を県が負担し、事業

者が割引対象者の利便性の確保のために増

便や車輛の大型化をしやすくなるようにす

べきである。 

県では、利便性と結節性に優れた地域公共

交通ネットワークの構築に向けて、交通事

業者が実施するＩＣカードの導入等に対

して支援を行ってきました。 

障害者割引等は交通事業者が独自に実施

しているもので、その割引分を県が負担す

ることは、県の財政状況も厳しいことから

困難であると考えます。 

今後も、障害者を含めた利用者の利便性向

上に資する施策等について、デジタル技術

の一層の活用も含め、関係市町や交通事業

者と連携しながら研究してまいります。 

防犯カメラの普及にあたっては、法的に許

される範囲を逸脱せず個人情報の濫用に歯

止めがかかるよう文言に入れてほしい。ま

た機械での自動対応では、誤検知によるえ

ん罪発生の防止にも考慮した記述にしてほ

しい。特にサイバー犯罪に関しては、捜査

担当者の技術的な理解不足によるえん罪発

生が懸念される。来年度より新設される警

察庁サイバー局との連携を考慮に入れ、そ

の旨本案に盛り込んではどうか。 

防犯カメラの普及促進に当たっては、「防

犯カメラの設置及び運用に関するガイド

ライン」等に沿って、プライバシーや個人

情報の取扱いには十分に留意して適切に

運用されるよう働きかけを行っていると

ころであり、引き続き、こうした取組みを

進めてまいります。 

また、防犯カメラ映像の解析など犯罪の立

証をサポートするＡＩ等の活用に当たっ

ては、必要性や相当性を判断した上で行う

など、緻密かつ適正な捜査を進めてまいり

ます。 

なお、個人情報の保護については、６（４）

デジタル環境の整備の中に記載しており

ます。 

来年度発足予定の警察庁サイバー局につ

いては、重大なサイバー事案について所管

し、サイバー直轄隊が自ら捜査し、又は中

核となって都道府県警察を指揮・調整する

こととされておりますので、重大なサイバ

ー犯罪については警察庁サイバー局と連

携した捜査を進めることとなるほか、他の

サイバー犯罪についても、関係機関と連携

した捜査を行っております。 

ＧＩＧＡスクール構想で配布される端末

は、経年による陳腐化が激しく、小学校 6

年間の利用に継続して耐えられるとは思え

ない。県独自の基準を作成してでも、ソフ

トウェアの陳腐化やバッテリー類の劣化に

対策をたてるべきではないか。大人が普段

利用しているスマートフォンを基準に考え

てほしい。 

ＧＩＧＡスクール構想で整備された端末

については、一定の期間が経過すれば、更

新する必要があることから、導入した市町

教育委員会と課題を共有しながら、国に対

し、維持・更新費用への財政支援を求めて

いきたいと考えております。 



 

ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

学校教育で使用する端末について、最低で

もメモリは16ＧＢ積んでほしい。家庭で「見

る・聴く・遊ぶ」というのなら８ＧＢあれ

ばそれなりに使えるが、やはり「創る」と

なると16ＧＢは無いと再読み込みが多発し

て処理速度が落ちるから学習の進展に多大

な悪影響を与えると思われる。 

小・中学校で整備された端末は、市町教育

委員会が導入したものであり、各学校の教

育方針や実態に応じて対応されるものと

考えております。 

小中学生に対してプログラミングに興味を

持たせるため、機械的な動作でもってプロ

グラムの実行の結果が見えるような教材を

使うべきである。 

小・中学生に対してプログラミング教育を

行うにあたり、ご指摘の視点は大切である

と考えており、プログラミングが実社会に

おいてどのように活用されているか等、プ

ログラムの結果を見せることで、その働き

や良さに気付かせ、興味・関心を高められ

るよう取り組んでおります。今後も市町教

育委員会と情報共有を行ってまいります。 

「地域課題の解決に向けた取組みや地域を

支えるデジタル人材の育成等を促進しま

す。」とあるが、大学等の高等研究機関にお

いては、地域規模ではなく世界規模で通用

する人材の育成に努めてほしい。 

県では、世界規模で通用する人材の育成も

含む、魅力ある大学づくりを支援してまい

ります。 

香川県立ミュージアム等が所蔵する美術作

品等について、アーカイブ化したもののう

ち、著作権の切れた彫刻等の３Ｄデータは

公開してもらえれば、３Ｄプリンタ等で教

材として活用できるのではないか。 

３Ｄデータの整備につきましては、所蔵作

品・資料の写真データ等の公開を進めたの

ち、利用者のニーズやコスト面を勘案しな

がら検討してまいります。 

写真データ等の教材としての利用は、個別

に相談に応じており、より利用しやすい方

法等についても、今後検討してまいりま

す。 

産業分野のデジタル化に関すること 

Setouchi-i-Base の利用者数が 4 万 5 千人

を超えるようになると、現状では座席数が

不 足 す る こ と が 予 想 さ れ る が 、

Setouchi-i-Base の場所の拡張を考えてい

るのか。 

目標値の 45,162 人は、Setouchi-i-Base の

オープンから令和７年度末までの累計の

人数を表しており、恒常的な座席数の不足

は想定していないため、場所の拡張につい

ては現時点で想定しておりません。 

障害者雇用でのデジタル、ＡＩ、ＩｏＴ、

テレワーク、ＷＥＢ会議、デジタル教材な

どの活用などを盛り込んではどうか。 

３ 現状と課題 の中で、「誰もが快適で効

率的な仕事に従事できるよう、ＡＩやロボ

ット等のデジタル技術を適切に活用する

必要」について記載しており、誰もがデジ

タル技術を活用して従来の働き方を見直

し、ワーク・ライフ・バランスを実現する

ことを目指しております。 



 

ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

「個人旅行者に具体的な旅行プランを提供

できるサービスの構築」は、旅行業者とサ

ービス内容が重なっている。もし、「予約も

できる」事を考えているのであれば、県内

の旅行業者に登録してもらい、会社組織の

ようなものを作り総合的に運営すればいい

のではないか。 

また、何かワードを打ち込めば、その目的

が達成できそうな場所を教えてくれるとい

ったことができればいいのではないか。 

「個人旅行者に具体的な旅行プランを提

供できるサービスの構築」とは、旅行者が

旅行前だけでなく旅の途中においても、興

味を持った時点ですぐに便利に検索でき

るサービス等を想定しており、旅行業者と

はサービスの目的が異なっていると考え

ております。 

なお、ご提言いただいた「目的が達成でき

そうな場所を教えてくれる」サービスにつ

きましては、構築の際の参考にさせていた

だきます。 

「観光誘客のためのデジタルマーケティン

グ」、「県産品のブランド力の強化」にも、

海外への発信や販売、外国人とのコミュニ

ケーションなどに、ＡＩ翻訳等を活用する

ことなどを盛り込んでほしい。 

国内外からの観光誘客や、県産品のブラン

ド力の強化にあたっては、デジタル技術を

活用することとしており、ご意見いただい

たＡＩ翻訳の活用も検討し、効果的に実施

してまいりたいと考えております。 

行政分野のデジタル化に関すること 

システム等を導入し、一般職員がシステム

等を使いこなせる能力を持つだけでなく、

システム等に対する管理職の理解や意識も

必要ではないか。 

管理職を含めた全職員が「デジタル技術な

どの進展を踏まえた新たな取組みを積極

的に活用するなど、限られた資源の中にお

いても、県民起点で県の施策を着実に推進

し、実現する」意識を持つために、所属長

自らが効果的で効率的な行政運営を図り

つつ、デジタル技術を積極的に活用するこ

とにより、これまでの業務のあり方や進め

方の見直しを行うことは重要と考えてお

り、本戦略にもその旨を記載しておりま

す。 

残念ながらクラウドサービスも障害が発生

してサービスが停止する場合があるのが現

実である。クラウドサービスが停止した場

合も行政事務が滞らないよう配慮する可用

性に関する記述は必要ないのか。 

クラウドサービスの障害発生など、万一の

セキュリティ事故等が発生した際の対応

について、次のとおり記載を追加します。 

 

修正箇所 素案 P44 

６（４）セキュリティ対策の推進 

また、ソフト面の対策として職員への

情報セキュリティ研修を継続的に実施

するとともに、万一、セキュリティ事

故等が発生した場合は、「香川県情報

システム基盤等の運用継続計画」等に

従い迅速に対応してまいります。 

 



 

ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

災害時や停電時等、電子機器を利用できな

い、利用することが難しい場合もあるので、

紙による報告や公報等を作れる体制を残し

つつ、行政の電子化を進めてほしい。 

災害発生時の業務において電源が確保で

きない場合などを念頭に置き、本庁舎等に

おける非常用電源の整備を進めるととも

に、電源が使用できない事態を想定した職

員向け訓練の実施や、県庁本庁舎の代替機

能を持たせる施設の選定などにも努めて

いるところですが、今後ともご指摘の視点

を踏まえた対策を進めてまいります。 

電子申請を嫌がる人の中には、ＰＣやスマ

ートフォンの使い方が分からないなど、深

刻な事情と思われる例がある。電子機器に

慣れてない人がたくさんいることを忘れて

はいけない。 

デジタルデバイド対策は重要であると考

えており、県民の皆様が情報通信を取り巻

く状況変化に対応できるよう、デジタル技

術を活用するための県民向けの基礎講座

等を開催します。 

ネット上のデマや勘違いで書かれた情報の

訂正を求めるには、一次資料が非常に重要

なので、行政文書や古文書等のデジタル化

については是非推進してほしい。 

今後とも、県民から行政文書の情報提供や

情報公開を求められた際に、効率的かつ迅

速な対応をするために、行政文書のデジタ

ル化を図り、行政情報の見える化を推進し

ていきます。 

また、文書館が所蔵する公文書・古文書・

行政資料の目録や内容のデジタル化を推

進し、インターネットから検索・閲覧でき

るデジタルアーカイブを増やしていきま

す。 

県・市町での連携のみならず、システムそ

のものの統合は考えないのか。 

県と市町で共通する事務については、共同

でシステムを運用することが望ましいと

考えており、現在も電子入札システムや公

共施設の予約などをオンラインで行うか

がわ電子自治体システムの共同利用を行

っております。これらについては、各市町

が単独でシステム調達する場合と比較し

て、調達・運用経費のみならず、関係する

職員の業務量や事業者との調整に係るコ

ストを低減する効果があるものと考えて

おり、今後も共同利用参加市町の拡大に取

り組んでいきたいと考えております。 

なお、今後、国において整備・運用するク

ラウドサービス(「(仮称)Gov-Cloud」)を

活用して、目標時期を 2025 年度とし、自

治体の基幹系 17 業務システムについて国

の策定する標準仕様に準拠したシステム

へ移行することとなっており、こうした動

きを踏まえながら、県と市町のシステムに

ついても研究してまいります。 



 

ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

デジタル環境の整備に関すること 

情報システムにクラウドを活用する場合に

は、情報セキュリティへの配慮から ISMAP

に準拠する旨を追加してほしい。 

クラウドサービスの選定に当たっては、そ

れぞれのシステムが取り扱う情報の重要

度に応じて、ISMAP（政府情報システムの

ためのセキュリティ評価制度）など第三者

認証制度への準拠等を参考とすべきと考

えており、全てのクラウドサービスについ

て一律に ISMAP 準拠を要件とすることは考

えておりません。 

サイバーセキュリティーは大丈夫ですか。 高度化・巧妙化しているサイバー攻撃等に

対し、今後も引き続き、適宜適切なセキュ

リティ対策を講じることにより、県民の皆

様が安心して使えるデジタル化を推進し

てまいります。 

違法な書き込みではない「不適切な書き込

み」「不適切な事案」の時点で行政が民間の

事業者に削除要請を行うという記述は、行

政の仕事の説明としてふさわしくない。

「違法な書き込み」「違法な事案」と修正す

るべきである。 

本県の取組みは、掲示板等のサイト管理者

の定める内規等に抵触していると思われ

る書き込みを掲示板等のルールに基づき

通報するという任意の取組みとして行っ

ていることから、このような表現としてお

ります。 

ネット・ゲーム依存の問題について、科学

的に判明していないことについての普及啓

発や相談支援、医療提供体制の充実などの

総合的な対策を推進することは現実的でな

いため見直しが必要だと思われる。 

（同趣旨ご意見２件） 

ネット・ゲーム依存対策にあたっては、依

存状態に陥ることを未然に防ぐための正

しい知識の普及啓発や相談支援に加え、依

存症となった場合の進行予防、再発予防の

ための適切な医療を提供できる人材の育

成が重要と考えており、効果的なネット・

ゲーム依存対策を検討するなど、子ども・

若者のネット・ゲーム依存対策に積極的に

取り組んでまいりたいと考えています。 

行政、産業、教育のデジタル化を扱う本戦

略において、娯楽であるゲームに触れるこ

とは主旨にそぐわないため、子どものネッ

ト・ゲーム依存を扱うべきではない。 

インターネット等の普及は利便性を大き

く向上させる一方で、様々なトラブル等が

生じており、その一つとして、ゲームやイ

ンターネットの過剰な利用は、自分で自分

の欲求をコントロールできなくなる依存

症につながることや、睡眠障害、ひきこも

りといった二次的な問題まで引き起こす

ことなどが指摘されており、若者が陥りや

すく、一度そのような状態になると抜け出

すことが困難となることから、その予防や

早期発見の対策は大変重要と考え、戦略に

盛り込んだものです。 



 

ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

マイナンバーによる個人情報の取り扱いに

関しては「行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法

律」をはじめとする、マイナンバー関連法

を厳守する旨を追加してほしい。 

ご指摘を踏まえ、「行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律」に基づいて適切に個人情報の

保護を図る旨、記載を追加します。 

香川県のウェブページにある資料はＰＤＦ

形式のものが多いが、スマートフォンでは

文字が小さく見づらい。スマートフォン向

けをはじめとする、モバイルデバイス向け

のページを作成することはできないか。 

ＰＤＦ等の添付ファイルをスマートフォ

ン等の画面の小さな端末で見る場合はど

うしても文字が小さくなりますが、サイト

本体のウェブページは、パソコン、タブレ

ット、スマートフォン等の画面サイズの異

なる様々な機器からアクセスした場合で

も、全てのページでアクセスした機器の画

面サイズに最適化したレイアウトに自動

変換し表示できるようになっています。 

県内業者の利権調整の場にさせない為に

『かがわＤＸ Ｌａｂ』には一般居住者や県

外の一般人にも発言の場を解放すべきであ

る。 

いただいたご意見を参考にして、検討を進

めてまいります。 

コロナの影響もあり、オンライン会議が推

奨されているが、県内ではまだその環境が

十分に整っていない。 

素案では、「中小企業のデジタル技術支援

活用の支援」が記載されているところであ

るが、県の公の施設の貸会議室におけるデ

ジタル環境の整備も進めてほしい。 

中小企業だけでなく、特に感染者が出た場

合の影響が大きい病院や福祉施設に勤務す

る人たちなどが、必要な時に安価で手軽に

オンライン会議ができるよう、公共の貸会

議室にもデジタル環境の整備をお願いした

い。 

県の公の施設の貸会議室における環境整

備については、施設利用者のニーズ等を踏

まえて、整備の検討を行ってまいります。 

その他 

ＡＩといっても、炊飯器から鉄腕アトムの

ようなものまで多様な世代、種類のものが

存在するので、どういったものをＡＩとし

て扱うのかについて説明がほしい。 

用語の注釈を追加します。 

カタカナ語や英語、略語など多用している

が、専門外の人には分からないことも多く、

用語解説などを付けてもらえた方がありが

たい。もちろんニュアンスなどの違いはあ

りうまく翻訳できないなどはあるが誰ひと

り取り残さない社会を作るためにも考慮し

てほしい。 

用語の注釈を追加します。 



 

ご意見（要約） ご意見に対する県の考え方 

廃止となる「かがわＩＣＴ利活用推進計画」

の成果についての言及がほしい。 

「かがわＩＣＴ利活用推進計画」を踏まえ

た現状や課題については、「３ 現状と課

題」にまとめています。 

また、当該計画を令和３年３月に見直しを

行った際、令和２年度における各個別施策

の状況を公表しております。 

 


