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はじめに

　新型コロナウイルス感染症は、社会的混乱を招いただけでなく既存の社会シス
テムの脆弱性を露呈させました。コロナ禍により生活困窮に陥った人や経営悪化
に伴う倒産企業の状況を見ると、その大半は以前から何らかの支援が必要である
ケースが強い傾向があり、社会システムとしてのレジリエンス機能を一層強化し
ていかねばならないことが浮き彫りになりました。

　同時にコロナ禍によってこれまで抱えていた課題がより深刻になっていること
も見逃せません。秋田県では人口減少と少子高齢化、そしてそれに伴う労働力の
減少という課題がコロナショックによってさらに重大な事態を引き起こす可能性
があります。これは地域コミュニティーの維持や公共サービスの持続可能性を脅
かす問題であり、迅速かつ実効性ある政策実行が求められています。既に秋田県
は「第3期ふるさと秋田元気創造プラン」等で課題改善へ向けたアプローチをし
ていますが、コロナショックによる社会変容に即した対応や新たな視座に基づい
た取り組みを実行していく必要に迫られています。

　こうした中で公明党秋田県本部は、今年4月以降に中小・小規模事業者や若年
青年世代等への実態調査を実施し、その結果に基づいた政策提言を行ってきまし
た。そして今回、コロナ禍が我々に突きつけたデジタル化の課題を解消していく
ため、県内25市町村長、事業者、そして県民へのデジタル化やDX（デジタルト
ランスフォーメーション）に関する意識調査を行いました。その狙いは、この未
曾有の感染症拡大による混乱の中で県民の実態に即した政策実行を進めていくた
めです。この過程で明らかになったことは、「国や県、市町村」、「行政と事業
者」、「行政と県民」というそれぞれの間に認識の差が生じており、ポストコロ
ナ時代を見据えた政策実行を進める上ではこの「認識の差」を埋めていくことが
欠かせません。県民の理解を得ながら郷土の発展を築き上げていくことは政治の
根本とも言えましょう。

　振り返れば本県は雪国故に、冬季間は「ヒト・モノ・カネ」の移動流通が鈍く
なるなど競争原理に弱い立場に置かれていました。しかし、ワーケーションに象
徴されるように時代の変化とICTの発展により、この「負の財産」を「攻めの武
器」に転換でき得る状況を迎えています。

　感染症の歴史を見ると、14世紀の黒死病（ペスト）による混乱は「人間回帰」
「人間の復興」ともいうべきルネサンス を誘引したと言われています。では、コ
ロナ禍は何をレガシーとして残すのか。私たちは今、「攻めの武器」を最大限に
生かして次世代に資する遺産を残していかねばなりません。公明党秋田県本部は
「個の尊厳を守り、一人一人が生き生きと暮らせる社会」こそ目指すべき本県の
未来像だと考えています。そのためには、世界がいずれ経験するであろう人口減
少・少子高齢化という至上命題を本県が克服し、モデルケースを築くことが肝要
です。

　以上を踏まえ、中長期の視座に基づく当面の最優先事項について、公明党秋田
県本部がめざす政策ビジョンを示します。
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　総務省が今年4月に公表した2019年10月1日時点の人口推計を見ると、秋田県の
人口は前年からの減少率が1.48%の96万6000人であり、減少率は7年連続で全国最
高の状態です。

　本県の人口減少の要因は「鉱山や林業など資源立地型の産業が、資源の枯渇や
海外との競争激化の中で衰退したことに加え、稲作を中心とした農業の構造変化
などにより生じた余剰労働力を十分に吸収できる産業が育っていないこと」
（「第3期ふるさと秋田元気創造プラン」）であり、これを背景として「若年層
を中心とした県外への人口流出は、それ自体が子どもを産み育てる世代の減少と
なって、出生数の減少にもつながる」と分析されています。

　この点についてコロナ禍の影響を踏まえて、公明党秋田県本部は①デジタル化
への転換（DIGITAL SHIFT）②産業構造の転換（INDUSTRY SHIFT）③生活環境
の転換（LIFE SHIFT）––という３つの「転換」を最優先に取り組むことで、来る
べき時代へのパラダイムシフトを起こしていくことを提案します。

優先すべき３つの「転換」

■デジタル化への転換（DIGITAL SHIFT）

■産業構造の転換（INDUSTRY SHIFT）

■生活環境の転換（LIFE SHIFT）

優先すべき３つの「転換」
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　ICT技術の進展に伴い、DX（デジタル・トラ
ンスフォーメーション）を活用したビジネス展
開へ世界が躍起になっています。経済産業省は
国内企業がDXの本格運用をしない場合、2025年
以降で年間最大12兆円の経済損失が生じるとい
う「2025年の崖」問題を指摘しています。そし
てこのコロナ禍によって、この動きはより迅速
かつ活発になることが予測されます。本来、DX
は地方創生の要となる可能性が十二分に潜んで
おり、本県でも可及的速やかに対応を進めてい
く必要があります。 
　社会全般のデジタル化を進めるには、行政の
デジタル化は不可欠です。公明党秋田県本部が
県内25市町村長へ行った「行政のデジタル化に
関するアンケート」（別紙参照。以下、首長向
け調査）では、業務のペーパーレス化に取り組
んでいるのは10市6町（64%）、窓口のオンライ
ン対応を検討しているのは10市5町（60%）、公
共料金の電子決済を実施や検討しているのは10
市3町1村（56%）と過半数の自治体が行政のデ
ジタル化を推進していることが窺えます。 
　一方、業務の生産性向上に有効とされるRPA
（ロボティック・プロセス・オートメーション）
やAIを導入しているのは5市（20%）にとどま
り、導入していない主な理由を見ると、多くの
自治体でその必要性を感じつつも、財政面での
課題や町村での共同電算システムがレガシーシ
ステムとして立ちはだかっていることが分かり
ました。さらに、リモートワークの推進について
も、財政支援やセキュリティー対策、専門人材
不足への対応を望む声を多数寄せられました。 
　こうした実態を踏まえ、県内25市町村で行政
のデジタル化、DX化を進めるための重点政策を
提示します。

（DIGITAL SHIFT）
デジタル化への転換

Ⅰ.
ます。 
　そこで、未曾有の危機を乗り越えるモデル
ケースを作るため、創設が予定されるデジタル
庁を本県に誘致し、国家プロジェクトとして取
り組むことを提案します。

■行政のデジタル化の推進に特化 
した協議体の設置
　首長向け調査では、25市町村で行政のデジタ
ル化の重要性を認識している一方、デジタル化
やDX化に関する情報認識の差があることが判明
しました。現在、政府は既に閣議決定した「経
済財政運営と改革の基本方針 2020～危機の克
服、そして新しい未来へ～」（骨太の方針）
で、 DXの推進を柱とするデジタルニューディー
ルを「ポストコロナ時代を見据えて年内に実行
計画を策定し、断固たる意志を持って実行」す
ることを明記している状況です。本県出身の菅
義偉首相も政策の目玉として「デジタル庁の設
置」を掲げている通り、今後、この分野の取り
組みは急速に進むことが予測されます。 
　ここで重要なことは、県と県内25市町村が行
政のデジタル化やDX化について、緊密に連携す
るスキームをつくり、迅速な合意形成を行うこ
とです。そのためには、司令塔の役割が必要不
可欠であり、県知事自らがその役を担うことが
大切です。 
　国の最新の動向を市町村と共有するととも
に、県と市町村が抱える課題について改善策を
取りまとめて国へ要請していく機能を速やかに
整える必要があります。

■デジタル化の共通した運用ルール 
づくり
　上述スキームでは、各自治体で取り組むデジ
タル化に関する共通の運用ルールを定める必要
があります。特にセキュリティー対策について
は、国とも連携しつつ進めねばならないテーマ
です。また、データの取り扱いについて、オー
プンデータにして民間の力を活用することも求
められます。全県的に行政のデジタル化を進め
る上で、最低限の共通運用ルールを定めること
が急務です。

■デジタル庁の誘致
　本県は人口減少・少子高齢化が全国で最も進
んでいる課題先進県です。本県が行政のデジタ
ル化やDX化によって課題を克服することは、国
内はもとより、今後、人口減少と少子高齢化が
予測される先進諸国のモデルケースにもなり得
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　また、行政のデジタル化・DX化を進めていく
上で、首長が障壁と考えていることの多くが
「財源への懸念」とともに「専門人材の不足」
や「セキュリティー対策」を挙げており、専門
人材の育成や出向支援を広域で行っていく必要
があります。
■システムの規格統一（行政経費の 
削減）
　首長向け調査で判明したことは、県内12町村
で導入されている共同の電算システムは行政経
費の削減に結びついていますが、そのほかの13
市についてはシステムの規格統一がされていま
せん。 
　現に総務省の第32次地方制度調査会第25回専
門小委員会で議論されている通り、行政のデジ
タル化を進める上でシステムの標準化の必要性
は高く、長期的な行政経費の削減を勘案し、13
市を含めた県としてのシステムの規格統一を図
ることが求められています。 
　そして、既存のシステムを変更する際には、
各自治体でリース料の残金の支払いに関する課
題も生じます。可及的速やかにデジタル化・DX
化を進めることが県民にとって望ましいと考え
られる中にあって、財政支援を含めた中長期の
視点を踏まえた対応が求められます。

■自治体への技術支援を行う「秋田 
県デジタルインフォメーションセン 
ター（DIC）」（仮称）の設置
　行政のデジタル化を進める上で自治体が抱え
る課題は、①財源②スキル③人材④連携‒‒の4つ
に集約されると指摘されています。財源のバッ
クアップはもとより、②～④については先行し
て取り組むべきポイントです。 
　デジタル政府の先駆けとして知られるエスト
ニアでは、技術支援を行う上で国家情報システ
ム局の下に「エストニア情報センター」という
組織を設置しました。同センターには高い技術
力を持ったエンジニアやプログラマー を揃え、
行政のデジタル化の司令塔的役割を担いまし
た。 
　そこで、県内の各自治体へデジタル化やDX化
に関する支援を行う機能として「秋田県デジタ
ルインフォメーションセンター（以下、DIC）」
（仮称）を県に設置し、②～③の課題を解消し
つつ取り組みを進めることを提案します。 
　首長向け調査では、DX化への障壁として「専
門人材の確保」や「セキュリティー対策」を懸
念する首長が少なくありません。そこでDICが民
間の力も借りながら専門人材を確保し、タスク
フォースを形成して行政のデジタル化を進めて
いくことが有効と考えています。

■デジタル化、ＤＸ化を推進する 
部局の再整備
　上述のスキームに加え、県や市町村のデジタ
ル化・DX化を現実的に進めていくためには、各
自治体の組織機構内に各種施策を企画立案、実
行するための専門部局を設置する必要がありま
す。 
　さらに、最高情報責任者（CIO）の存在も欠
かせません。首長向け調査によると、CIOを行政
組織内に設置しているのは5市で、「考えはあ
る」と回答したのは1市2町にとどまりました。
中にはCIOの機能を組織内で担う取り組みをして
いる自治体もありますが、専門人材の配置はな
されていないのが実情です。 
　県内市町村が一丸となって行政のデジタル
化、DX化を推進していくためには、専門部局と
CIOそれぞれの役割を共通化することも求められ
ます。各市町村の特徴を生かしつつ、専門部局
とCIOが担う役割の底上げを図ることが重要で
す。

■各種申請手続きのオンライン対応
　首長向け調査では、各種申請手続きなど窓口
業務のオンライン対応を検討している自治体は
10市5町（60%）であり、町村では検討していな
い割合が高い傾向でした。財政的な課題や県内
町村の共同電算システムが障壁となっている状
況ですが、公明党秋田県本部が県民向けに実施
した「住みよいまちづくりアンケート」（以
下、県民向け調査。回答者数1492人）の結果を
見ると、「行政サービスなどでオンライン化し
た方が良い点があれば教えてください（記述回
答）」という問いに対し、「在宅やコンビニで
の各種申請手続きや証明書の発行」（100人）、
「住所変更や氏名変更、印鑑証明、戸籍関連な
どの手続き」（40人）、「妊娠時をはじめ、児
童手当など出生時の手続き」（18人）、「窓口
サービス全般」（17人）など、各種申請手続き
のオンライン対応を求める声が多数寄せられま
した。 
　県民のニーズに応えることは、窓口の3密回避
を進める上でも有効であり、対応を急ぐ必要が
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あります。 態であり、対応が急がれています。 
　事務作業にロボティック・プロセス・オート
メーション（RPA）やAIを活用する自治体が全
国的に増えつつあります。特に行政事務の文章
作成や管理などは定型化されているものが少な
くないため、こうした技術の活用は業務の生産
性向上に大きく期待されています。 
　首長向け調査を見ると、RPAやAIを導入して
いる自治体は4市にとどまり、導入していない自
治体の主な理由として財政面の課題や専門人材
の不足、さらには先述した町村の共同電算シス
テムが障壁となっている実態が分かりました。 
　これらの技術は既存業務の自動化等の生産性
向上だけでなく、ビッグデータを活用した将来
予測を行うことで新たなまちづくり計画の策定
にも活用できます。未導入の自治体の実情に即
した支援策を進めていく必要があります。

■公共料金の支払いのデジタル化
　公共料金の電子決済について、首長向け調査
では自治体規模が小さいほど未検討の傾向が強
く、その主な理由を見ると「利用者のニーズが
少ない」「費用対効果が低い」という回答が散
見されました。しかし、キャッシュレス文化の
浸透が進むにつれ、「電子決済を選択肢として
ほしい」という需要が増える可能性がありま
す。多様なニーズに対応していくためにも、こ
うした取り組みは有効と考えています。

■前提となるマイナンバーカードの 
普及
　コロナ禍は行政のデジタル化の遅れが浮き彫
りになりました。特別定額給付金の支給の際に
は、オンライン申請対応を途中停止したり、申
請書のチェックに時間を割かざるを得ない状況
が頻発し、迅速な給付に結びつけることが困難
でした。 
　その要因は各所で分析されていますが、重要
な課題の一つとしてマイナンバーカードの普及
率の低さが指摘されています。各種申請手続き
のオンライン対応などを進めるにも、マイナン
バーカードの普及が欠かせません。 
　インドではマイナンバーカードに相当する
「Aadhaar」によって「個人認証」のシステム
を普及させるだけでなく、オープンAPIとして公
開することで顧客確認を不要とするサービス展
開を可能とし、世界から注目を集めています。 
　日本でもマイナンバーカードの普及によって
行政サービスのデジタルシフトを進めようとし
ていますが、秋田県ではマイナンバーカードの
取得率が16.7%（2020年9月1日時点、全国平均
19.4%）という状況です。 
　このため、マイナンバーカードの取得促進へ
向けた取り組みが重要となりますが、首長向け
調査では取得を促す独自のインセンティブの付
与を検討しているのは4自治体にとどまってお
り、さらなる取得促進の施策が求められていま
す。

■RPAやAIを活用した業務の生産性 
向上
　全国的に深刻化している自治体職員の人手不
足は本県でも例外ではありません。このままで
は行政サービスの持続可能性すら脅かされる事

■リモートワークの推進
　職員の働き方改革も急務です。働き手にとっ
て、妊娠や出産をはじめ、ライフステージ等に
合わせて働く場を選べることは、女性活躍はも
とより優秀な人材を確保することにつながり、
創造性や生産性を高める上でも有効です。ま
た、今回のコロナ禍の中での緊急事態宣言の発
出など非常事態の際に、職員のリモートワーク
は緊急対応や行政サービスの安定的供給を行う
上で不可欠な取り組みです。 
　同時にリモートワークを進める上では、行政
手続きの書面・押印・対面を前提とした制度や
慣行を見直すことも重要です。 
　首長向け調査では、職員のリモートワークを
進めるために必要なこととして、「セキュリ
ティー対策」や「財政支援」、「人的支援」の
必要性を訴える首長が多い傾向でした。一方、
町村では「リモートワークに向かない」という
認識もあり、リモートワークを導入することに
よるメリットや活用例に関する情報共有の必要
性も浮き彫りとなりました。 
　これらの課題を踏まえ、先述したコントロー
ルタワーと協議体が推進役として取り組みを進
めることが急がれます。

■申請型からプッシュ型の行政サー 
ビスへ
　県民の生活スタイルやニーズが多様化してい
る中で、福祉サービスをはじめとした申請主義
を見直すことが求められています。この点、マ
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イナンバーカードの普及が進むと、データ管
理・活用によって各種サービス提供を担う部局
間を横断した取り組みを可能とし、申請型から
プッシュ型支援へと切り替えることができま
す。 
　例えば、妊娠から出産、産後のライフステー
ジ毎に必要な支援を行政が積極的に行うことで
県民のクオリティー・オブ・ライフ（QOL）の
向上に大きく資することができます。 
　25市町村長へのアンケート結果では、申請手
続きをなくすサービスデザインの検討を行って
いるのは1市のみであることから、先進事例や導
入のメリットに関する情報共有を行っていくこ
とが重要です。

　事業者向け調査を見ると、「DX化を進めてい
く上で必要と感じている項目」で最も多かった
のは「DX化を進める人材の確保」（560事業
者）であり、次いで「専門家から自社サービス
でDX化が可能な分野についてアドバイスを受け
たい」（246事業者）、「社内の構造改革や業務
の見直し」（219事業者）と続きました。従業員
数10人未満や第三次産業をはじめ、いずれの事
業者も「DX化を進める人材の確保」を重視する
傾向が強く、従業員数10人未満では専門家から
の助言を望む意向が多いことが分かりました。 
　こうしたニーズに対応していくため、県は
「秋田県デジタルコンサルティングセンター
（DCC）」（仮称）を設置し、事業者の業態に
即したデジタル化やDX化への相談支援を行うこ
とを提案します。デジタル化、DX化への意欲あ
る事業者へ「学び合いの機会」も提供すること
で、各業界の活性化につなげていくことも考え
られます。

の可能性があり、新たな市場を生み出すことも
考えられます。 
　その前提となるのがデータの蓄積ですが、公
明党秋田県本部が県内事業者へ行った「アフ
ターコロナを見据えたデジタル化の推進に関す
るアンケート」（回答数560事業者。以下、事業
者向け調査）を見ると、顧客情報や社内業務の
データを蓄積していない事業者は全体の22.5%
で、従業員数が少ないほどデータを蓄積してい
ない割合が高い傾向にあります。また、データ
を蓄積していてもそれを活用していない事業者
が一定程度いるため、本格的なデジタル化やDX
化を進めるためには支援策が求められていま
す。

（INDUSTRY SHIFT）
産業構造の転換
Ⅱ.

　本県の人口流出の要因とも指摘されている産
業の停滞は、負の連鎖を引き起こしている根元
とも言えます。私たちは、このネガティブ・ス
パイラルからの脱却へ向けた最重要課題が「生
産性の向上」と捉えています。当該ビジョンで
は「生産性」の定義を「県民1人当たりのGDP」
としており、当面は本県の生産性を首都圏並み
へと引き上げる事を目標として、将来的には国
内最高レベルに引き上げることが未曾有の人口
減少・少子高齢化を乗り越えるための条件とも
考えています。 
　そのために欠かせないのが産業のデジタル化
であり、産業構造の転換です。本県は「成長分
野である航空機や自動車、新エネルギー関連、
医療福祉関連、情報関連産業への参入を促進す
るとともに、県内企業が連携したサプライ
チェーンの形成、コネクターハブ機能を担う中
核企業の創出により、新たなリーディング産
業、リーディング企業を創出し、環境の変化に
柔軟に対応する重層的な産業構造への転換」を
進めるとしています。 
　ここで重要な鍵を握るのがやはりDXです。ビ
ジネスモデルの前提を最大公約数的な発想で組
み立てる従来型の取り組みではなく、個別最適
による顧客体験の劇的変化を促すDXは、農林水
産業からサービス業まであらゆる業種での応用

■企業のデジタル化やDX化を後押し 
する「秋田県デジタルコンサルティン 
グセンター（DCC）」（仮称）の設置

■Eコマースの普及促進
　事業者向け調査で「『電子商取引＝ECサイ
ト』の取り組み」を聞いたところ、取り組んで
いるのは全体の39.6%であり、従業員10人未満
では25.6%にとどまっていることが分かりまし
た。取り組んでいない主な理由をキーワード別
（累計）で分析すると、従業員数別と産業別で
いずれも「やり方が分からない」が最も多かっ
たことから、DCCによる相談支援によってEコ
マースの普及を広めていく必要があります。
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す。最新デジタル技術を活用することで作業の
効率化、技術継承などの課題に取り組み、持続
可能な力強い「スマート農業」を広げていくこ
とは、農業県である本県にとって極めて重要な
取り組みです。農業の六次産業化も含め、全県
を挙げて実行していくことが求められています。

■中小・小規模事業者同士の 
「補い合う」仕組みに
　全国的に中小・小規模事業者の人手や後継者
不足が社会問題になっている中、国内で最も人
口減少・少子高齢化が進む本県ではより深刻な
状況です。 
　企業によっては、季節や時間帯によって労働
力を持て余しているケースもあります。こうし
た人的資源をギグワークのように事業者間で
「補い合う」システムがあれば、人手不足の緩
和につなげることも考えられます。 
    また、黒字経営でありながら後継者がいない
が故に廃業する事業者も散見されます。これは
地域経済の損失でもあります。中小・小規模事
業者同士の「補い合う」仕組みの構築を県が金
融機関等と連携をしながら進めていく必要があ
ります。

■県が推進役となったEコマース戦略
　各事業者がそれぞれECサイトを開設しても、
売上を伸ばすことは当然困難です。Eコマースに
ついては各自治体による取り組みが全国的に広
がっており、本県でも地域の名産品の販売で
「ニッポンセレクト.COM」を活用しています
が、多くの自治体と同様に知名度の低さで苦戦
を強いられているのが実情です。 
　そこで、Amazonや楽天など大手Eコマースに
対し、県が主導して販売促進の取り組みを行う
ことで、本県の名産品等を売り出していくこと
が効果的だと考えています。この点を踏み込む
と、出店者を各事業者ではなく「秋田県」とし
たり、大手Eコマースの協力を得た「秋田県名産
品フェア」など、県自体をブランド化して販売
促進をすることも考えられます。このように県
が推進役となってEコマース戦略を策定し、実行
していくことが有効だと考えています。

■リモートワークの普及による 
働き方改革
　事業者向け調査を見ると、リモートワークを
実施している事業者は全体の14.3%で、「実施を
検討中」を含めても26.1%にとどまりました。
「実施していない」と回答した事業者の多くが
「必要性を感じていない」を理由として挙げて
いますが、「セキュリティー面で不安がある」
「社内インフラの対応が難しい」という回答も
一定程度寄せられました。 
　行政でのリモートワークの普及と同様に、企
業でも人材確保をはじめ、ポストコロナ時代の
働き方としてリモートワークは重要な位置づけ
となります。 
　技術的や構造的にリモートワークへの転換が
困難な事業者に対し、DCCが課題解決へのサ
ポートを行うことで、企業におけるリモート
ワークの普及を促していく必要があります。ま
た、ソフト面だけでなく、ワーケーションとし
ての空き家活用を考慮したハード面の充実が求
められています。

■スマート農業の加速化
　本県の少子高齢化・人口減少は県内各地の第
一次産業の継続・継承に深刻な影響をもたらし
ています。その中で、ICT・IoTをはじめとする
最新のデジタル技術は様々なソリューションを
生み、地域の課題解決に有効な手段となっていま

■新産業創出への企業誘致と産業 
集積
　人口減少・少子高齢化の中で県内総生産を上
げていくためには、既存の県内企業への支援だ
けでは難しく、新たな産業へ向けた企業誘致が
欠かせません。そのために重要な視点が「ICT系
企業の拠点やデータセンターの誘致」です。本
県が掲げる「新たなリーディング産業、リーディ
ング企業を創出」の方向性は担保しつつ、例え
ばAWS（Amazon Web Services）の拠点を税制
優遇等の措置によって誘致することで周辺産業
も本県に拠点を置くようになります。またド
ローンによる宅配の実証実験などの取り組みも
考えられるでしょう。こうした取り組みによっ
てICT関連企業の集積を図ることで本県の産業構
造の変化をもたらすことが考えられます。 
　他方、これらの取り組みを進めていくには、
県内で作った製品を販路先へ運ぶ物流基盤の改
善も検討していかなくてはなりません。陸海空
の路線の拡充はもとより、そのハブ拠点までの
インフラを改善し、生産性を高めていく取り組
みも必須です。
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教育の実施や、地方公共団体・物流事業者・コ
ンビニ等と連携した配達サービスの確保等、
『未来型小さな拠点』のための環境整備の検
討」を盛り込んでいます。この概念の着実な具
現化及び実行、そしてコロナ禍を踏まえた新し
い生活様式への適用が問われています。 
　冒頭に掲げた「個の尊厳を守り、一人一人が
生き生きと暮らせる社会」というスタンスのも
と、持続可能なまちづくりを進めていく必要が
あります。

■デジタル地域通貨 「あきたペイ 
（仮称）」による新たな経済圏の構築
　本県の地域経済は今後ますます厳しくなるこ
とが予想され、地銀や信用金庫などの金融機関
も先行きが不透明な状況です。 
　県民向け調査を見ると、スマートフォンの利
用者は全体の81.2%、電子決済の利用経験者は
全体の29.02%（25～44歳は過半数が利用経験
有）であり、その割合は今後も増えることが予
測されます。 
　そこで、県内経済の活性化の観点から秋田版
デジタル地域通貨「あきたペイ（仮称）」を金
融機関と協働で導入し、新たな経済圏を構築す
ることを提案します。 
　導入にあたっては、県民にとっての使い勝手
が何より重要です。県民向け調査で「今後、ど
のようなサービスで電子決済が広がれば良いと
思うか」を聞いたところ、「電子決済を利用で
きる店やサービスなどを増やしてほしい」が最
も多かったほか、「電子決済の規格統一」を望
む声もありました。店によっては使用できる電
子決済の種類が異なるため、店舗が「あきたペ
イ」だけを導入しても既存の電子決済サービス
にも対応できるシステムが望まれます（この場
合、県内金融機関利用者には優遇制度を創
設）。そのような制度設計を含め、県と金融機
関等が協議するスキームを速やかに設置し、検
討を進めていくことが求められています。

■デジタルデバイド（情報格差）の 
解消
　コロナ禍を機にリモートワークや学校のオン
ライン授業などが浸透しつつあります。しか
し、残念ながら、高価格のパソコンや高速な
ネット回線などでデジタルデバイドの広がりが
生じていることも事実です。学校教育では、こ
うした格差を防がねばなりません。そのために
も、全児童・生徒へのモバイルルーターやパソ
コン、タブレット端末などの支給や貸与は必要
不可欠です。 
　また、5Gや6Gの時代の到来に合わせ、県内での
ネット回線未整備地域の解消とともに高速回線
の普及、回線速度の早い無料wifiスポットの拡充
など、ICTの基礎インフラの整備も欠かせません。 
　デジタル化の波は加速する一方で、そのサー
ビスを享受できない県民も多く、スマートフォ
ン等のデジタルツールが多くの県民に行き渡る
ことによって、高齢者、障がい者などを含めた
全ての県民がサービスを受けられるよう支援し
ていくべきと考えます。

　人口減少・少子高齢化は、地域ごとの過疎化
を進めてしまい生活環境の持続可能性に多大な
影響を及ぼします。国土交通省は平成26年7月に
発表した「国土のグランドデザイン2050～対流
促進型国土の形成～」において、人口減少社会
の到来を見据えた集落の維持のために、「集落
が散在する地域において、日常生活に不可欠な
機能を歩いて動ける範囲に集め、周辺地域と
ネットワークでつなぐ『小さな拠点』の形成
（全国５千箇所程度）」を掲げています。 
　さらに、「ＩＣＴを活用した遠隔医療・遠隔

（LIFE SHIFT）
生活環境の転換
Ⅲ.

■ワーケーションとリモートワーク 
の環境づくり
　コロナショックによって、東京一極集中など
の都市への人口移動から、3密回避などを重視し
た地方分散へと価値観の変革が起きつつあり、
まさにアフターコロナを見据えて集中投資すべ
き分野です。特に、「Work（仕事）」と
「Vacation（休暇）」を合わせたワーケーショ
ンは、首都圏など大都市部からの移住促進の観
点でも重要な取り組みです。 
　合わせて子育て世帯をはじめとする「在宅
ワークを行いにくい環境」も緊急事態宣言の発
出中に露見されました。そうした人々がリモー
トワークを行えるサテライトセンターの整備も
ワーケーションの環境づくりとして重要です。
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ンライン教育の普及を円滑に進めるため、学校
へのITサポーター（システムエンジニア）を配
置するとともに、オンライン授業の運用方法に
関するガイドラインを示すべきです。加えて、民
間の教育従事者等との連携を図り、教育コンテ
ンツを充実させていくことも重要です。

■キャッシュレス社会の構築
　経済産業省は、「キャッシュレス決済比率を
2025年までに4割程度、将来的には世界最高水
準の80％を目指す」という目標を掲げていま
す。キャッシュレスの普及は、個人の購買情報
を分析・利活用することで高度なマーケティン
グや特定のターゲット層向けの商品・サービス
の開発が可能になることが期待されています。 
　県民向け調査でも、電子決済の普及について
「医療機関」、「公共交通やタクシー、代行な
ど移動に伴う支払い」、「自動販売機」などへ
の広がりを望む声が多数寄せられました。 
　幅広くキャッシュレスの普及を進めるために
データの漏洩防止や安全性を確保し、県民生活
の向上に資するため、戦略的に進めていくべき
分野です。

■オンライン診療とオンライン調剤 
の推進
　本県は医師数が秋田市に偏っている状況です
が、オンライン診療の推進によって必要な医療
を提供する新たな体制の構築も考えられます。 
　オンライン診療の浸透は、医師がすべき仕事
に専念しやすくなる側面がある一方、これまで
医師が対応していた業務を他者が対応する必要
が生じるなどの課題もあります。この点、音声
認識によるレセプト作成をはじめ、看護師が担
う准医師的な新たな役割の再定義や国家資格の
変更、医療従事者の役割の細分化等の対応をし
ていくことが求められています。 
　同時に、県民向け調査ではオンライン診療の
推進とともに在宅等での処方箋の受け取りを望
む声も多数寄せられました。ドローンなど新た
な技術を活用も含めた薬剤の提供体制を検討し
ていく必要があります。 
　また、救急救命体制の見直しや医師不足のエ
リアでの地域医療体制の再検討が迫られていま
す。ICTを最大限に活用することを前提としなが
らも、過疎地域や自宅にネット環境が整ってい
ない県民に対して訪問看護師が対応するほか、
ドクターヘリとドクターカーの広域な有効活用
など、必要最低限のオフライン型診療の維持も
柔軟に検討を進めなければなりません。

■小さな拠点づくり 
～誰一人取り残さないSDGｓの理念 
のもと～
　上述の「小さな拠点」に関して、3密を回避し
つつ地域のコミュニティとして生活に必要な
サービス等を受けられる機能を持たせ、自宅に
ネット環境が整備されていない人々等が電子申
請やオンラインバンク、オンライン診療、ネッ
ト注文、ネット投票、さらには処方箋の受け取
りなどが可能な機能にアップデートしていくこ
とが求められています。ICT技術やドローンを活
用した配送システムなど、その制度設計を県が
積極的に担い、国とも連動して取り組みを進め
ていくことが重要です。

■オンライン教育の普及と多様な 
“学びの機会”の確保
　子育てや教育という面でも「安心」を担保し
ていく必要があります。特にオンライン授業に
ついては、緊急時はもとより平時でも「不登
校」の生徒にとっても有益です。但し、全生徒
がオンライン授業に適していることはないた
め、実態に即した取り組みを進めなければなり
ません。この点、誰もがオンライン授業を受け
られる選択肢を提供するとともに、希望する人
は教室での授業を受けられるなど「ハイブリッ
ド方式」の運用が求められます。そのために
は、教員の事務負担軽減など必要な措置を実行
していくことも大切です。 
　オンライン教育を進めていく上で、本県でも
GIGAスクール構想が前進し、一人1台のタブ
レット端末が実現しつつありますが、オンライ
ン授業をサポートする体制が整っていません。
現場の教員で運用する方針の自治体もあり、教
員の業務負担が増えることが危惧されます。オ
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■デジタル化を活用した防災・減災 
対策の強化
　県民向け調査では、デジタル化による避難所
の3密対策や防災情報の発信を求める声が寄せら
れました。そこで、避難指示を発令した際に避
難所の混雑状況を可視化したり、防災無線で発
信する内容について、スマートフォン等でも受
信できる体制など、デジタル化を活用した防
災・減災対策を強化していく必要があります。



　当該ビジョンで示した①デジタル化への転換
②産業構造の転換③生活環境の転換‒‒という3つ
の転換を進めていく上で、地方議会の在り方も
変わっていかなくてはなりません。 
　今回のコロナ禍だけでなく、災害時など有事
の際には、必要な政策実行を迅速に判断してい
くためにも、地方議会のデジタル化は喫緊の課
題でもあります。 
　そのためには、デジタル化やDXに関する議員
および議会事務局職員のリテラシー研修が欠か
せません。 
　また、全議員へのタブレット端末の配布やセ
キュリティー対策の強化、有事の際のオンライ
ン議会の開催へ向けたルール作りや法整備も必
要です。 
　さらには、地方議会の活性化の観点でも、法
科大学院などと連携し、地方議会議員が条例策
定を行う際の専門的なオンラインサポート体制
も重要です。 
　公明党秋田県本部は、デジタル化やDXの取り
組みを通し、地方議会の在り方も転換していく
ことを提案します。
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（地方議会の在り方について）
その他
Ⅳ.


