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「長野県ＤＸ戦略（案）」へのご意見と県の考え方 

〇意見募集期間 令和２年（2020年）６月５日（金）から７月５日（日）まで 

〇意見の総数  15件（11人） 

 

NO. 

該当箇所 

意見・提言要旨 県の考え方 ページ

等 
項目等 

１  計画全

般に関

するこ

と 

コロナ禍の中、機能・生活の首都

圏一極集中から地方分散を進める

またとない大きなチャンスです。 

その長野県としての独自戦略―戦

術を具体的に追加しておくべきで

はと強く考えます。テレワーク化

も含め他県との差別化を図ってお

くべきではないでしょうか。 

ご意見いただきました具体的な事項

については、今後、長野県ＤＸ戦略

の中で具体の取組を進める際の参考

とさせていただきます。 

 

２  計画全

般に関

するこ

と 

新型コロナ 特定定額給付金など

の露呈した情報連携問題に対し

て、今回現実的に是正しておくべ

き課題に対して、具体的な対策を

追加しておくべき。 

ご意見いただきました具体的な事項

については、今後、長野県ＤＸ戦略

の中で具体の取組を進める際の参考

とさせていただきます。 

３  計画全

般に関

するこ

と 

組織が自らの DXを進めるために

は、IT推進と行政改革を一体とし

て実施することが必要だと常々感

じています。この戦略が目標倒れ

にならないよう、これまでの行政

組織と DXを目指すための行政組織

を別の思考回路で考えられるよう

に IT投資ができる体制への見直し

も徹底して実施すべきです。IT推

進の部署と行政改革を行う部署を

一体化したり、IT関連予算を一元

化する動きは国や一部の自治体で

始まっています。長野県内全体の

市町に先立って県が実行していく

べきです。 

本戦略は大変前向きな計画と捉え

ていますので、期待しています。 

行政の DX推進については、重点プロ

ジェクトの一つとして「スマート自

治体推進 PJ」を立ち上げ、以下の４

項目を推進ポイントとして企画振興

部・総務部が連携して目標の実現に

取り組むこととしています。 

①行政事務を“紙”主体から“電

子”主体へ 

②職員を定型的な事務作業から解放 

③共通作業の BPR 

④県・市町村との共同調達推進 

デジタル・ガバメントの推進は新技

術の単なる導入だけでなく、制度や

政策、組織の在り方など広範な課題

の検討が必要となりますので、国の

動向も踏まえながら、本県の特徴を

生かし DX戦略を推進します。 
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NO. 

該当箇所 

意見・提言要旨 県の考え方 ページ

等 
項目等 

４  計画全

般に関

するこ

と 

強行採決されたスーパーシティ法

案と何ら変わらずどこをどう読ん

でも同じ内容にしか見えない本案

の即時白紙撤回を求める 

ご意見としてお伺いしました。 

５  計画全

般に関

するこ

と 

上位計画「しあわせ信州創造プラ

ン 2.0」柱となる県民生活・行

政、全産業とのマトリクス関連に

おいて、分析され本計画に具体的

にどのように関連づけエントリー

されているか本計画だけでは抽象

的で理解しづらい。きちんと紐づ

いているかも検証できない。 

本戦略は「しあわせ信州創造プラン

2.0」において、政策の構築・実行に

当たっての共通視点として掲げてい

る≪先端技術を最大限に活用する≫

を具体化するためのものであり、先

端技術活用（ＤＸ）の実施方針を示

すものになります。 

長野県ＤＸ戦略の具体の取組を進め

る際には、「しあわせ信州創造プラン

2.0」の方向性に沿って実施してまい

ります。 

 

 

 

 

 

６ 

 

 計画全

般に関

するこ

と 

今回の「長野県 DX戦略」案を拝見

しました。 

この構想が実現すれば大変便利で

素晴らしい地域になると思いまし

た。 

しかし、いくつかの重大な懸念が

あると思いますのでご指摘させて

いただきたいと思います。 

1.AIや IoTの活用にはかなりのビ

ッグデータが必要かと思います

が、これらのデータの管理につい

てはセキュリティの観点、又個人

情報の観点から問題があると思い

ます。 

2.完全にデジタル化が進んでしま

えば昨年の大型台風の様な災害時

ご意見いただきました点について、

まず、セキュリティ及び個人情報の

観点並びに情報格差（デジタル・デ

ィバイド）対策については、長野県

ＤＸ戦略の具体の取組を実施するに

あたり留意して取組んでいきたいと

考えています。 

次に、５Gの導入に関するご意見につ

いて、５Gは、電波防護指針に基づき

十分な安全性は確保されているもの

と認識しておりますが、県として

は、引き続き国（総務省）の規制動

向の情報収集に努めてまいります。 

次に、災害対策については、デジタ

ル技術の活用により、災害発生時の

迅速な避難指示の発令や効率的なイ
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NO. 

該当箇所 

意見・提言要旨 県の考え方 ページ

等 
項目等 

にはかえって危機的状況になって

しまうのではないでしょうか？電

力が寸断されてしまえばたちまち

全ての機能を失う恐れがありま

す。又、若者の様にデジタルに慣

れているデジタル強者と、高齢者

の様にデジタルに慣れていないデ

ジタル弱者とに分類されてしまう

恐れがあると思います。 

3.私が思う最大の懸念が 5Gの導入

です。この技術自体は産業や生活

の発展に大きく貢献する様な素晴

らしい物だと思いますが、今世界

ではこの 5Gの人体、健康に対する

影響の懸念が広がっています。実

際にそれらについての論文も多数

出展されています。まだ科学的に

立証されてるわけではありません

が、明らかにヨーロッパやアメリ

カなどの 5Gの先進国で排除や規制

の方向に動き始めています。 

これらの事や現在世界でパンデミ

ックを起こしている新型コロナウ

イルスと 5Gとの奇妙な相関関係の

データがある事から、それらの懸

念も無視できないと思います。5G

の導入については是非、健康被害

についての問題が明らかになって

からの導入を検討して頂きたいと

住民として強くお願いしたいと思

います。 

以上の観点から今回の「長野県 DX

戦略」案の直ちの実行は見送るべ

きと思います。 

北信地域では昨年の台風の被害の

復興もまだですし、次の台風に対

ンフラの状態監視などが期待される

ため、スマート避難プロジェクトと

して位置づけ取り組んでまいりたい

と考えています。 
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NO. 

該当箇所 

意見・提言要旨 県の考え方 ページ

等 
項目等 

する防災、減災対策。あらゆるイ

ンフラの老朽化の整備など、課題

が山積みである状況の長野県にお

いてその様なところに予算を割く

のではなく、しっかり住民や企業

の生活が確保されてからにしてほ

しいと思います。 

是非再検討の程よろしくお願い致

します。 

 

 

７  2.デジ

タル技

術の特

長であ

る「汎

用化の

効果」

と「ネ

ットワ

ーク効

果」 

 

社会実装に向けた一番の課題とし

て（図 2-4に）費用対効果が取り

上げてられており、その対策とし

て「汎用化の効果」が掲げられて

いました。 

汎用的な ICTシステムを多くのユ

ーザーで活用することによる割勘

効果は理に叶っていると思うので

賛成です。 

ただ、費用対効果を高める方法は

他にもあると思いました。ここで

は２つ提案します。 

ひとつは「オープンソースの活

用」です。ICTの進展や GitHubに

代表される開発者コミュニティの

拡大に伴い、高性能で安定動作す

るオープンソース製品が様々な分

野で使われるようになりました。 

ソフトウェア自体に費用がかから

ず、ベンダーロックインを排した

調達が可能になるため、大幅な費

用（特にランニングコスト）の節

減が可能です。 

もうひとつは「地消地産による開

発」です。県内の中小ベンダーに

ご提案をいただきました費用対効果

を高める方法について、長野県ＤＸ

戦略の具体の取組を構築する際に参

考とさせていただき、官民データ活

用推進基本法の理念の実現やシステ

ム導入に際する費用対効果の最大化

を目指して推進してまいります。 
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NO. 

該当箇所 

意見・提言要旨 県の考え方 ページ

等 
項目等 

よる開発を促すことによって、よ

り多くの資金が県内に滞留するこ

ととなり、県内経済全体で捉えた

費用対効果が高まるからです。 

前者のオープンソース製品は開発

ツール自体が無料なので、後者の

中小ベンダーにも取り組みやす

く、加えて開発者同士のコミュニ

ティを通した開発者自身のスキル

アップも見込めることから、とて

も良い組み合わせだと思います。 

また、官民データ活用推進基本法

が目指すデータ流通拡大を図る手

段として全国的に広まりつつある

「オープンデータ」と一体的に進

めることによって、費用対効果の

さらなる向上を期待できると思い

ます。 

８ 10 2.戦略

の背景

と心構

え 

 

「図 5-4 新型コロナウイルス感

染症がもたらす社会変化」に関し

て、好まれる場所が感染症発生の

前後で「大都市→地方」とある

が、疑問に思う。地方の問題点

（人間関係の濃さ、生活の不便さ

など）が解消されたわけではな

く、たとえ感染症が発生しようと

も大都市を志向する人間が大幅に

減少したとは考えがたい。 

新型コロナウイルスの感染拡大を受

けて内閣府が行った調査によると、

三大都市圏居住者の地方移住への関

心について「関心が高くなった」、

「関心がやや高くなった」と答えた

方々は 15％であり、特に東京 23区の

20歳代では 35.4%にのぼっていま

す。 

このように、新型コロナウイルス感

染拡大を受けて都市圏に暮らす方々

の間で地方への関心が高くなるなど

価値観の変容が生じていることが伺

えます。 

（参考：内閣府「新型コロナウイル

ス感染症の影響下における生活意 

 識・行動の変化に関する調査」） 
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NO. 

該当箇所 

意見・提言要旨 県の考え方 ページ

等 
項目等 

９ 11 「３.戦

略を推

進する

２つの

エンジ

ン」に

ついて 

 

「スマートハイランド推進」と

「信州ＩＴバレー構想」の２つの

プログラムに区分して推進するこ

ととなっていますが、昨今の社会

情勢や技術動向並びにＤＸ戦略案

全体の文脈を踏まえると、「県民生

活と行政」と「県内産業」は一体

的に扱うべきではないかと感じま

した。 

11ページの冒頭に「スマートハイ

ランド推進プログラムとして行政

が自ら実施することに加えて、県

内の全ての産業のＤＸを信州ＩＴ

バレー構想で後押し」と記載があ

りますが、「前者は行政でやる。後

者は応援する（民間で頑張れ）」と

いうようにも読み取れます。 

プログラムをはじめから縦割りに

してしまうのではなく、両輪で回

すことによって取り組み全体の一

体感を高め、「相乗効果」や「一石

二鳥」を目論むほうが得策ではな

いでしょうか。 

スマートハイランド推進プログラム

は、行政自らのＤＸの取組を実施す

るものに対して、信州 ITバレー構想

は、産業分野の方々が行うＤＸを行

政として支援する取組です。 

ご意見のとおり長野県全体のＤＸを

進めるためには、行政のＤＸと産業

分野の方々のＤＸを共に進めること

で、相乗効果を発揮することを期待

しています。 

このため、スマートハイランド推進

プログラム及び信州 ITバレー構想に

基づく具体の取組を検討する際に

は、積極的に連携し取り組んで参り

たいと考えています。 

  

10 11 ITバレ

ー構想 

「信州ＩＴバレー構想」が「県内

産業のＤＸを推進」ということな

ので、このページを指定して意見

を記載します。 

１ 農産品に関するＥＣサイト活

用の促進 

 ＮＡＣ認定品を含む各種県産品

については県がおいしい信州ふー

どネットで紹介している。しかし

ながら、例えばリンゴをネット注

文しようとしてもここからは出来

ない。一方、各販売者や生産者

は、ホームページ掲載、広告まで

ご意見いただきました具体的な取組

については、今後の県の取組の参考

とさせていただきます。 
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NO. 

該当箇所 

意見・提言要旨 県の考え方 ページ

等 
項目等 

はしても、その多くが電話注文等

のアナログ対応であるのが実態と

思う。 

 今般のコロナ禍で考えるべきこ

とについては当該戦略でも触れて

いるが、ここに指摘する内容につ

いて具体性はなく、「信州ＩＴバレ

ー構想」を見ても進展しているよ

うには見えない。 

 そこで、県または県の委託を受

ける団体が、県産農業産品を扱う

ＥＣサイトの構築、運営すること

を提案したい。形式としてはショ

ッピングモールのような形がいい

のか、個別に利用しやすいクラウ

ドサービスの提供がいいのかは今

後の検討事項。 

メリットとしては以下。 

・生産者の販路確保 

 withコロナの状況にあっても機

能する販路である 

・生産者の負荷軽減 

 伝票処理などの負荷を減らし、

人手不足解消の一助になる 

・長野県産品の知名度向上 

 サイト自体の活用でブランド化

に寄与できる 

・サイト構築、運営の県内人財、

企業の活用 

 利用者に対するサポートもある

程度は必要であり、雇用に貢献で

きる。また、県内ＩＴ企業の活用

も出来る。 

課題、検討事項として以下を考え

る。 

・サイトブランド力の低下防止 
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NO. 

該当箇所 

意見・提言要旨 県の考え方 ページ

等 
項目等 

 品物の品質や生産者の対応によ

ってはブランド力低下が懸念され

る。ひいては県産品のブランド力

低下となる。対策をしてゆく必要

がある。 

・サイトの収益性 

 県主体の運営であれば高収益を

目指す必要性はないかもしれない

が、赤字垂れ流しでは維持に支障

が出る。 

 少なくとも経営が成り立つサイ

ト運営を目指すべきである。 

・生産者の支援 

 ネット上での説明だけでは、生

産者としてなかなか俎上に載らな

い可能性がある。年齢が進むほど

その可能性は高いとも推測され

る。 

 研修会や個別指導などの体制が

必要と考える。 

２ 農業へのＩＴ活用 

 農作物の育成にあたっては人手

に頼ることが多い。これが人手不

足の原因であり、農業離れの原因

ともなっている。 

 田んぼの水やり、肥料散布、草

取り、果樹園においても各種管理

等の手間がかかる。 

 これらのＩＴ利用による効率化

取り組みについては県でも既に取

り組んでいるのかもしれないが、

普及の様子は少なくとも私の目の

届くところには見られない。 

 ＴＶ等では大手メーカー主導で

取り組んでいることも見るが、何

か農家目線ではなく、システムあ
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NO. 

該当箇所 

意見・提言要旨 県の考え方 ページ

等 
項目等 

りきのような感じさえする。 

 長野県では製品ありきではな

い、多少の試行錯誤はあるにして

ももっと農家密着型のスタイルで

取り組むことが出来るのではない

かと考える。 

  目標を共有して、試行錯誤し

ながらこれらに取り組む事業の立

案が、長野県ならいるのではない

かと期待する。 

11 12 ネット

ワーク

インフ

ラにつ

いて 

データ通信量の爆発的増加が予想

され、それに見合ったインフラが

ないと通信障害が頻発する恐れが

あります。 

ネットワークインフラの増強も併

せてお願いします。 

 

ネットワークインフラについて、本

戦略では県全域のＤＸを行うこと

で、通信事業者等の５Ｇなど、ネッ

トワークインフラ整備を促進してい

くこととしております。 

 

 

 

12 13 業務プ

ロセス

の見直

し 

市町村ごとの不均一な業務を均一

化してそれを同じシステムで運用

するという基本的な考えは正しい

と思うが、それがすべて ITやシス

テムで対応するのがよいかどう

か。職員だけでなく、地域の一時

的、短期的に業務可能な主婦や高

齢者、または学生などへのワーク

シェアということも検討してはど

うか。 

 

 

本戦略では、共通業務に係るシステ

ムの共同利用を行う際の考え方とし

て、業務見直しを実施して、システ

ム化で対応することが望ましい箇所

に、共同利用のシステムを導入しよ

うとする考え方であり、すべてシス

テムで対応するものではございませ

ん。 

また、いただきましたワークシェア

リングの考え方につきましては、ご

意見としてお伺いしました。 

 

13 15 重点プ

ロジェ

クト 

 

プロジェクトが縦割りであると感

じる。長野県は中核都市、地方都

市、中山間地、過疎地域など大都

市を除く日本のすべての都市形態

があり、日本を代表する「地方」

と言える。この地域性という切り

今後、スマートハイランド推進プロ

グラムの中で具体の取組を進める際

に、ご意見をいただきました観点や

取組の例を参考にさせていただきま

す。 
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該当箇所 

意見・提言要旨 県の考え方 ページ

等 
項目等 

口でプロジェクトを考えることも

有効ではないか。 

地方都市の回りには郊外の中山間

地があり、その奥には過疎地区が

ある。これらを結んで課題解決が

できれば、それぞれの地域がこの

先生き残る道ができると考える。 

例えば 1ページの記載のよるに５G

通信が開始され、さらにネットワ

ークを活用した課題解決も増えて

くる。その１つローカルについて

も総務省が日本全国で 20の実証を

行う予定。これもそれぞれの産業

分野ごとになっているが、長野県

であれば、地方都市のコワーキン

グスペースなどの IT拠点、中山間

地の公民館、過疎地区集会場など

を繋いで、医療・介護、健康増進

の取り組み、買い物等の生活支

援、行政情報サービス、近隣移動

サービス、農作業や地域の小さな

事業支援など、複合的な活用によ

り地域同士が地域の住民が効率的

効果的につながる仕組みなどを目

指す方法もあると考える。 

14  重点プ

ロジェ

クト 

明確な数値目標を出せる様にして

ください。例①テレワーク率、②

キャッシュレス率、③医療オンラ

イン化率 

 

 

具体的な数値目標の設定について

は、各重点プロジェクトの具体の取

組を実行する際に、数値目標を可能

な限り設定してまいりたいと考えて

おります。 

 

15 7,15,18 戦略の

基本方

針＿1

戦略の

目的＿

現在のＤＸ戦略では、デジタル技

術やデジタルデータを活用して、

県民や行政の利便性を向上させて

ようとしていることは大変評価で

きる。 

ご意見いただきました具体的な取組

については、今後の県の取組の参考

とさせていただきます。 
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NO. 

該当箇所 

意見・提言要旨 県の考え方 ページ

等 
項目等 

（３）

県外の

人・企

業にと

って魅

力的な

地域に

する。

及び２

０２２

年度目

標スマ

ートエ

ディケ

ーショ

ン PJ 

 

ここで提案を１つ申し上げる。 

１ 文化財のデジタル化の推進 

  デジタルデータの素材を長野

県から提供し、長野県のＰＲや 

  情報発信を積極的に行う。具

体的には、県内にある有形無形 

  の文化財のデジタル化を積極

的に進め、研究や学校教育等の 

  素材として、国内外で利用す

るともに、合わせて長野県のＰＲ 

  を行う。 

   例）善光寺や松本城などの

国宝建造物のデジタル化（４Ｋや

８Ｋ）での撮影 

   例）諏訪の御柱や無形文化

遺産の祭などのデジタル化４Ｋや

８Ｋ）での撮影 

 

 


