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1．知事の政治姿勢について  

 ⑵ 福岡県におけるデジタルトランスフォーメーション推進 

本県の DX 推進についてお尋ねします。 

公明党福岡県議団では､福岡県の DX 注1

（デジタルトランスフォーメーション、以

下 DX と言います）を進める上での課題と

今後の施策の指針を得るために、2022 年

7 月 11 日（月）～13 日（水）に、福岡県

に居住する 16 歳から 69 歳の男女 5,398

人を対象に、インターネット調査を実施しました。 

 

まず、普段利用しているインターネットサービスを聞いたところ、全体では

ラインが 81.5％で最も高く、次いで ユーチューブ、ニュースサイト、ホーム

ページ、スマホ決済システム、オンラインモール、電子メール、インスタグラ

ム、ツイッター、動画配信サービス、フェイスブックの順となっています。  

インスタグラムでは、女性 16～29 歳で 76.3％、30 代で 62.6％、ツイッタ

ーは、男性 16～29 歳で、62.6％、女性 16～29 歳で 70.3％と何れも全体の倍

になっています。逆に男女とも 60 代では、極端に低くなっています。 

このことから、ユーチューブ、インスタグラム、ツイッターなどの SNS は

若者への訴求媒体として有効ですが、高齢者には不向きであることが良く判り

ます。今後、県広報等がますますデジタルへシフトしていく中で、訴求対象に

よるメディアの使い分けが必要です。 

また、「一般の人の SNS やユーチューブ」で全体が 20.7％であるのに対し、

「公務員全体」が 10.0％、「県職員」ではわずか 4.6％で、女性 16～29 歳の

46.2％の 10 分の 1 に過ぎません。これは『若い女性と県職員は、全く違う世

の中を見ている』とも言える状態を示しています。 

行政のデジタル化に対する考えを聞いたところ、要約すると「いつでも・効

率的に・スピーディーに・簡単に、しかも安心できる」となり、これは多くの

民間のサービスに求められる要件であると同時に、従前から行政が不得手とさ

注 1） DX とは？ ディーエクスと読みます。デジタルトランスフォーメーションのこと。 

 直訳すると「デジタル変革」という意味。ビジネス領域に限らず、デジタル技術を社会に

浸透させて、人びとの生活をよりよいものへと変革することをいいます。 
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れてきた事柄です。これを機に、県行政の組織風土改革が必要です。県職員で

「行政の効率化につながる」との回答が 75.9％と、全体を 20 ポイントも上回

り「スピードアップ」も高くなっています。一般的に、組織風土改革に対して

当事者は冷淡ですが、県職員は大変前向きです。これに応える知事や県幹部の

リーダーシップに期待したいと思います。 

DX 推進の課題では、「DX 人材の不足」が 45.1％で最も高くなっています。

最近総務省から公表された、2022 年版情報通信白書でも、国内企業 1,296 社

を対象としたアンケートで、DX を推進する上での課題・障壁を尋ねた結果、

「人材不足」が 67.6％と最も多く、次いで、「デジタル技術の知識・リテラシ

ー(使いこなす力)不足」44.8％となっており、米国・ドイツと比べても、人材

面での課題が多いことを指摘しています。「DX 人材の不足」「資金が不足」を

一番多く挙げた業種は両方とも「公務員全体」です。また、「役所の職員のデジ

タルに関する知識が不足している・偏っていること」では、公務員が全体の 2.5

～3 倍と際立って高く、更に、「行政手続きが煩雑で遅いこと」と「様々な規制

や、国・自治体が定めた制度や方針」でも公務員のスコアは高くなっています。 

つまり、公務員は役所での DX 推進に前向きで、民間よりも課題を強く感じ

ていることが分かります。課題を要約すると『人材不足・予算不足・知識不足・

手続きの煩雑さや遅さ・規制や制度』と言えます。今後本県が DX 推進を図る

場合、県職員は経験則や思い込みを排除し、若者の現状認識や意識をデータ等

で客観的に把握するように努めるべきと考えます。DX とは『価値創出のため

の、組織全体の事業やビジネスモデルの変革』であるのですから、DX を県行

政組織改革の意識を持って、全庁挙げて推進するべきと考えます。知事の見解

を伺います。 

 

次に、勤務先でのデジタル化の進捗状況を聞いたところ、全体では「出退勤

記録」が 36.7％で最も高く、次いで「経費や交通費の清算」、「報告書・稟議書・

予算書などの決裁文書作成と閲覧・回覧・承認など」、「各種マニュアル」、等と

なっています。  

「デジタル化されているものはない」と答えた人は、全体で 14.1％です。業

種別でスコアが高く、デジタル化が進んでいない業種は「不動産・物品賃貸業」

が 23.7％で最も高く、次いで「教育・学習支援業」、「生活関連サービス業・娯
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楽業」、「建設業・鉱業」となっています。 

従業員数別では、規模が大きいほどデジタル化が進んでおり、「デジタル化

されているものはない」は、1000 人以上の職場では 2.5％と 19 人未満の職場

の 10 分の 1 以下です。この傾向は経営情報等の戦略的な事項に於いて特に顕

著で、現状でも大企業がデジタル領域において大きくリードしていることが分

かります。 

また、DX 推進の必要性を尋ねたところ、「県職員」は 60.9％で全体よりも約

18 ポイント高くなっています。業種別では、「金融・保険業」が 68.9％で最も

高く、次いで「電気・ガス」、「情報通信」等が高くなっています。逆に「飲食

サービス業」、「運輸・郵便業」、「医療・福祉」、「不動産・物品賃貸業」等が低

くなっていて、デジタル化が進んでいる業種で更なるDX推進のニーズが高く、

逆に進捗が遅れている業種ではニーズも低くなっています。 

これらの業種の中には、「飲食サービス業」に代表されるコロナで大きな打

撃を受けた業種も含まれており、コロナからの立ち直りも道半ばで、デジタル

化の波にも乗り遅れている実態が表れています。これらの業種に対しては、例

えば、コロナ対策として行われてきた e コマース注 2を軸に業態全般のデジタル

化を図る等の、アフターコロナを見据えた、早急な DX 支援が望まれます。 

地域経済全体を効果的に押し上げるために、現状でも顕著である「業種・規

模による企業間のデジタル格差」を的確に把握し、脆弱な層へ支援を強化する

など、適切なバランスでの DX 推進の支援を行うことが重要となります。DX

の推進は、地域経済の活力や社会生活を豊かにする上からも必要です。一方

様々な場面での格差の拡大が懸念されます。このような、現状を踏まえ、取り

残される人が出ないよう、今後どのように優先順位をつけながら、地域経済全

体の DX の実現に向け、事業者の DX をどのように推進していくのか、知事の

見解を求めます。 

 

行政のデジタル化で期待する成果を聞いたところ、「行政業務のスピードア

ップ」が 51.7％と最も高く、「期待することは何もない」は僅か 4.4％に過ぎ

注 2） e コマースとは？  

 イーコマースと読みます。インターネットなどを通じて商品やサービスを商取引すること。

電子商取引とも呼ばれます。 
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ず、県民は行政のデジタル化での成果に期待しています。 

「福岡県 DX 戦略」には、KPI 注3が記載されていますが、一般的に、KPI は

目標達成のための進捗管理指針であり、施策目標である KGI 注4が数値目標と

して設定されていることが前提となります。 

しかしながら、この「戦略」には、例えば県民からの期待が最も高い「行政

業務のスピードアップ」に関しては「デジタル基盤の強化や行政事務のデジタ

ル化を強力に推進することで、行政サービスの更なる向上を図ります」とあり、

申請手続きのオンライン化の数値目標はありますが、行政手続き時間の何パー

セント短縮等の数値目標は設定されていません。県行政のデジタル化に於いて

は、オンライン化の数などの手段ではなく、県民が実際に享受するサービス向

上の数値的な目標を示し、高い期待に応えるべきであると考えます。また、デ

ジタル化を推進する際に、「オンライン化」「電子決済」「テレビ会議」「グルー

プウエア」「AI」などのハードやシステム名が踊り、それらの導入が目的であ

るかのような自己目的化に陥ることは民間でも多々見られることです。しかし

ながら、県民が望んでいるのは成果であり、それは「迅速化・簡略化・予算・

人員の削減・見える化」です。現代の生活者はデジタルに関しては一定の知見

を有しており、それが何を恩恵としてもたらすものかを、ネットショッピング

等で実感しています。県がデジタル化を謳う限り、県民は目に見える成果を期

待しています。知事の見解を求めます。 

 

次に、地方自治体が地域経済の DX 推進を行う場合に期待する成果を聞いた

ところ、「地域内企業の生産性の向上」が 31.9％で最も高く、次いで「中小零

細企業の支援」25.2％、となっています。現在、CM などで、人材募集・経理

など様々な「DX 商品」が紹介されていますが、デジタルに関する人材や知見

に乏しい中小零細企業が、安易にこれらを導入した場合、期待した効果が得ら

れないだけでは無く、情報安全対策等の問題を抱える恐れがあります。このよ

注 3）注 4） KPI、KGI とは？ 

KPI：「重要業績評価指標」と訳されています。ビジネスなどで最終目標に到達するまで

の中間目標を定める指標。 

KGI：「重要目標達成指標」と訳されています。最終目標である「ゴール」をどのように

測定するか、数値による指標のこと。 
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うな問題が発生しないよう、行政としては、専門機関による研修等や適切な情

報の提供を行うことが必要であると思われます。知事の見解を求めます。 

 

次に、教育長にお尋ねします。 

GIGA スクール構想については、全体での認知・支持共に半数に達しておら

ず、子供を持つ人でも、いずれも全体を若干上回っている程度で特に高くあり

ません。GIGA スクール構想を進める上でも、保護者への周知と理解を図るべ

きと考えます。 

同構想の課題・問題点を聞いたところ、「教師の IT に関する知識や使いこな

す技能に不安がある」が 37.4％で最も高い。 保護者への理解が進んでいない

ことも大きな理由とも考えますが、学校現場の実態を反映していると思います。

教員の IT に関する知識・技能の向上は急務と思われます。 

学校で何らかの取り組みを行う際には、その知識技能を率先して習得し、指

導の先頭に立つのは教員です。ここに県民が不安を感じることに、現在の教員

が置かれている問題点が集約されているように感じます。「福岡県 DX 戦略」

でも謳っているように、学校現場のデジタル化によって、校務の効率化をはか

り、教員が余裕を持って自己研鑽を行えるよう、教員の ICT 化活用力を向上さ

せる環境を作るべきです。教育長の見解を求めます 

「福岡県 DX 戦略」では、教育分野においても、行政のデジタル化と同様に、

ハードやシステムの構築を自己目的化している傾向が見られます。教育現場の

デジタル化において優先されるべきは、デジタル化による教員の負担軽減と教

育者としての力量の向上です。そして、それが子どもの IT スキルや学力の向

上という成果をもたらすこととなります。 

これは当調査に於いても、期待する成果として最優先に掲げられており、子

どもを持つ人、教育学習支援業従事者、そして県職員をはじめとする県内の公

務員も、より強く望んでいる事柄です。よって教育の ICT 化推進に於いては、

この「子どもの IT スキルの向上」「子どもの学力向上」「教員の質の向上」を

明快に最優先の目標として掲げ成果を出すべきと考えます。教育長の見解を求

めます。 

デジタル化は「打ち出の小槌」ではなく、その課題は現代社会の諸課題の多

くと一致します。市場原理に任せ放置すれば格差は拡大し、断絶を深めること
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になります。また、県民は行政と教育のデジタル化による恩恵を期待しており、

実質的な成果を求めています。「半導体とソフトウェアによる箱もの行政」に

陥ることが決して無いよう、県職員の自覚と知事や教育長のリーダーシップを

期待し、この質問を終わります。 

 

【服部知事の答弁】 

① 行政におけるDXの推進について 

県では、今年 3 月に策定した福岡県 DX 戦略において、県民サービスの向上

を目的として、単なるデジタル化に留まらない、業務そのものや組織、風土の

変革や、データに基づく政策立案に取り組むこととしています。 

例えば、押印の義務付け廃止によるオンライン申請の対象拡大、県の手数料

等に係る根拠規定の見直しによるキャッシュレス化の検討など、県民の負担軽

減や利便性向上につながる取り組みを進めているところです。 

また、前例踏襲、勘や経験に頼ることなく、客観的データや根拠に基づく立

案、いわゆる EBPM 注5へと大きく変えていく必要があります。 

このため、EBPM の研修を大幅に強化するとともに、企画・地域振興部と各

部局の連携の下、県が保有するデー夕やオープンデータを積極的に活用し、専

門家の知見も取り入れながら、具体的な政策・施策を立案していく取り組みを

始めているところです。 

DX 戦略に基づくこれらの取り組みが実効性あるものとなるよう、全庁を挙

げて推進してまいります。 

 

② 事業者における DX の推進について 

DX に取り組んでいる中小事業者は、国の調査によると、全体の 1 割弱にと

どまっています。 

また、県に寄せられた相談によると、「経営者の理解不足」や「具体的な活用

方法が不明」、「コスト」、「人材不足」等がその理由となっており、DX に向け

た支援が必要となっています。 

注 5）EBPM（Evidence Based Policy Making）とは？  
 「証拠に基づく政策立案」と訳されています。政策目的を明確化した上で、政策効果に関連
を持つ情報やデータ（エビデンス）に基づいて、政策立案すること。 
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また、業種としては、人材の確保・定着が課題となっている、農林水産業や

建設業、介護・福祉事業といった、労働者の負担軽減や業務効率化等を図るた

めに DX の推進が必要な分野もあります。 

これを受け、県では、経営者や生産部門の責任者、現場技術者など階層別の

デジタル化研修や、「福岡県よろず支援拠点」等による相談支援、生産性向上に

取り組む企業が行う設備導入や介護事業所に対する ICT 導入等に対する経費

助成など、様々な取り組みを行ってきました。 

今年度は、新たに、 

⑴ 中小企業生産性向上支援センターに設置した「デジタル支援ユニット」

による DX 化に向けた企業診断や支援計画の作成 

⑵ 「九州 DX 推進コンソーシアム」における人材育成のためのセミナーや

研修の開催 

⑶ 建設業に関連するドローン技術者育成事業の実施 

⑷ 農業DXやマーケティングなどを習得するリカレント教育による担い手

育成 

などを行っています。 

今後も、これらの取り組みにより、事業者における DX の推進を図ってまい

ります。 

 

③ 県行政のデジタル化の成果について 

県では、DX 戦略において、行政のデジタル化や効率化を強力に進め、それ

により産み出されたデータも活用しながら、県民が質の高い行政サービスを実

感できる社会を目指すこととしました。 

この実現に向けて、 

・ 県民がいつでもどこでも申請できる行政手続のオンライン化 

・ 電子決裁やペーパーレス会議等による行政事務の効率化 

・ リモートラーニング等による DX 人材の育成やデータ利活用推進 

などに関する 11 の項目について、KPI として設定しました。 

戦略に掲げる施策に着実に取り組み、これらの KPI を一つ一つ達成してい

くことで、県民の皆様に対する行政サービスの質の向上につなげてまいります。 

今後、これらの取り組みの進捗をお示ししながら、具体的な成果について検
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証し、明らかにしていきたいと考えています。 

 

④ 中小企業の DX 推進について 

中小企業が DX を導入するためには、DX に対する経営者の理解や、自社内

の経営や事業を熟知し、デジタル技術にも明るい中核人材の育成が必要です。 

そのため、県では、昨年 11 月に九州経済連合会、九州大学、デロイトトー

マツグループと共に設立した「九州 DX 推進コンソーシアム」を設立し、経営

者の理解を促すとともに、企業内の中核人材の育成を行っています。 

また、ものづくり分野の階層別人材育成講座においても、経営トップや中堅

リーダーの育成を行っています。 

加えて、外部の専門家を活用することも重要であることから、中小企業生産

性向上支援センターに「デジタル支援ユニット」におきまして、アドバイザー

を企業の現場に派遣しているほか、商工会議所の経営指導員などの支援人材の

育成を行っています。 

さらに、中小企業の情報セキュリティを強化するため、中小企業振興センタ

ーや商工会議所等を通じた専門家派遣のほか、「九州DX推進コンソーシアム」

においてもサイバーセキュリティに関する講座を設けています。 

今後も、こうした取り組みにより、県内中小企業の DX 導入の支援を行って

まいります。 

 

【吉田教育長の答弁】 

① 校務の効率化による教員のICT活用指導力向上の環境づくりについて 

教員が授業等において ICT を効果的に活用する力を向上させるため、 ICT

活用に係る各種研修はもとより、教員が主体的に ICT を学ぶための時間の確

保の観点からも、校務の効率化を進めることが重要と認識しています。 

県立学校においては、生徒の出席情報、成績情報、進路情報などを一元管理

するシステムや、教員間の連絡、校内のスケジュール共有などができるグルー

プウエアを導入し、校務のデジタル化を図っています。 

さらに、こうしたシステムを円滑に活用するため、各学校のシステム担当教

員に対する操作研修の実施、ヘルプデスクの設置、 ICT 支援員の配置などの

学校支援に取り組んでいるところです。 
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今後とも、教員の ICT 活用指導力の向上及び ICT の活用による校務や授業

準備等の業務効率化に取り組んでまいります。 

 

② 教育の ICT 化推進の目標について 

福岡県学校教育 ICT 活用推進方針において、 ICT は、学びの質と学力を向

上させるための「有効な手段」と捉え、「教員の ICT 活用指導力」を高めるこ

とや、学びの基盤となる子どもの情報活用能力を育成することなどを目標に掲

げています。 

県教育委員会では、目標達成に向けて、学びの個別最適化や確かな学力の育

成を実現することを研究テーマとして県内 6 地域を指定し、小・中学校におけ

る ICT を活用した効果的な教育モデルの開発を行うとともに、教員のスキル

や役割に応じた複層的な研修を実施しているところです。 

これからの社会を生きる子どもに必要となる資質・能力を育むため、 ICT 機

器の活用頻度に関する調査結果等のデータを参考にしながら、これまでの教育

実践と ICT 活用とのベストミックスによる教育の推進に努めてまいります。 

 


