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第２回ＵＸプロジェクト計画策定会議 議事概要 

 

【日 時】令和３年（２０２１年）１０月５日（火）１７時００分～１９時００分 

【場 所】水前寺共済会館グレーシア１階 芙蓉 

【出席者（敬称略）】 

＜委 員＞ 

池野 文昭 委員（スタンフォード大学 研究者）※ 

川畑 健二 委員（九州電力株式会社 執行役員熊本支店長） 

慶児 幸秀 委員（熊本県企業誘致連絡協議会 会長） 

後藤 芳一 委員（一般財団法人機械振興協会 副会長） 

新原 昇平 委員（熊本国際空港株式会社 代表取締役社長） 

田中 稔彦 委員（一般社団法人熊本県工業連合会 代表理事会長） 

富澤 一仁 委員（国立大学法人熊本大学 理事・副学長） 

富山 孝治 委員（株式会社システムフォレスト 代表取締役） 

吉本 陽子 委員（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 主席研究員）※ 

木村  敬 委員／座長（熊本県副知事） 

※池野委員及び吉本委員はオンラインによるリモート参加 

＜事務局（熊本県）＞ 

内藤 美恵（商工労働部産業振興局長） 

受島 章太郎（商工労働部産業振興局産業支援課長） ほか 

 

【議事要旨】 

１. 開会 

○事務局（熊本県） 

・ただいまから、「第２回ＵＸプロジェクト計画策定会議」を開催する。ご多忙のところご出

席いただき感謝。 

・はじめに、資料の確認をさせていただく。オンライン参加の皆様には画面共有にて進める。 

 

［ 資料確認 ］ 

 

○事務局（熊本県） 

・議事に先立ち、熊本県副知事の木村敬よりご挨拶申し上げる。 

 

○熊本県木村副知事 

・委員の皆様におかれては、ご多忙のところお集まりいただき感謝。 

・本日は、前回の第１回検討会議でのご意見を踏まえて、県で検討を重ねてきたＵＸプロジ

ェクトの基本計画案についてご議論いただきたい。 

・コロナ第５波が落ち着きだしたところだが、ポストコロナ時代の熊本のあり方、そして、
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県内産業の第３の柱を創出するためには、持続的な取組みが必要と考えている。 

・今後１０年間を想定して、にぎわいを創出し、新しい産業を創出するための重要な取組み

を基本計画としてまとめている。イベントの開催などをはじめ、県内外の人材や企業が参

画し、ネットワークを形成していく中で、本プロジェクトを推進していきたい。 

・本日も限られた時間ではあるが、忌憚のないご意見をいただきたい。よろしくお願いする。 

 

２. 議題 

○木村座長 

・早速議題に入りたい。 

・皆様から忌憚のないご意見をいただくため、事務局から簡潔に説明をお願いする。 

 

（１）基本計画（案）について 

（２）今年度の取組みについて 

○事務局（熊本県） 

・資料１「基本計画の全体像（案）」、資料２「基本計画のポイント（案）」、資料３「基本計画

（案）」、資料４「ＵＸプロジェクトにおける令和３年度の具体的な取組み」に基づき、説

明。 

 

（３）意見交換 

○木村座長 

・これまでの説明に対し、出席者名簿順で皆様からご意見等をいただきたい。 

 

○池野委員 

・非常にきれいにまとまっている。 

・重要なのはパイロットプロジェクト。実際には４か月しかないが、ここで失敗すると出鼻

をくじかれる。すでにつばをつけているところはあるのか。 

 

○事務局（熊本県） 

・「健康」や「農業」という大枠の中で、プロジェクトの可能性を少しずつ企業にあたってい

る段階。 

 

○池野委員 

・パイロットなので、チャレンジングなもの、かつ象徴的なものを選ぶことが重要。これに

よって人が集まるきっかけになる。ある種出来レースでもよいので、絶対に空振りに終わ

らないように気合いを入れて、参画者を集めることが重要と考えている。 

 

○川畑委員 

・計画の冒頭にＵＸプロジェクトの背景と目指す姿が明記されており、基本計画の位置づけ
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がより明確になった。 

・県内産業の第３の柱を創出するという最終ゴールに向けて、基本計画の期間である１０年

後に目指す姿について定量的に示されると、基本計画の位置づけがより明確になると思う。 

・さらに、１０年後をイメージした上で、バックキャスティングで１年後、３年後、５年後に

ここまで、というマイルストーンがあるとわかりやすい。 

・前回ご指摘させていただいた、重要な取組みに関する取組順について、今回しっかり提示

いただき、感謝申し上げる。他方で、優先して取り組むものが多岐にわたっており、負荷

が集中する気がしている。もう少し優先順位をつけて、予算とマンパワーを集中させる選

択肢もあるのではないか。 

・併せて、役割分担の明確化についても、どの程度まで県が関与するのか、を明確化しては

どうか。 

・また、計画の中に、お金の話が一切入っていない。少しでも出てくると、どの程度の事業規

模なのかイメージしやすい。これは実施計画での話かもしれないが、将来的に民間主導で

まわっていくのがよいと考えるものの、イニシャルコストをどの程度で考えていて、どう

手当するかがあるとわかりやすいのではないか。 

 

○慶児委員 

・前回と比べると、すっきりと全体が見渡せるようになった印象。 

・ステップを踏んで進めていく、というところは良い。プレーヤー、ネットワーク、コンテン

ツ、どういった領域に集中していくのか、細かい文章を読んでいくとわかってくる。 

・パイロットプロジェクトでは、どんなところにどんなプレーヤーを呼んで、スモールサク

セスをつくるのか、みんながワクワクするようなテーマがあれば、こんな活動を熊本が始

めたのか、とアピールできる。そのあたりが見えてきたら、ぜひ教えていただきたい。 

・イノベーションを起こしたい分野については、ある程度見えるものもあるが、もう少し明

確に５分野くらいに絞ってもいいのではないかと思う。 

 

○木村座長 

・ここまでの議論のところで、事務局からコメントがあればお願いしたい。 

 

○事務局（熊本県） 

・「★」印が多くなっているのは、事務局としても認識している。一方で、特に前段部分につ

いては、あの手この手でプレーヤーを引っ張ってくる必要があるため、やむを得ないとこ

ろ。 

・お金の話もあったが、単年度の予算の中で優先順位をつけてやっていくのは、計画の中で

お示しするのは難しいかもしれないが、今後、実施計画を策定する中で、より先鋭化して

実施していくことがわかるように検討していきたい。 

・分野を絞るところについては、もし可能であれば、より詳細にご説明いただきたい。 
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○慶児委員 

・基本方針を読むと、水資源、半導体、自動車関連、農業、医療、といったキーワードを拾う

ことができ、ざっくり５つくらいというイメージをもった。 

・キーワードを探し出し、それに関係するイノベーションを見つけ出して、それにふさわし

いヒトを見つけ出してもよいかと思った。ここから分野をセグメンテーションしていって

はどうか、と考えている。 

 

○事務局（熊本県） 

・プロジェクトもそうだが、データについてもテーマによってどんなデータをそろえていく

のかも変わってくる。 

・基本計画までは大きな基本的な考え方を示すものなので、この状態でもよいかもしれない

が、今後、実施計画の中で見えるように検討していきたい。 

 

○慶児委員 

・データ、ＡＩはプラットフォーム的なこと。それをどういった分野に活かしていくのか。

例えば、農業や水産資源、医療の分野に活かしていく、という整理の仕方もある。 

 

○木村座長 

・プロジェクトが魅力的であるかどうかなど、大事な要素と考えるため、今後の実施計画に

向けて、検討をしていきたい。 

 

○後藤委員 

・大変充実した計画ができた。 

・他方で、この計画を実際にどう使っていくかを考える必要がある。 

・過去の成功した地域をみると、計画を精緻に設計したからうまくいったかといえば、必ず

しもそうではない。計画を作り込み過ぎたら、かえって筋が悪くなる可能性もある。 

・ガチガチに１０まで計画をつくるでもなく、かといってゼロでもなく、３か４あたりで、

きっかけを提供してエコシステムをつくっていく。それが結果として当初設計したものと

は全然違う方向に発展してもよい。あそこは居心地がいい、面白い人がいる、というとこ

ろまで設計しておいて、あとは成り行きに任せたほうがよいと感じる。 

・計画を実行するためのベストな人を集めると、その後事業の方向性が変わってしまった場

合に、その人は合わなくなってしまう。そうではなく、この人とやる、から設計したほう

がよい。 

・責任者を置くのかどうか。県の仕事だから１０責任を負うのか、それとも企業がやるから

ゼロなのか。あるいはコンサルに任せるのか。 

・他の地域でも、あの人がいるから、という要素があるから実現できた。条件が良いだけで

はなく、そこに特定の「人」がいる。 

・そこを県庁がやると顔が見えなくなる。人事異動で２年ごとに人が変わる。県からお金を



 

5 

渡すから、あなたに任せる、という形にすれば、その人はずっと考えてくれる。 

・誰かがこういう形にもっていく、という人を作らなくてよいのか。そうした人を置くのか、

置かないのか、判断があってもよい。放っておくと、全部県がやらなくてはいけなくなる。

取捨選択の意思決定をする必要がある。 

・置く場合、最初にその人なら何を実現するつもりかをすり合わせる。もしうまく行ってな

ければ、ではどうするつもりかと詰めればよい。それを言える相手を作ったほうがよい。 

・何か仮置きでもいいから設定して、違っていれば随時変えていけばよい。責任者を決める

場合に、計画を全部決めてから、あなたはこれをやってください、だと難しい面がある。 

 

○木村座長 

・行政は異動がある一方で、事業をやっている人は継続的な支援を求めている。行政主導で

はなくても、伴走支援することで、うまく行っている例もある。 

・行政が主導ではなくても、ここに関わる行政マンが継続的に支援していくんだ、とＵＸで

固めていきたい。ずっと携わっていきたいという思いは持っている。 

 

○新原委員 

・日本橋でライフサイエンスイノベーションハブを作ったときは、三井不動産も人事異動し

ていく一方で、プレーヤーはここに勝負をかけている人が多く、１０年寄り添ってくれる

よね、というスタンスだった。 

・そのため、社団法人を設立して、理事長や専務理事にはライフサイエンス分野に明るい人、

コネクションをもっている人に来ていただいた。彼らをサポートする社員は人事異動があ

るが、彼らは動かない。事業の継続性をプレーヤーに対して担保して、安心感をもってい

ただく取組みをしていた。 

・最初に目標をガチガチに決めていくのか、という点に関しては、大まかな目標を決めた中

で、勝手に派生して走り出す面もある。こういうことをやってみても面白いのでは、とい

うのは必ず出てくる。それを取り込んでいけばよい。 

・ドックランのように、ある程度外枠を作っておいて、犬に自由に走ってもらい、場合によ

っては、枠を広げたり、逆に行き過ぎの場合には狭めたりしていけばよい。それが県の役

割と認識している。 

・「★」印をつけて、わかりやすくなったが、県庁職員全員でやらないと実現できないのでは、

というボリューム感がある。そのうえ、ここに書いてないことも今後出てくる可能性もあ

る。 

・単年度で予算をつけて、今年はこれやりますとした場合に、今年はここまでしか予算とっ

ていないのでもうできません、ということがよくある。 

・誰か一人、中心となる人を決めて、県はそれをサポートする。たとえば、社団法人にして、

権限を与えたり、行き過ぎを抑えたりしたほうがうまく行くのではないか。やってみて、

まったく違う方向にいってもありなのではないか。 

・実際にやる段になった場合に、プレーヤーや県がどう役割分担をしてやっていくのかが、
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少し見えない、という印象をもった。 

 

○木村座長 

・予算についてはもどかしくもある。機動的に補正予算を組むということも考えられるし、

基金をつくるやり方もある。ただし、それだと国の補助金も使えなくなる面もある。大事

なテーマであり検討していきたい。 

 

○田中委員 

・前回の会議でも、いい意味で、役所らしくない。民間の力を生かしたほうが、活力のあるも

のになっていくという話をした。 

・その先にどういう芽を実らせるのか、計算尽くしではないものの、何らかの方向性、きっ

かけは必要と思う。いい意味での行政離れを目指すのは大事なところと理解。 

・今回の岸田新内閣の中で、経済安全保障がでてきた。今後ますます重要になってくると感

じている。例えば、データサイエンス。リスクに近いところでもあるので、そのあたりの

関係性がどうなるのか、気になっているところ。 

・あくまでも熊本県が主体でやっていくものを民間の力をつかって盛り上げていくものとは

思うが、国や自治体とのかかわり、関係性は今どのようにイメージしているのか、お答え

いただきたい。 

・テーマ性で面白いと感じているのは、先日のとある会合で、ビューティと健康がテーマの

分科会に出たが、他の分科会に比べて、一番面白かったと盛り上がった。 

・たとえば、再開発や地域おこしは自分事としては若干距離があるが、健康や美容、ビュー

ティは直に自分に関することなので、食いつきがいい。 

・これを産業として起こしていくこと、自分事として、高い関心をもって入っていくのであ

れば、非常に発展性があると感じた。 

・ちょっとしたきっかけ一つで、物事は動き出すと感じた。 

・サブタイトルは非常に気に入った。まさにこれという印象。ぜひ頑張っていきたいという

気持ちでいる。 

 

○事務局（熊本県） 

・国との関係性については、まずはこのプロジェクトが熊本県の独自性に基づいてやる柱で

あるため、当然県として考えていくのが大前提。その一方で、国の政策が変わっていく中

で、規制緩和などは国の制度をもとに、地方の制度がある組み立てになっているので、状

況はしっかり注視していきたい。 

・逆に県や市町村だけでできることは、極力県で対応して、実証の機会を提供したいと思っ

ているし、必要に応じて国とのネットワークも使いながら進めていきたい。 

・ライフサイエンスをテーマとして掲げたのも、まさに自分事になるため。これから産業の

柱を立てていく際にリアリティがないといけない。産業界、それ以外に対しても、県とし

てこういうことをやっていくとしっかり説明していきたい。 
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○木村座長 

・取り込めるものは取り込んでいきたい。 

・経済安全保障について、熊本の経済安全保障として置き換えると、熊本がもっている産業

が力強く発展していくとともに、リスクを回避していくことが重要。 

・農業もこれまでの農業だと、原材料輸出国で終わってしまって、海外に負けてしまう。付

加価値を高くしていくことが必要。半導体を活かした産業も然り。 

・熊本の産業が日本の経済安全保障につながっていくと考えている。ただ、そこを計画にど

う書き込むかについてはご相談していきたい。 

 

○富澤委員 

・全体像をよく理解できるようになった。 

・１０年のプロジェクトで、最終的な目標が第３の柱の創出とあるが、バックキャスティン

グで、ある程度の目標設定をしたほうがよい。２年目にこれ。４年目にこれと示したほう

がよい。 

・「★」印も多いため、なぜスタートダッシュでやる必要があるのか、バックキャストで示し

たほうがよい。 

・計画のつくりこみについては、メソッドに関しては自由にやってよいが、それぞれのタイ

ムスケジュールに関しては、ある程度示しておいたほうが、県の担当者が変わっても実現

していけるのではないか。下期の実施計画に向けて、落とし込む必要がある。 

・熊本大学としても、データの部分で連携してやっていく。国立大学の中期経営計画を提出

したところだが、ＤＸも教育もかなり大きく変えていく。 

・研究についても、大きな連携をしていく予定であり、県や参画するプレーヤー、学生、起業

家を目指す人と楽しく連携してやっていきたい。 

・なぜこのように「★」印が多いのか、ご説明いただきたい。 

 

○事務局（熊本県） 

・実際、気合の部分もあるが、単年度の予算の中でやっていく中では、濃淡をつけていく必

要がある。「★」の中でも濃淡はあるかもしれないが、「★」をつけたことでかえってわか

りにくくなった面もあるので、濃淡についてはこれから考えていきたい。 

・誰がひっぱっていくかについては、「コーディネーター」という記載もしていた。県庁の異

動もそうだが、専門性の観点からしても、県庁単独では引っ張っていけない。専門人材に

ある程度委ねて、進めていくことがどうしても必要になってくるのは痛感しているところ。 

・今回のプロジェクトは素地こそあるものの、全く新しい柱を立てるものであるため、当面

の動きを加速させていく必要がある。そうした中で、コーディネーターについて、単一な

のか、複数なのか、あるいはコンサルに任せて回し始めるのか、現段階ではまとまってい

ないが、整理を深めていきたい。 
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○木村座長 

・それこそ実施計画の内容となる。目指す先をどうやっていくのか相談していきたい。 

 

○富山委員 

・資料、クオリティ高い。 

・人を呼び込み、にぎわいをつくるのが重要とは感じている。産学官金からいろんな形で人

を呼び込むと書いているが、実際、具体的に読み解いたときに、参画する側としては、ど

のレイヤーで入ればよいのか迷う部分がある。集める仕組みを作ったときに、どういう枠

の中で動かすのか、その部分を想定していないと、雑然となっていく印象がある。 

・取組みのステップはよいが、どうしてもウォーターフォール型でとらえてしまう。以前か

ら議論になっているアジャイル型の考えも必要。ステップとして書いてあると、フォロー

の文言はあるが、順番的にハコが一番後ろになっている。 

・そのうえで、各ステップの中に「★」があると、ステップの中での優先順位と捉えてしま

う。しかしながら、例えば、４番目のステップのものでも、優先度が高いものもあるかも

しれない。コーディネーターの配置も早めにやっていく必要がある。 

・県内の自治体にも参画してもらうことに関しては、ある程度早い段階で、アナウンスして

おかないと、自治体側としてもいろんな計画があるなかで、こういうのがあるんだったら、

手を挙げてやっていきたい、という自治体もあるので、早めのアナウンスをお願いしたい。 

・イベントや勉強会について、日頃感じているのが、その場に会社の社長などが出てくるが、

その社長から下の社員におりていないことが多い。本来ならば、若い人とイノベーティブ

なことをやりたいものの、社長から下におりていないこともある。 

・イノベーティブなことをやるのであれば、対個人とのやり方も考えていく必要がある。大

手企業でも個人として動きたい人も増えてきているので、ハブとなるような人材は重要と

感じている。 

 

○吉本委員 

・ワード版でまとめられた基本計画案は、非常にわかりやすくまとめられており、レベルの

高さを感じた。一つ一つの文章に心がこもっている印象を受けた。本気で熊本県が取り組

んでいく決意を感じる立派な計画だと思う。 

・総花的との指摘もあるが、どれを押すか、どれを引くか、については、実際にやってみなけ

ればわからないこともある。あまり計画のステップを意識せず、アジャイルで動かしてい

くなかで、優劣の判断もできてくるのではないか。あとはこの計画をどう実行していくか

に尽きる。 

・前回の会議で出た意見も丁寧に拾っていただいている印象を受けた。特にワード版の基本

計画案のＰ２４～２５に「行政による本気のサポート」とある。ここまで言い切れる自治

体はそう多くない。読んだ人には刺さる内容ではないか。 

・シーズをどうやって育てるか、その仕組みが競争力の源泉となる。行政によるサポートで

は、新しく起業する際の社会実装を支援していく、必要な規制緩和は国に働きかけていく
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ことを高らかに宣言されている。キックオフイベントでもこの点をしっかりと示していく

必要がある。熊本に人が集まるきっかけになる。 

・データ連携基盤も極めて重要だ。どういうデータリソースにアクセスできるのか。ＫＭＮ

にアクセスできることをうたっているが、ライフサイエンス分野はデータの利活用に制限

があり、難しかったりする。すでにライフサイエンス関連データの活用をアピールしてい

る拠点が世界でも増えてきているので、熊本県もいかにデータアクセスを担保するかが重

要となる。 

・ライフサイエンスの領域においても、海外で起業しているのはＩＴ系が主流になりつつあ

る。米国ＦＤＡもインストールベースのプログラム医療機器などでは、プロダクト認証か

らプロセス認証へとシフトしつつある。 

・従来のルール・規制では制度設計が追いつかない。シーズを世の中に出す、社会実装に向

けてモノやサービスにする主たるプレーヤーは、デジタル系のスタートアップになりつつ

ある。彼らを呼び込むための仕組みや必要な人材育成について、着実に進めていってもら

いたい。 

 

○事務局（熊本県） 

・自治体との連携については、強く意識している。本来であれば、４５市町村呼びたいが、な

かなか現実的でないので、周辺自治体をとりかかりとして、進めているところ。 

・県だけ、あるいは民だけでは難しいので、基礎自治体とも十分に連携して、リアリティの

ある形でやっていきたいと思っている。 

・本気のサポートについては、しっかりとやっていきたい所存。 

・データについては、特にライフサイエンス分野のものは、個人情報の問題もあり、実際に

どうやっていくのか、ここから先が知恵の絞りどころで重要なポイントと考えており、引

き続き検討を進めていきたい。 

 

○事務局（熊本県） 

・取組みの優先順位について、今回の計画をつくる際に先進事例を勉強していると、こうす

るとよいのでは、ということはある程度出てくるため、一つの型として形式的に作ったと

ころ。一方で、勉強すればするほどよくわからない面も出てきた。成功した事例は出てく

るが、失敗した事例はあまり出てこない。なぜ失敗したのかを勉強していきたい。 

・イノベーションがどう起こるのか成功はない。最初の２年間は本気度だと思っている。組

織的にパンクするかもしれないが、本気度を示して環境整備に取り組みたいと考えている。 

・経済安全保障について、例えば、ドローンと農業。農業であれば、ドローンの画像を自由に

解析できるが、サーバがすべて中国経由だったら、農業以外ではできないこともある。 

・気づかないうちにまずいことになっていることもあり、そうならないようにしていきたい。 

・データ連携の文脈でガイドラインの整備も書いているが、国の動向も踏まえながら、あま

り外れたことはやらないようにしたい。逆に規制緩和については、国と連携してやってい

きたい。 
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○池野委員 

・データについて、後ろから２番目のステップとなっている。 

・産業形態がどんどん変わっているので、データは呼び水になる。石油と同じくらい価値が

あるという人もいる。 

・特に、医療や健康、介護のデータは個人情報と紐づいている。プライバシーの観点が働く

が、それが価値を生み出す源泉。医療や創薬になると、ダイレクトに個人のデータとの紐

づきがないと、全く使えない。 

・カナダのトロントでは、スーパーシティを創ろうとＧｏｏｇｌｅと組んだが、住民の猛反

対を受けて頓挫した。その原因は、「住民のためのＧｏｏｇｌｅ」ではなく、「Ｇｏｏｇｌ

ｅのための住民」ということを、住民が気づいたから。 

・いろんなところでやっているがうまくいっていない。どうやったら熊本でうまくできるの

か、そこがうまくできれば人は集まってくる。 

・すべての中心は住民にある。こんなにメリットがあるんだということ、かつ、それを結果

として示していかないといけない。それが産業になる。 

・少子高齢化が加速するなかで、健康寿命を延ばすための予防医療をどうやっていくか。個

人個人でパーソナライズしてやっていく必要があるが、それがビジネス。ある取組みによ

り、そこにいた人の健康寿命が延びたなど、そうした結果を出していく。そういう意味で

のデータ管理を今の段階から考えていく必要がある。 

・過去の医療データなどは同意がとれない。案外データは魅力的な価値に代わる可能性があ

るため、ステップとしては後でも、水面下では最初から進めておいたほうが、後々の熊本

の価値が上がる。 

 

○木村座長 

・非常に重要な論点。県としてもコロナ禍の中で、オプトインながらセキュアなデータ基盤

を作っていきたい。 

 

○富山委員 

・自身が関与する人吉市ではスーパーシティに手を挙げている。 

・そこでも、プライバシーデータをどう使っていくか、まさに議論している。規制緩和を主

体として置いているが、周りからの評価が高いのが、住民の意向調査について。 

・豪雨被害が最も大きかった３町でのアンケートでは、防災のために個人情報を出してよい

かという質問に対して、説明会に参加した人のうち、８８．４１％の方々が出してよいと

回答した。 

・個人情報を出すことによってこういうメリットがあります、と行政が説明会を実施したこ

とが良かった。避難や命に関わる情報であれば、個人情報を出してよいとの結果だった。 

・会津若松でもスーパーシティの取組みをやっているが、個人情報の同意がまだ少ないと聞

いている。住民側にメリットが提示されることが大事。 
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・デジタル基盤については、熊本県版のライフサイエンス分野での基盤を設計して、オプト

インして、同意のもとに提供していけるように設計すべき。 

 

○富澤委員 

・個人情報の二次利用については、国でも法整備や議論が進められている。 

・ＫＭＮはわが国のなかでも発達しているもの。昨年の７月豪雨のときにも、避難者の調剤

情報について、ＫＭＮに登録された人に対しては、病院の電子カルテ情報から、履歴を参

照できた。ＫＭＮでは連携しているすべての病院が情報を見ることができ、熊本大学だけ

でなく、一般の医院でも参照できる。 

・ただし二次利用の際には、ハードルがある。法整備が必要であり、そこに向けて検討して

いる。最終的には地域住民の健康増進につながるように、災害時にも役立つことが重要で

ある。実際、人吉や水俣はＫＭＮの参加住民もかなり多い。熊本地震や豪雨で重要性を認

識してくれた住民が参画してもらえるよう、今後も丁寧に説明して、できれば県民全員に

入っていただけるようにしたい。 

・二次利用の際の法整備については、国とも調整していきたい。 

 

○木村座長 

・すべての中心は住民のためにある、という形で整理したい。 

・法制度の件は県としてもしっかりフォローしながら、企業がデータを使うにあたって使い

やすく、かつ、住民の信頼性の高い連携基盤をつくっていきたい。 

・最後に後藤委員から案内をお配りいただいている。 

 

○後藤委員 

・前回触れた果実堂について、来週幕張で農業の展示会を実施する予定。 

・果実堂はベビーリーフのシェアが日本一だが、こういう日本一は県内にもある。研究開発

のためのソフトを考えるのは代わりが効くが、この企業と組みたいというものがあれば、

全国から吸引ができる。データをどう活用して販路に展開するかを考えることは、ビジネ

スにつながる。 

・ビューティーで盛り上がった、と紹介があったのは大切な点。いきなり経済や産業を、で

は楽しく話や人の輪が広がって以下ないかもしれない。 

・盛り上がるテーマは、それに任せておけば、お金の話はあとで自然に出てくる。まじめな

テーマを一つだけ設定して、あとは好きな話をしようと。そうすれば、自然とビジネスに

つながっていく。そういうヒントをいただいた。 

 

○木村座長 

・まさにワクワク感は大事。ＤＡＩＺの井出社長には基本構想の段階で参画いただいており、

ＤＡＩＺの思想も引き継いでやっている。 

・ご意見を頂戴していて、今後の具体のパイロットプロジェクトをどうやっていくかにご意
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見をいただいたほうがよいフェーズになってきたと感じる。 

・本日いただいたご意見を踏まえて、事務局で基本計画をまとめていきたい。今後のマイル

ストーンも置きながら、随時ご意見を賜りたい。 

・それでは意見交換はこれまでとし、事務局にお返しする。 

 

３. 閉会 

○事務局（熊本県） 

・貴重なご意見を数多くいただいた。 

・ガチガチのものをつくるのか、アジャイルに変えていくのか。商工労働部はどちらかとい

うと、柔軟な部署。企業が主役であり、それを支援していく部署。他方で、予算化していく

必要もあるので、カチっとした計画も作っていく必要がある。 

・あくまで企業などを主役としてやっていきたいと考えており、コーディネーターをはじめ、

具体的な段階になったら、また随時ご相談していきたい。 

・基本計画は１０月中の公表に向けて策定作業を進めていきたい。まとまり次第、委員の皆

様には改めてご連絡差し上げたい。本年度後半は実施計画の策定に向けて議論をいただき

たいと考えている。 

・次回、第３回の開催は１１月下旬から１２月上旬頃、第４回は年明けを予定している。日

程については改めてご案内する。 

・これをもって、本日の策定会議を終了とする。 

 

（以 上） 


