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第８回 県政運営評価戦略会議 会議録

１ 日時 平成２７年１１月１３日（金） １３：３０～１４：４５

２ 会場 県庁１０階 大会議室

３ 出席者 委員 県

阿部 頼孝（敬称略，以下同じ） 清水 英範 監察局長

石田 和之 岡田 芳宏 監察局次長

井関 佳穂理 平井 琢二 地方創生推進課長

植田 美恵子 尾崎 浩二 総合政策課政策調査幹

坂本 真理子 辻 雅人 評価検査課長

田村 耕一

鳴滝 貴美子

橋本 延子

浜口 伸一

福島 明子

藤原 学

森本 長生 ほか

（会議次第）

１ 開 会

２ 議 事

（１）「いけるよ！徳島・行動計画」の評価結果（案）について

（２）「とくしま目安箱 優秀提言」の選定について

（３）昨年度の徳島県総合計画審議会への提言書に対する回答について

（４）「県政運営評価戦略会議設置要綱」の一部改正について

（５）「新未来『創造』とくしま行動計画」について

（６）「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」について

３ 閉 会

（議事項目と概要）

１ 監察局長挨拶

２ 「いけるよ！徳島・行動計画」の評価結果の決定（資料１）

３ 「とくしま目安箱 優秀提言」の選定（資料２・資料３）

４ 昨年度の徳島県総合計画審議会への提言書に対する回答について（資料４）

５ 「県政運営評価戦略会議設置要綱」の一部改正について（資料５）

６ 「新未来『創造』とくしま行動計画」についての説明（資料６）

７ 「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」についての説明（資料７）
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■監察局長挨拶

本日は，第８回県政運営評価戦略会議を開催いたしましたところ，会長をはじめ

委員の皆様方におかれましては，大変お忙しい中，ご出席を賜りまして，感謝申し

上げます。

さて，委員の皆様方には，７月から８月にかけまして大変お暑い中，７回にもわ

たる会議において，「いけるよ！徳島・行動計画」の750の事業について，様々な

角度から，まさに「県民目線」に立った評価をいただいたところでございます。

おかげをもちまして，このたび，その評価結果等につきまして，お手元の「提言

書案」として取りまとめることができました。心からお礼申し上げます。

この度の「提言書」につきましては，「いけるよ！徳島・行動計画」の４年間の

取組を「総括評価」として評価をいただいたものでございます。そして，この７月

にスタートを切りました新たな総合計画である「新未来『創造』とくしま行動計画」

の見直しにも，大きく影響を与えることになります。

本日，委員の皆様方のご承認をいただきましたら，速やかに，「徳島県総合計画

審議会」に対しまして，提出させていただきたいと考えております。

本日は，この他に「とくしま目安箱 優秀提言」の選定，また昨年度の提言に対

する「徳島県総合計画審議会」からの回答につきまして，担当部局からの報告など

を予定いたしております。

どうか，皆様方におかれましては，大所高所から，忌憚のない御意見，御提言を

賜りますよう，お願いを申し上げまして，開会にあたりましての挨拶とさせていた

だきます。どうかよろしくお願いいたします。

■会議録

（会長）

それでは，よろしくお願いいたします。議事に入らせていただきます。

本日は皆様お手元の次第にもありますように盛りだくさんの議事となっておりま

す。進行に御協力のほどよろしくお願いいたします。

まず，議事の１つ目の｢いけるよ！徳島・行動計画｣の評価結果（案）について協

議をお願いしたいと思います。

これまで，７回にわたり開催しました戦略会議における｢いけるよ！徳島・行動

計画｣の評価結果等について，資料１のとおり提言書（案）として取りまとめてお

ります。

事前に，各委員には事務局より送付しておりますので，時間の都合もありますの

で，ここは簡単に内容を確認しておく程度にしたいと思います。

資料１，まず１ページ目でございますが，こちらに「１ 県政運営評価戦略会議

について」ということで，当会議の役割や委員について記載しております。２ペー

ジ目の「２ 評価方法について」ということで，評価対象から評価手順までを記載

しております。３ページ目 「３ 評価結果について」ということでございますが，

こちらに我々が７回の会議で議論した結果をまとめてあります。
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そして，４ページ以降「４ 意見及び提言について」ということでこちらに（１）

総括意見がございます。こちらは総括的な意見ということで，皆さんから頂いたも

のをまとめてあります。総括意見が６ページまで続きまして，７ページ（２）基本

目標ごとの意見・提言ということで，それぞれ７つの基本目標に対して意見・提言

が記載されております。

９ページ目には，これに関連いたしまして（３）新たな行動計画の見直しに向け

てということで，次なる計画に向けての意見が記載されております。そして，10ペ

ージ目でございますけれども，「５ 県民からの優れた意見・提言」の採択につい

てということで，採択の結果等がここに説明してあります。

以上でございますけれども，この内容で｢徳島県総合計画審議会｣に提言したいと

思いますが，いかがでしょうか。我々の議論の成果がここにきちんと説明されてい

る，まとめられているということを御確認いただければと思いますが，よろしいで

しょうか。

（異議なし）

（会長）

それではお認めいただいたということでありがとうございます。そのようにさせ

ていただきます。

続きまして，議事２の｢とくしま目安箱 優秀提言｣の選定を行いたいと思います

が，まず，事務局から表彰に関する要綱について説明をお願いいたします。

（評価検査課長）

（資料２の説明）

（会長）

それでは，優秀選考について協議したいと思いますが，事前にアンケートを実施

していただいておりますので，その結果について，事務局から説明をお願いいたし

ます。

（評価検査課長）

それでは，資料３｢とくしま 目安箱｣に寄せられた建設的な意見・提言をご覧く

ださい。委員の皆さまには８件の中から優秀な提言として３つ程度選んでいただき

ました。

その結果，昨年度と同様，過半数を超える委員から選ばれた提言はございません

でした。最も多いもので，１番の｢公共交通機関利用促進のために｣と２番の「県民

の誇りの回復と観光促進のために」が同票で７票となっております。次いで３番の

｢持ち運び型防暑遮光ハウス｣と４番の｢津波避難所の表示｣が６票となっておりま

す。以下につきましては５票以下でございます。

以上，アンケートの結果を御報告いたしました。
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（会長）

事務局から説明がありましたが，過半数を超える委員から選ばれた提言はないよ

うでございます。どのようにいたしましょうか。

（Ａ委員）

今回も過半数を超える委員から選ばれた提言がないということですから，「最優

秀｣を選定するのは非常に難しいと思います。

そこで，今回は，７票を獲得した２つの提言を優秀提言とし，｢最優秀はなし｣と

いうことでどうかと思いますが，御検討を頂いたらと思います。

（会長）

ただいまＡ委員から提案がありましたが，それでよろしいでしょうか。

（異議なし）

（会長）

それでは，｢公共交通機関利用促進のために｣と「県民の誇りの回復と観光促進の

ために」をそれぞれ優秀提言とし，最優秀提言は｢該当なし｣ とさせていただきま

す。

続きまして，議事３の徳島県総合計画審議会への提言に対する回答について ，

に移りたいと思います。

昨年度，戦略会議で評価いたしました｢いけるよ！徳島・行動計画｣の結果につき

ましては，昨年11月19日に徳島県総合計画審議会へ提言を行いました。これに対す

る審議会からの回答について，今回，御報告いただきます。

それでは，徳島県総合計画審議会・事務局である総合政策課・尾崎調査幹から，

報告をお願いいたします。

（政策調査幹）

（資料４の説明）

（会長）

ありがとうございました。ただ今の報告に関して，何か，御質問等がありました

らお願いします。

（質疑無し）

（会長）

よろしいでしょうか。それでは続きまして，議事４の「県政運営評価戦略会議設

置要綱」の一部改正について，に移りたいと思います。
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まず，事務局から説明をお願いします。

（評価検査課長）

（資料５の説明）

（会長）

ありがとうございました。ただ今の説明に関して，何かご質問等はありますでし

ょうか。よろしいでしょうか。

（質疑無し）

（会長）

それではこの内容で了承したいと思います。

続きまして，議事５の｢新未来『創造』とくしま行動計画｣について ，に移りた

いと思います。

本日は，計画の策定部局である総合政策課・尾崎調査幹から，同計画について，

説明を頂きたいと思います。お願いいたします。

（政策調査幹）

（資料６の説明）

（会長）

ありがとうございました。

ただ今の説明に関して，何かご質問，御意見等はございますか。よろしいでしょ

うか。

（質疑無し）

（会長）

続きまして，議事６の｢ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略｣の説明について ，

に移りたいと思います。

本日は，総合戦略の策定部局である地方創生推進課・平井課長から，同戦略につ

いて，説明を頂きたいと思います。

（地方創生推進課長）

（資料７の説明）

（会長）

ありがとうございました。

ただ今の説明に関して，何かご質問等はございますでしょうか。
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(Ｂ委員)

ちょっとお伺いします。14ページの１番下の段，地域を支える産業人材の育成の

下にある，ドイツ・ニーダーザクセン州の職業訓練センターと交流とありますが，

職業訓練センターがどういうふうなものか，おおまかでいいのでお話をねがえたら

と思います。

（政策調査幹）

ただいま御質問いただきました，ドイツ・ニーダーザクセン州にある職業訓練セ

ンターでございますが，徳島県におきましてはテクノスクールというかたちで技能

訓練いたしております。県が行っているし，ポリテクは国が行っていることになる

のですが，ドイツの職業訓練センターは日本でいう商工会議所のようなところが訓

練センターを実施・運営いたしております。

規模については，ニーダーザクセン州が非常に大きいということもありまして，

街のほとんどが訓練センターとの規模でございます。

ただ訓練内容は，徳島県では木工とか，自動車，理美容，電気・機械をやってお

りますけど，内容については非常に似たような取組みを行っております。ドイツに

おきましては，マイスターということが非常に根付いており，尊敬されているとい

うこともあり，非常に進んだ職業訓練制度があるということで，徳島県とニーダー

ザクセン州が提携いたしまして，ドイツの良いところを県の職業訓練制度に取り込

んでいくものでございます。

（Ｂ委員）

先進的なとかそういうふうなところが多々あるのでしょうか。

（政策調査幹）

例えば，自動車整備士の養成は共に行っておりますけれども，日本も自動車大国

ではあるんですが，ニーダーザクセン州につきましてはフォルクスワーゲン社の本

社があり，業界からの支援が非常に手厚く，内容も非常に優れた訓練を行っている

ということで，これからは自動車の技術革新が非常に進んでまいりますし，そうい

った最先端のものを徳島でも取り込んでいければというふうに考えております。

（Ｃ委員）

14ページ。１週間ぐらい前に，欧米系の外国人の方が案内所に来て対応したんで

すが，20人ぐらいがキャンプしたいと。お勧めできるキャンプ場があまりない。そ

ういう全県的なマップがないかなと思ったりしまして。かといって外国人の方に安

全でない所に泊まっていただくのもちょっと問題があるかなと。

（地方創生推進課長）

戦略的な観光誘客の一貫ということで，今後インバウンドが非常に重要な取組み

になっていくと思っております。外国人の皆様，情報収集に当たっては，パソコン，
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スマートフォン，ＩＣＴも駆使されているということもございますので，そういっ

た方のためにWi－Fiも整備していっているところでございます。何を発信していく

かということもございますので，外国人の皆様のニーズに沿った内容，今おっしゃ

ったキャンプ場がどこにあるのかといったことも含めまして，貴重な御意見と受け

とめまして，反映させるべく調整させていただきたいと思います。

（Ｃ委員）

閉校した小学校とか中学校とかなども１つの案だと思う。

（会長）

どうでしょう。ほかにありますでしょうか。

（Ｄ委員）

12ページのサテライトオフィスのさらなる展開について，古民家の再生や古民家

を有効活用しようということで，既にありますように４市町ではかなり進んでいる

と思うんですけども，全体の市町村の中で４市町に特化するのではなく，全体に特

化するようなかたちで再生をするということと同時に，休廃校が県内でもかなり多

くなってきておりまして，休校の場合は教育委員会，廃校の場合は役所の方でとい

う管轄などがありまして，そうしたところの連携が不十分なところがあって，休廃

校の紹介がうまくできないようなそんなことも聞くことがあります。そういう意味

では，休廃校もかなりの用地と，建物も再生をすれば大きなものができるというこ

とで，勝浦町なども特に活用しているような実態はありますけど，そういうことを

通じて人を呼び込んでいくというようなことを，この中にも含まれているんだろう

と思うんですけれども，できましたらお願いしたいと思います。

（地方創生推進課長）

サテライトオフィスのさらなる展開，特に横展開を図っていくためにも，今お話

がございました既存ストックの有効活用も更に進めて行く必要があると考えており

ます。12ページには４市町となっておりますけれども，これは神山町，美波町，三

好市，徳島市のことでございます。今年度に入りまして新たに阿南市におきまして

１社立地しておりまして，現在５市町において31社という状況でございます。

この31の中に，例えば神山町でも，縫製工場を活用した神山コンプレックス，美

波町においても，県の老人福祉施設を活用してのサテライトオフィスの誘致，あと

三好市においては，廃校になった小学校を活用しての，そこにデザインされる方が

東京から移住して来られて，サテライトオフィスの31のうちの１つとして活躍され

ているという事例もございます。

徳島県としては，そういう様々な思い切った取組みにつきまして，できるだけ多

くの方に周知していただいて，新たな流れをどんどんつくっていきたいという思い

もございますので，そういった話も含めて引き続き取り組んでまいりたいと思って

おりますので，今後ともよろしくお願いしたいと思います。
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（会長）

ほかどうでしょうか。

（Ｅ委員）

ｖｓ東京自体はいろんな意見がありましたけれども，私はｖｓ東京の映像で全国に

向けて発信したということは相当なインパクトがあって，徳島を認知してもらうと

いう意味では非常に良かったんではないかというふうに思っております。今後「と

くしま回帰」総合戦略でいろんな施策を着実に実行していっていただきたいのです

けれども，いろんな施策をして徳島がどんどん魅力的になっていっているんだとい

うところを全国にどうやって伝えていくかというところも非常に重要でありまし

て，特に最近はＳＮＳの時代ですから，映像でもってどういうふうに伝えていくか

が，今後ますます重要となってくると思いますので，引き続き，映像で徳島の取組

みをいかに全国だけでなく世界に伝えていくか，そこのところにもある程度お金を

使っていく必要もあると思うので，映像を中心とした徳島の発信というところで更

に知恵を絞っていただきたいというふうに思います。

例えば，九州で温泉とシンクロナイズドスイミングを組み合わせた映像発信で，

すごいアクセス数がある県とかいろいろな取組みがあるのですけど，映像でいかに

伝えていくかというのがこれから非常に重要で，それも相当とがったものでないと，

なかなかどこの県も発信しようとしている中で目立たないので，そこのところは効

果的な情報発信を是非今後も検討していただきたい。

徳島のブランド力については，例えばブランド総合研究所が，都道府県別の地域

ブランド力を毎年ランキングで発表しているんですが，最近徳島は上がってきてい

るんですよね。ｖｓ東京の影響もあるかもわかりませんけど。ちょっと上げ潮にな

ってきているので，そこのところ引き続き力を入れてやっていただきたいというふ

うに思います。

（地方創生推進課長）

ありがとうございます。ｖｓ東京について更なる取組みをという観点での御意見

を賜ったところでございます。昨年９月９日にｖｓ東京を発表させていただきまし

て，お話していただきましたように，インパクト，それからとがったということで

御注目も頂いたところでございます。御承知のとおり，ｖｓ東京は東京を敵にまわ

すというのが目的ではなくて，東京にはない徳島の魅力をまずは県民の皆様にもし

っかりと認識していただいて，その上でそれぞれで広く発信していただいて，徳島

への流れをつくりだしていけないかという思いも込めているところでございます。

今年度ｖｓ東京を進化させていくために，10の宣言ということで，徳島の東京に

はない魅力ということで，10ピックアップしまして，それぞれに動画もつくって発

信するという取組みをしているところでございますけども，これを更に高めていき

たいと思っているところでございます。

今年度３月に国際短編映画祭という新たな取組みをしてまいりたいと思っており
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まして，そこでも新たに徳島の映像を発信させていくとか，来年度に向けてもいろ

いろ知恵を絞っているところでございますので，またいろいろと御指導も賜ればな

と思っているところでございます。

引き続きよろしくお願いいたします。

（会長）

よろしいでしょうか。盛りだくさんであった議事ですけれども，スムーズにここ

までたどりついているところでございますが，よろしいでしょうか。よろしければ，

そろそろ終わりに向けてということになるんですが。

それでは続きまして，事務局から何かありましたら，お願いします。

（評価検査課長）

ありがとうございました。本日御承認いただきました，｢いけるよ！徳島・行動

計画｣の評価結果及び｢県民からの優れた意見・提言｣につきましては，本日付けで，

徳島県総合計画審議会に提言させていただきます。

また，｢とくしま目安箱 優秀提言｣表彰につきましては，今後，表彰に向け準備

を進めていきたいと考えております。

なお，表彰式は，12月下旬を予定しております。

本日の会議録については，事務局でとりまとめた上で，会長に御確認いただき，

ホームページなどで公表させていただきたいと考えております。

なお，第１回から第７回までの会議録につきましては，会長，副会長，班長に確

認いただきましたので，本日，ホームページにて公開いたします。

（会長）

以上をもちまして本日の議事を終わらしていただきます。

議事の進行に御協力いただき，ありがとうございました。マイクを事務局にお返

しします。

（事務局）

会長さん，お疲れ様でございました。

それでは，これをもちまして，第８回の会議を閉じたいと思います。

委員の皆様におかれましては，御審議いただきまして，誠にありがとうございま

した。


