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第１回 県政運営評価戦略会議 会議録

１ 日時 平成２７年７月３１日（金） １３：３０～１５：４０

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） 飯泉 嘉門 知事

石田 和之 清水 英範 監察局長

井関 佳穂理 坂東 淳 とくしまゼロ作戦課長

植田 美恵子 相田 芳仁 政策創造部副部長

坂本 真理子 東端 久和 県民環境部副部長

田村 耕一 松浦 博 保健福祉部副部長

鳴滝 貴美子 仁木 弘 商工労働観光部副部長

橋本 延子 山本 俊也 農林水産部副部長

浜口 伸一 瀬尾 守 県土整備部副部長

福島 明子 森 繁生 南部総合県民局副局長

藤原 学 森 裕二 西部総合県民局副局長

森本 長生 木下 慎次 教育委員会副教育長

田中 功 警務部警務課企画官

岡田 芳宏 監察局次長

辻 雅人 評価検査課長

ほか

（会議次第）

１ 開 会

２ 議 事

（１）会長・副会長の選出

（２）「いけるよ！徳島・行動計画」の評価について

（３）「とくしま目安箱」等に寄せられた建設的な意見・提言の報告及び採択

（４）その他

３ 閉 会

（議事項目と概要）

１ 知事挨拶（概要は別に掲げる）

２ 会長・副会長の選出

会長を選出し，会長が副会長を指名。

３ 評価私案の説明（資料３）

４ 質疑（以下，概要は別に掲げる）

５ 評価結果の決定

６ 「とくしま目安箱」等に寄せられた建設的な意見・提言の報告及び採択（資料４）
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■知事挨拶

（飯泉知事）

今年度第１回目となります県政運営評価戦略会議の開催をいたしましたところ，

皆様方には大変暑い中，また大変お忙しい中，御出席を賜りまして，誠にありがと

うございます。

そして何よりも，引き続き委員をお引き受けいただいた皆様方，また新たにこの

たび委員に御就任を頂く皆様方，どうぞよろしくお願い申し上げます。

さて，まず県におきましては，平成23年度から４か年，県政運営指針であります

「いけるよ！徳島・行動計画」。これも１回作ったら終わりということではなくて，

毎年皆様方にも御評価を頂き，そしてこれを修正して新たな計画として進めていく，

こうした形で進めさせていただいたところであります。

また，この間につきましては，実に多くのことがありました。何と言っても平成

23年，あの震災の年となったところでありました。その意味では，南海トラフ巨大

地震への対策，これをいかに急いでいくのか。これも大きなテーマとなっていると

ころであります。また，さらには特に新しい概念として，災害医療，戦略的な災害

医療の構築をしていこうと，こうしたところでＧ空間，こうしたＩＣＴの利活用も

大いに進める中で，戦略的な災害医療，こちらも進めていきたいところであり，そ

の大きな拠点となる県立３病院の改築，こちらも進めてきたところでもあります。

また，さらには全国屈指の光ブロードバンド，「速さでは日本一は徳島ではない

か」，このようにも言われるところでありますが，これによりまして情報通信関連産

業の誘致，これはもとより，今では地方創生の大きなモデルと言われておりますサ

テライトオフィス，これによって神山町，あるいは美波町においては，社会増が社

会減を上回る，こうした現象も起こっているところでありました。新しい働き方，

テレワーク，その提言ともなっているところであります。

そして，何よりもあの高すぎる高速料金，本四高速。平成16年度から徳島がまず，

「おかしいではないか。全国共通料金であるべき」と，そして多くの仲間を募り，

日本の行政上初となる都道府県域を越える意思決定機関，関西広域連合，これも作

る中で，その第１号の議決議案が全国共通料金ということで，これもいよいよ全国

共通料金がスタートとなったところであります。

そして，新しい行動計画を７月３日にしたためさせていただいたところでありま

す。これからは，やはり未来志向，一歩先の未来をしっかりと県民の皆様方ととも

に歩む。もちろん，行政においても今，その日のことをお日様西へ西へとやるので

はなくて，やはりしっかりと一歩先の未来を考え，そして今何をやるべきかと，こ

うした点を考える，新未来「創造」とくしま行動計画をスタートしたところでもあ

ります。

ということで，皆様方におかれましては，まず最初に手掛けていただきますのは，

この４か年の「いけるよ！徳島・行動計画」，その集大成としての検証を，まず約１

か月間かけて，それぞれの７本柱，それぞれに検証を行っていただきたい。そして

それを，今度は新たなこの行動計画の中にもしっかりと生かしていく。

特にＰＤＣＡサイクルという言葉が，今では国でも地方でも必ず言われるところ
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でありますので，こうした形でしっかりと新たな計画の中に，これまでの４年間の

成果といったもの，あるいは足りなかった点について生かしていきたい。このよう

に考えておりますので，大変タイトなスケジュールとなるところではありますが，

是非よろしくお願いを申し上げたいと存じます。

■質疑

（会長）

この案をたたき台にいたしまして，委員の皆様といろいろ議論をしていければと

考えております。この会議自体が，全体で15時30分終了の予定になっておりますの

で，議事の都合上，この議論の後，総合的な観点からの意見・提言などもあります

ので，15時15分を目途に終了したいというふうに考えておりますので，どうぞよろ

しくお願いいたします。

基本目標２は，７つの重点戦略に分かれております。これを一括して議論すると

いうのではなく，数も多いところですので，その重点戦略ごとに協議を進めるよう

にしたいと思います。まず２－１「経済加速とくしまづくり」，番号で言いますと

105番から137番になります。これについて，私の評価案に対する意見や質問，ある

いは理事者に対して，取り組み内容や実績を，もう少し詳しく説明をもらいたいで

あるとか，ありましたら何からでも結構でございますのでお願いいたします。

（Ａ委員）

１つ事務局側に伺いたいことがあるんですが，４ページの112番についてですが，

事業自体が「メガヒット商品を作りましょう」ということと，「産学官の連携でやっ

ていきます」と，「出展等を支援します」と，あとは「メガヒット商品の創造をして

商品化しましょう」という４つの指標がありますが，これらは達成ができていて

「◎」とか「○」という評価をしてくださっていると思うんですが，これで実際メ

ガヒット商品，どのような物が具体的にできたかというのを伺いたいんですが。メ

ガヒット商品の商品化となっているので，何らかの物が商品化されているかと思い

ますので，その内容をお教えいただけたらと思います。

（会長）

御説明いただけたら。はい，お願いいたします。

（商工労働観光部）

ただいま112番のメガヒット商品の創造というところで，御質問を頂いたかと思いま

す。メガヒット商品というのはどういう物かというと，例えば，大ヒットとかミリ

オンセラーにつながるというイメージがございますが，当事業におきます私どもの

メガヒット商品というのは，売上げとか個数とかそういった普及だけじゃなくて，

地域の課題解決とか，徳島県にとって，地域経済の活性化といったようなものに，

どうつながっていくかも視野に入れまして，社会貢献という側面をいかに担ってい

るかも考慮して，開発を進めているところでございます。
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26年度に商品化されております件でございますけれども，県立の工業技術センタ

ーにおきまして，県内企業のニーズを踏まえた実用化の研究とか，新商品の開発に

取り組んでいるところでございまして，具体的に申しますと，紫外線のＬＥＤを活

用いたしました清酒のお酒です。お酒の酵母の育成に成功したということでござい

まして，県内の酒造会社に当該の工法を提供し，地酒作りを進めていくという状況

でございます。26年度に１銘柄が商品化されまして，その後も各社続々と出してい

ただいている最中でございます。一般的にフレッシュ工法というのは，果実の香り

がするお酒ということで，発酵力は弱くなるという傾向がございますけれども，例

えばリンゴのようなフルーティーな香りがするということで，その酵母を使いまし

て，全県的に酒造会社さんが取り組んでいただいている状況でございます。

今後さらに，この酵母によります更なる銘柄の商品化が見込まれると考えており

まして，工業技術センターにおきましても，徳島ならではの地酒ということで，販

路拡大等にもつながると考えておりまして，これを今回メガヒット商品の創造で，

加えさせていただいております。

（会長）

はい，いかがでしょうか。

（Ａ委員）

ありがとうございます。取り組みの内容のところに書いていただいている，「この

酵母がメガヒット商品ですよ」という御説明と理解してよろしいでしょうか。かし

こまりました。多分，ここから我々で議論しないと駄目なところかと思うんですが，

それをもって，メガヒット商品創造に対して，それが達成できているかどうかとい

う議論になるかと思うんですが，どうなんでしょう。会長，Ｃでしょうか。してい

ただいているんですが。

（会長）

まさにおっしゃるとおり，メガヒット商品って言うと，ｉＰｈｏｎｅとか，そう

いう物をイメージしてしまったんですけど，そこまでいかなくても，もしメガヒッ

ト商品であれば，多分知っているはずかなと思って，ちょっとからいかもしれない

ですがＣとしたんですけど，皆さんと御議論させていただければと思います。どう

でしょう。このままでよろしいでしょうか。

（Ｂ委員）

今お聞きをいたしまして，私もメガヒット商品の中身がどういうものだったかお

聞きをしようと思っておりましたが，ＬＥＤを使った酵母作りというふうなことで，

特にＬＥＤは，徳島ならではということもあると思いますし，この４項目のうち３

項目は，達成をされていることからいたしますと，私はＢでもいいのではないかと

いうことで，発言に変えたいと思います。
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（会長）

なるほど。いかがでしょうか。Ｂでもいいのではないかという御意見ですが，ど

ちらがよろしいですか。はい，どうぞ。

（Ｃ委員）

私もこの項目がどうしてＣ評価なのかというのをお聞きしたかったので，今の御

説明を聞いて良かったと思うんですけれど，メガヒット商品という言葉自体が，非

常に誤解を生む言葉であったので，将来につながる産業の活性化とか，将来につな

がる商品ということで，言い換えをされるのが今後はいいのかなという気がします。

あと他に，数値目標の出ている分で，海外の特許出願件数がやや下回っているもの

の，26年の実績値で言うと，20件と単年度で目標をしているところを１件下回る程

度なので，Ｂにしてもいいのかなというふうに私も思います。

（会長）

数値目標の扱いに関しては，私はこの事業に関して言いますと，上のところの説

明が「メガヒット商品の創造を目指し」，これがまず第一にきているというように読

めましたので，そのための新製品開発であったり，海外市場や，特許というふうに

理解したので，ここが最終目標であると。そのためのステップとして，幾つか商品

の開発も100品目ほどしなければ，メガヒット商品がここから１つ出るか２つ出るか

というような思いもあって，ここを重めにしたんです。

ただ，つながるという意味でも，他の取り組みもなされているんで，もし皆さん

さえよろしければ，これはＣではなくＢにしようかと思うんですが，いかがでしょ

うか。よろしいですか。では112番はＣではなく，ＣからＢにしたいと思います。

（Ｂ委員）

131番，県に少し御質問なんですが，農山漁村ふるさと回帰プロジェクトでです

ね。取組内容の２つ目のＵターンより農業を始めるという方，いわゆる認定帰農者

について，25年度，26年度の記載がないということは，これはゼロだったというこ

とですか。と同時に，３つ目の26年度は，アグリビジネススクール・テクノ科で，

359名技術習得の支援をしたということなんですけれども，この中で，実際に農業に

従事をされている方は，どのぐらいになっているのかという，この２つをお願いし

たいと思います。

（会長）

説明いただけたら，お願いします。

（農林水産部）

今２点御質問いただいたんですが，申し分けございません。あいにく具体の数値

を手元に持っていないわけなんでございますけれども，若干補足的に御説明をさせ

ていただきますと，このプロジェクトにつきましては，平成22年からスタートをさ
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せていただいておりまして，当時社会経済情勢，非常に厳しい状況の中で，首都圏

からのＵターン，Ｉターン，移住者で，かつ農業を始めていただきたいということ

で，いろんな対応窓口という形で進めていたものでございまして，新しい行動計画

に向けましては，まさしく地方創生の取り組みの強化という形で，対応を強化する

取り組みとしてございます。

（会長）

今説明を頂いたところですが，評価としてはいかがいたしましょうか。

（Ｂ委員）

評価はＡでいいと思うんですけれども，目的は，やはり技術習得をした皆さんが，

どれほどそれを発揮できるかというところがポイントだと思うんですよね。したが

って，359名の方の技術習得をされた方の農業従事が，ポイントになるんではないか

なというふうに思いまして，その数字を聞きたかったということです。

（会長）

分かりました。としますと，例えば今後，この継続なり類似の事業があった場合

に，例えば数値目標としては，どれだけ従事したというところの数値を入れていた

だくというふうなことをしていただけるといいのかなということです。分かりまし

た。今後に向けてそのようなところでお願いいたします。

それでは，その他。

（Ｄ委員）

136番なんですけど，県外の農業系大学生に実証フィールドっていう事業なんです

が，着眼は県外に目を向けて非常にいい話と思うんですが，実際問題として114人受

け入れて，今１人藍住の方に定着なさっているのと，もう１人って書いてくださっ

ているんですが，この事業の目的として，実は定着が目的なのか，それとも徳島県

の農産物をよそに理解してもらうというか，ＰＲというか，そういうのが目的なの

か。

受入れ農家にしてみましても，県の行政の方にしても，非常に費用と手間をお掛

けしてこの事業はしていると思うんです。その費用対効果として，114人の内の１人

ないし２人というのは，もし定着を目的としているのであれば，ちょっともったい

ないかなという思いがして，県外に徳島の農業というものをＰＲというか，理解し

てもらうというような目的であるならば，その後の追跡って言いますか，それがど

れだけ効果が上がっているかというような点も，もしあれば，この事業がより効果

を発揮するのではないかなと。

（会長）

はい，お願いいたします。
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（農林水産部）

まさにおっしゃるとおりでございまして，実は，今年の夏も16名の方を受け入れ

るという形で，実際に農家の方に受け入れていただくということで，マッチングを

して，マンツーマンの形で受入れをさせていただいております。

確かに，１つ大きな眼目としては，首都圏あるいは大阪地域の学生さんに来てい

ただいて，徳島の農業っていうものを理解していただいて，徳島で農業をやってみ

ようというような思い，志を持っていただく。そこが，最高のパフォーマンスと言

いますか，取り組みであるんですけれども，一方，なかなかそこまでのところは当

然難しいところもございます。徳島の農業を理解していただく，あるいはファンに

なっていただく，そうした裾野の広い，長い意味でもいろいろ取り組みをさせてい

ただきたい。そういう意味で，農家の皆さんと一緒になってやらせていただきたい

というような事業でございます。

（会長）

よろしいでしょうか。その他ございませんか。はい，お願いします。

（Ｅ委員）

120番，評価がＢになっているんですが，特に「とくしまマルシェ」なんかは，情

報の発信源として，やっぱり非常に大きな機能を果たしているのではないかという

ふうに思うんですね。Ａでも不思議ではないのかなという気がするんですけど，い

かがでしょうか。

（会長）

いかがでしょうか。私がＢにした理由は，とくしまマルシェ，わくわく日曜市の

開催の主体が県ではなかったかと。というところで，支援と書いてあるので，もし

この活性化で，モデル的な集客イベントの開催ということであるのであれば，県が

主催するような形で，というようなところでＢにしたと。

既にあるものを支援という形で関わっているんだと思うんですけれども，という

ような趣旨ではあったんですが，ただ，それぞれ支援をしているイベントは，それ

なりに成果のあるものばかりであるというような御趣旨だと思うんです。いかがい

たしましょうか。

（Ｃ委員）

私もＡでいいのかなというふうに思っております。県が主催者とならなくても，

支援する形でイベントが開催できるならば，そちらの方が望ましいのかなというふ

うに思います。なので，この目的のところは，開催を支援することにより云々とい

うふうに書かれておりますので，実際の開催の分もあるし，支援の分もあって，そ

れぞれ実績があるので，Ａでもいいのではないかなというふうに思います。
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（会長）

では，Ａという意見が。はい，どうぞ。

（Ｆ委員）

とくしまマルシェの話で，Ｅ委員から，とくしまマルシェを御評価いただいたの

は大変ありがたいんですけど，基本的に，とくしまマルシェと県との関わり合いと

いうのは，とくしまマルシェは，民間が運営している朝市で，ただし県もいろんな

情報発信で，とくしまマルシェをいろんな所で取り上げていただいたり，あるいは

とくしまマルシェも集客力がすごく多いものですから，とくしまマルシェの場で県

がいろんなイベントをやられるときに，「マルシェとコラボしてやりましょう」とい

う形で，いろんなイベントをとくしまマルシェに合わせて県がやっていただくので，

それが集客相乗効果にもなっているという関わりですね。

ですから，会長が言っておられるように，県がとくしまマルシェを主催している

わけではないんですけれども，ですからその辺のところをどう評価するかというと

ころだと思います。

（会長）

その辺りのところで支援ということで，もういいんではないかという御意見もあ

りましたので，では評価の私案ではＢなんですけども，Ａに変更するというので，

もし，いやいや支援なんか不十分だというのであれば，そのまま。なかなか言いに

くいと思うんですけども，いかがいたしましょうか。Ａでよろしいですか。

（Ｆ委員）

まあ，県もいろいろ連携して，マルシェを盛り上げていただいていることは事実

でありますので。

（会長）

分かりました。これは全会一致でＡにしたということで，120番をＢからＡという

ことでお願いいたします。

（Ｅ委員）

ある面では県が自らやるというよりも，やっぱり基本的には，民の力をいかにバ

ックアップして，それを表に出すかという方が，経済的効果が大きいと思うんです

よね。例えば，県が予算措置が付いててやってて，県が退いちゃった。じゃあ，途

端に元気がなくなっちゃったというのでは，やっぱり意味がありません。本当の意

味で，今度は阿波おどりなんかもマルシェに合わせて学生の連が出たりして，とい

うふうな企画も聞いておりますので，どんどんどんどんそういう形で，とくしまマ

ルシェとかというふうなことが広がっていくことは，私は非常にいいんじゃないか

なと思うんですよ。
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（会長）

ありがとうございました。では120番につきましてはＡということにいたしまし

て，その他ございますでしょうか。

（Ｇ委員）

３ページの109番。全国に向けた徳島の物産等というのがあるんですけど，評価の

私案ではＢになっています。先般新聞に，杉並のとくしまマルシェ東京店が閉店っ

ていう記事が載ってたと思います。この評価をしたときには，分かってなかったか

も分からないんですけど，閉店になっているんで，ＢではなくＣではないかと思い

ます。

（会長）

なるほど。

（Ｇ委員）

やっぱり限られた予算を使って出店するからには，リサーチがもうちょっと必要

だったのかなと思います。せっかくいい取り組みなので，次回はちゃんとできるよ

うにということで。

（会長）

いかがでしょうか。Ｃではないかという御意見でございますが。

（Ｇ委員）

あともう１点，最近聞いたんですけど，愛媛県では，県の職員の方が品物を持っ

て営業に回るような課ができたと。それがいいかどうかはちょっと分かりませんけ

ど，どこが責任を取るのかということになるんですけど，やっぱり信用力があるっ

ていうので，企業も話を聞いていただけるのかなということもあって，そういう取

り組みもあるということです。もうちょっと踏み込んだ取り組みが必要ではないか

なと思います。

（会長）

なるほど。はい，どうぞ。

（Ｅ委員）

判断する前に，担当の商工の方から，ちょっと一言お願いしたいと思います。

（商工労働観光部）

アンテナショップにつきましては，大きく分けて２つタイプがございまして，コ

ンビニの方でお願いをしておりますタイプと，それから民間の事業者の方が，アン

テナショップを経営いただいて，それを認定するというような取り組みと，その２
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タイプがございます。

コンビニ型の方は，今現在，東京ではローソンと提携いたしまして，虎ノ門巴町

店とか，飯田橋三丁目店で県産品を置いていただきまして，順調に売り上げていた

だいていると。あるいは，例えば北海道札幌便が就航するときに，北海道でその期

間，札幌のローソンで取り組みいただいて，それも好評であるというようなことが

ございます。

先ほどお話をいたしました，終了したという新聞記事が載っていましたのは，認

定型で，民間の事業者の方が，東京のマンションの１階部分とか事業所を借りられ

て，そこで徳島の物を扱っていただいて販売するという形態でございまして，それ

をアンテナショップとして，徳島県が認定させていただいて，そこで事業をしてい

ただいていたということでございます。

それが，新聞報道によりますと，１店閉店をされたと。それからもう１店は，場

所を変えられて，より賃料の安い所を見つけたと言いますか，そういう採算性を考

慮いたしまして，秋葉原の方に移られているということで，事業を継続する所もご

ざいます。そういった活動の中で，徳島県の物産を東京なりそういった土地に対し

まして，売り込みを掛けているということでございます。直接提携いたしておりま

すローソン等でやっていただいている分は好調でございます。

（会長）

という説明を受けたわけですが。

（Ｆ委員）

とくしまマルシェの東京店の話なんで，私は直接タッチしているわけではないん

ですけれども，とくしまマルシェの東京店というのは，とくしまマルシェをボード

ウォークで運営している民間の会社が，東京の浜田山に常設の小売店ということで

出して，そこを中心にとくしまマルシェとして，徳島の農産物や食の加工品を売っ

ていこうと，拠点として造ったんですけれども，一気に東京に常設の店を出したと

いうのが，なかなか厳しくて，当初思っていたほどの売上げにはならなくて，賃料

を払うのも大変だということで，とりあえず閉めたというように聞いています。

拠点となるべき常設店は一応閉めたんですけれども，とくしまマルシェとしては，

首都圏でいろいろ開催される食のイベントには，積極的に出展は引き続きやってお

りますし，あと，浜田山のとくしまマルシェ東京店は一応閉めたんですけれども，

その後に，ちょっと名前は忘れましたけれども，やっぱりこだわりの食を取り扱う

お店が今オープンしているらしいんです。そこのお店で，とくしまマルシェの東京

店が扱った品目の食材を，かなり継続して売ってくれているという感じが現状だと

いうふうに聞いております。

ですから，とくしまマルシェ東京店という拠点は，やっぱり時期尚早でなくなっ

たんですが，引き続きマルシェとして，東京のいろんなイベント等に出展は積極的

にやっていますし，後継のお店に徳島の食材が引き続き引き継がれて売られている

という状況にはなっているということでございます。
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（会長）

ありがとうございます。というような御説明でしたが，マルシェとしては，そう

いう状況であるというところですが，いかがでしょうか。事業として情報発信，拠

点づくりを推進していくというふうな事業であって，その拠点として，ちょっと減

った，うまくいっていないところがあるというところですけれども。

（Ｅ委員）

私の意見としては，確かに閉店したというようなことは非常にショッキングなイ

ンパクトを与えると思うんですが，しかしこれは非常に大事な事業で，やっぱり今

後，情報発信で盛り上げていかなければいけないという意味があると思うんですね。

ですから，私の個人的な願望としては，できればＢでそのままおいておきたいなと

いう気がするんですけど，いかがでしょうか。

（会長）

なるほど。はい，どうぞ。

（Ｅ委員）

成功する場合もあるし，失敗する場合もあるし，でもめげないで，やっぱりどん

どん前に進めるということは，非常に大事じゃないかなと思うんですけどね。

（会長）

では，続きまして他にございませんか。

（Ｈ委員）

やはり経済の話なんで，皆さん関心が高いので，一項目にたくさん時間を取って

まして申し訳ないんですけど，私は皆さんの言ってないところで，この110番とか，

それに関連する119番でしょうかね。貿易に関することについての質問をさせていた

だきたいんです。

海外にいろいろ出向いて商談会を行っているとかニュースを多々耳にしますし，

マスコミなんかも取り上げていただいて，よく頑張っていらっしゃるとは思うんで

すが，やはりこの数値目標が達成しなかったために恐らくＣ，あるいは実際金額も

達していなかったので，小松島港のコンテナの量も少なかったというようなことだ

と思うんですが，最近中国人の方が，日本で爆買いをしたり，突然ものすごい人達

が「ワー」って買って帰るようなムードの中で，やっぱりこういう輸出戦略という

のは，非常にこれから大事だとは思うんです。農林，林なんかは特にやっていただ

くとありがたいんですけど，職員なんかは特に身軽に行きやすいだろうと思います

し，この辺の御見解を頂いてですね。更に発展的にがんばっていただきたいという

意味を込めまして，御意見を伺いたいと思うんですけど。
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（商工労働観光部）

まず，110番の輸出入総額につきましての数値目標が下回っているということで，

Ｃ評価を頂いているかと思います。これについて補足させていただきます。 昨年

の戦略会議でも御議論があったかと思うんですけれども，私どもが当初指標におい

ておりますのが，小松島税関の管内の通関額ということで数値目標とさせていただ

いております。輸出入ということで分けて考えさせていただきますと，輸出につき

ましては，対前年比で20数パーセントは上がっています。輸入は，ほぼ横ばいなん

ですけれども，この輸出につきましては，船便で税関を通過するというよりは，こ

の中の数値に記載できないんですけれども，航空機を使いまして，輸出していると

いうことが非常に多くございます。航空貨物に占める輸出の割合が，82％というこ

とでございます。

船便の海上貨物につきましては，コンテナで出すのですけれども，大体長さ６メ

ートル掛ける２メートルの高さ，２点数メートルのコンテナに詰めて出すというの

が，船便のやり方だと聞いております。しかし航空機の場合ですと，ＬＥＤの関連

の物というのは，そう大きくありませんので，海上貨物によって，しかも韓国に行

ってから出すというよりは，もう飛行機で直接出してしまうという方が便利という

こともありまして，この数値の中に入らずに，航空貨物として利用していることが

多くて，それが非常に伸びているということでございます。

輸入につきましては，海上貨物の方が多く使われておりまして，輸入は，徳島に

入る場合，97％が海上貨物でございます。これは発電の関係で，石炭とかを直接輸

入するということになっております。ここに書いてございますように，数値目標に

対しましては，1,300億に対して，1,041億ということで確かに足りませんけども，

飛行機の割合が非常に大きいということでございます。

私どもは，このグローバル化への対応ということは，数値目標に上げていたとい

う問題はあるんですけども，海外への販路開拓とか，ＬＥＤは追い風になっており

ますので，どんどん出していこうということでやっておりますので，その辺りを御

理解いただけたらというところでございます。

（県土整備部）

徳島小松島港のコンテナターミナルの数値について，若干数値が目標に至らなか

ったということで，Ｃ評価ということを頂いております。

しかし，26年度は25年度よりも実績が落ちたわけなんですけれども，消費増税の

問題とかいろいろありまして若干落ちました。最近のトレンドとしましては，数値

目標には至っておりませんけれども，増加傾向ということで，そういう傾向という

のは維持しております。今後も引き続きポートセールスにも力を入れ，また，３月

には沖洲の方のターミナルも完成したことで，おっしゃっていただいたように，こ

れを励みとしてがんばっていきます。

（農林水産部）

委員さんの御質問の中で，最後の方に林の関係，木材関係という話，ちょっと言
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及がございました。

これは重点戦略は違うんですけれども，資料で申しますと53ページの項目231番

で，県産材の輸出戦略のとっかかりを作ろうということで，本格輸出に向け，市場

調査や試験輸出を進めますという形で，昨年度までの計画でも取り組みをさせてい

ただいております。新しい計画の中では，更にそれをステップアップする形で，県

産材の輸出量，あるいは県産木造住宅として輸出していく，輸出棟数というのを，

新たな目標設定とさせていただいているところでございます。

（会長）

Ｈ委員さんどうでしょうか。

（Ｈ委員）

説明ありがとうございました。ですから，多分前向きな，かなり上昇気流の中に

あるんだろうな，トレンドの中にあるんだろうなと思ってますので，やはり先ほど

のＢで。

（会長）

両方ですか。

（Ｈ委員）

だからこの陸，海，空で，たまたま海の方がちょっと伸び悩んだということなん

ですね。この辺なんですけど，まあ両方ともＢでよろしいんじゃないかと思うんで

すけど。

（会長）

なるほど。119番コンテナ貨物取扱量で見ますと，私は，実績値が上昇トレンドに

全く見えないんですよね。H23からH26を見て，上昇をしているのはH24からH25だけ

ですね。更に言いますと，元々スタートのH23の数値を一度も超えていない。もし全

体が上昇，日本経済全体で上昇トレンドがあるとすれば，この数字だけでいいます

と，完全に置いていかれていると言わざるをえないのかと。とすると，むしろこれ

までのやり方では，ますます置いていかれるという危機感すら覚えてしまうという

のは厳しすぎますかね。新たなアジア航路の開設もできていない。まさに今アジア

にというところで，「遅れている，置いていかれている」というふうな解釈なんです

が。

110番の方で言いますと，これは，今までもいろいろ議論してきて，ここの数値に

表れていないものがあるんだというふうなところがあったと思うんですけども，そ

うであれば，なぜ散々議論してきたかと思うんですけど。なぜ，その工程なり数値

目標の方に，その航空機なり何なりのことを入れていただけなかったのかと。一貫

して恐らくこの目標は，「変更できるなら，それならしていただければ」と言ったん

ですけど，ずっとこのままできているというのは，やはりこれなのかなと言います
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か，というふうに思うんで，このままいかせていただきたいというのが，私のＣを

付けた意味ということであります。Ｂでもいいんではないかという意見もあるんで

すが，いかがでしょうか。

（Ｅ委員）

前回はこの指標の取り方自体随分議論になったと思うんですよ。今までの評価は。

（会長）

ちなみに去年の評価はＤです。110番に関して言いますと，H25年はＤです。

（Ｅ委員）

Ｄ，それからもう１つの119番の方は。

（会長）

119番に関して言いますとＤです。

（Ｉ委員）

すみません，いいですか。単純なんですけど，私は小松島の和田島なんでね。大き

なクレーンが見えるんです。私達は，地元で「キリン，キリン」って言ってるんで

すけどね。キリンの首が動いていたら，荷が来ているということなんですけど，ほ

とんど上がってます。ほとんど動いてないっていうことなんですよね。だから本当

に，これはＣでいいと思います，私は。もったいないと思う。本当に，キリンの首

がほとんど動いてないんです。

（会長）

というような御意見も頂きましたが，いかがでしょうか。よろしいですか。ちょ

っと厳しいんですが，今後に向けて，ちょっと下駄を履く評価をもらうとうれしい

というような気持ちは分からないでもないんですが，やはりそうではなく，評価は

評価ということで，現状です。だからと言って，腐らずにというところだと思うん

ですけど。

（Ｅ委員）

会長の評価のＣにしましょう。

（会長）

はい，すみません。そのまま私案通りのＣのままにさせていただきます。その他

いかがしょうか。

（Ｆ委員）

よろしいですか。２点なんですけど，１点は，ちょっと会長にお聞きできればと
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思います。

最初の105番なんですけれどもね。ここのところは課題・目標で，評価ってなかな

か難しいと思うんですよね。それで，Ｂにされているのがなぜかという点が１点。

もう１点は，113番で徳島産業人材の育成・活用とありまして，有識者等を経済成

長戦略アドバイザーに委嘱して云々とあるんですけれども，右側の方の，成果とか

達成状況を見ると，確かにデザインフォーラムについては，これを開催することに

よって徳島に移住してきたり，あるいは徳島にいるデザイナーさんと企業とのコラ

ボみたいな具体的な話がいろいろあったとは思うんですが，それ以外は，有識者の

方々を集めてパネルディスカッションとかをやっただけで，それで終わってるんじ

ゃないかなという感じもしまして，ちょっとどの程度効果が上がっているのかとい

うのが，あまりはっきり見えにくいのではないかなという感じがしております。

（会長）

まず，105番の方ですけど，本当におっしゃるとおりでして，どうしようと思いな

がらも，元々条例というレベルなので，何て言いますか，中小企業の振興に基づき

ということなんで，ちょっと一番上位と言いますか，大きな方向性を掲げていたり

するような意味合いもあるのかなと思ったときに，これがＡということになれば，

徳島の中小企業，みんなすごくうまくいっているんだっていうふうな状態なのかな

と思うと，もうちょっと多分がんばる余地もあったりとか，中小企業の支援なんか

もまだまだ必要とされる部分もあるのかなという，本当に直観的なイメージでＢと

いうふうにしてしまったと。

Ａとすると，「もうこれで，これ以上何もやることないんですよ」というふうな印

象になると，そこまでではないのかなという，そういう意味合いで，Ａではなく，

ただこの条例に基づき，施策の推進ということで，それこそいろんなことはやって

いるだろうとは思うので，Ｃではないだろういうようなところで，Ｂにしたという

ような具合でございます。

113番の方につきましては，担当の商工の方から，御説明をよろしくお願いいたし

ます。

（商工労働観光部）

ただいま113番で，いろんな会議をして，デザインフォーラムについては一定の成

果があったのかなと。ただ後で，どのような効果が現れているのかが分かりにくい

なというような意見，御質問であります。

確かに，とくしま経済飛躍サミットというのは，平成19年から毎年開催させてい

ただいてまして，一方で，チャレンジメッセ等々で事業を実施する中でこういった

飛躍サミットを開催させていただいているわけですけれども，経済成長戦略アドバ

イザーという方にも御就任いただいて，御意見をいろいろ頂戴しました。このサミ

ットなりが次にどうつながっていくかというのを，直接的にこれがこうだというこ

とではなかなか実証しづらいものがございます。

しかし，この中で頂きました経済飛躍のための多種多様な御意見，これは先ほど
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委員長が言われました，105番というところでございますけれども，トータルの意味

合いの中で，次年度以降，もっと言えば昨年度は，毎回の議会で補正予算を組まし

ていただきましたけれども，そういった中に，考え方として反映させていただいて

いると。ただ，「この分がこれだ」というふうに，確かに申し上げにくくございまし

て，委員のおっしゃる御視点というのもよく分かりますので，その辺もっと明確に

出すべきなのかなと考えております。

（会長）

私がＡにした理由を御説明しておいてもいいのかと思うんですけど，確かに，実

はＦ委員さんのおっしゃる趣旨は私も思いました。と言いますか，そもそもこれ，

徳島産業人材の育成・活用とあって，この事業の概要で，ここに入ってと。正直に

言いまして，事業そのものが効果があったのかは疑問だなとは思ったんですが，こ

こに書いてあるのが，アドバイザーを委嘱する，そしてサミットを開催するという

事業概要が書いてあるんで，そうであればＡであろうというのが正直なところです。

確かに，委嘱をしてサミットを開催していると。ただその成果として云々となった

ときに，委員さんおっしゃるようなことは当然あると思うんですけど，私がＡにし

たのは，そういう理由です。

いかがいたしましょうか。他の委員さんで，これはちょっとやっぱりＢかなとか

いう御意見がありましたら。はい，どうぞ。

（Ａ委員）

多分どこの指標もそうなんですが，成果指標であれば，すごく分かりやすくてな

んですが，そういうことがやりにくいところでもあるかと思います。

会長がおっしゃったように，Ｆ委員がおっしゃることも，本当にそのとおりだと

は思うんですが，会長がおっしゃったように，しっかりと委嘱して開催していただ

いてて，それが多分今後につながっていっているのかなというような印象がござい

ますので，私もこのままＡでいいかなという気はしております。

（会長）

評価としては，そのままＡということでよろしいでしょうか。ただ，やはり人材

の育成・活用のための事業として，これはどうなのかなというところに，なかなか

言いにくいのは，我々がそこまで評価をしていいのかなという思いもあって，その

計画を作る，計画そのもののところに踏み込むということになってしまうのかなと

思うんです。ただ意見としては，一応残しておきたいなと思います。人材育成のた

めには，もうちょっと他に，具体的に何か事業があるのではなかろうかということ

で，これは，この戦略会議から総合計画審議会への意見ということで，「そういう計

画を作ってください」というところは伝えるようにしたいと思います。

それでは，他にありますでしょうか。はい，どうぞ。



- 17 -

（Ｇ委員）

121番，７ページの「もうかる農林水産業」の一番下の項目で，農畜水産物産出額，

これが，24年の実績値から25年に極端に下がってるんで，これの大きな原因と，あ

ともう１点ですね。どれだけ見ても理解できないんですけど，11ページの130番「人

・農地プラン」に位置づけられる「地域の中心となる経営体数」ということで，地

域の中心となる経営体って，具体的にどんなことかなと。目標値に対して，実績値

が５倍ぐらいになっているんで，これが果たしてどんなメリットがあるのかなとい

う２点。

（農林水産部）

２点御質問を頂きました。まず産出額の関係なんですけど，こちらにつきまして

は，構成として農業関係と水産関係を合計しております。減少の要因としましては，

農業関係が，平成24年度が1,054億だったのが，この翌年度が984億という形で，大

きく減してございます。これはコメはじめとして，市況の価格の影響を農作物が受

けたということで，そこが大きな要因でございます。

御承知のとおり，農産物の価格形成力と言いますと，生産者の方で主体的，ある

いは自立的に，なかなか価格形成ができない中で，そうした形の結果になってしま

っているということなんですけども，こちらにつきましては，そうした課題はある

んですけれども，価格形成力をしっかり持って，あるいは増産も含めて，ブランド

化，あるいは販売促進の中で，ここの産出額を増やしていく，まさしく「もうかる

農林水産業」のコアなところでございますので，がんばっていきたいということで

ございます。

それから，130番の「人・農地プラン」の関係でございます。これは確かに分かり

にくい制度論的な話なんでございますけれども，農林水産省の定めました法に基づ

きます制度でございまして，「人・農地プラン」というのを，市町村単位，かつ集落

単位でプランを作ると。これは農家の皆様が，自主的に地域の皆さんで話し合って

プランを作るという形でございます。県下でも110地区で，こういうプランができて

いるんですけれども，その中では，担い手農家への集積という形で，中心となる方

についての担い手を集積していくんだと。それが個人であったりとか，あるいは集

合体であったりするんですけど，そこのところを，いわゆる経営体というような言

い方と言いますか，形で位置づけをしているというものでございます。よろしいで

しょうか。

（Ｇ委員）

ありがとうございます。その経営体を作っていくメリットっていうのは，何でし

ょうか。

（農林水産部）

やっぱり，１つはこの項目以外でも同様ですけど，担い手農家への集積というこ

とで，農業の関係も生産性を当然上げていく必要があるという話の中では，いわゆ
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る大規模化を図っていくという形の中で，まさにコストパフォーマンスの中で生産

性を上げていくという，そういう大きな方向に進んでいる。実際のところ，中山間

地域なんかでは，なかなか難しいところはあるんですけれども，大きな国の政策の

中で，こういう形の取り組みをさせていただいているということでございます。

（Ｇ委員）

耕作放棄地みたいなのを集約していくということ。

（農林水産部）

耕作放棄地の解消というのも，切り口としても，担い手農家への集積によって耕

作放棄地を解消と言いますか，減らしていこうというのも大きな目的でございます。

（Ｇ委員）

分かりました。

（会長）

評価についてはよろしいでしょうか。

（Ｇ委員）

はい，結構です。

（会長）

分かりました。それでは，よろしければそろそろ次へ。

では，どうぞ。

（Ｊ委員）

11ページの128番のところですけれども，この新規林業就業者数というのは分かる

んですけれども，やはり実際にどれくらいの人が，退職した人もあるだろうし，ど

れぐらいの人がという目安があればうれしいんですけれども。この評価としては，

新規ということでＡでいいんですけれども，その部分の，人数が動いた部分がちょ

っと知りたいんですけれども。

（会長）

どのくらい増えたかという感じですかね。就業だけではなくて，退職も差引きし

て。林業従事者が，どれぐらい増えたみたいな数字は分かるんでしょうかね。

（農林水産部）

林業就業者について御質問を頂きましたが，ここの目標としておりました数字に

つきましては，新しく入ってきた就業者，新しく入ってきた人です。

実は，この228人のうち約70％が，そのまま定着しております。やはり３割ぐらい
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は合わなかったとかで，辞められた方もおいでます。全体の数字は，実際今まで就

業した人で，現役を引退する人とか，そういった方もおいでますので，数字として

は，国勢調査ぐらいでないと，なかなかつかみにくいんですが，平成22年度時点で

は837，すみません。平成17年の時点の数字というのが604人ほどでございますので，

200名以上の増加になってございます。

（会長）

評価はいいですね。はい，分かりました。

それでは，まだまだあるかもしれないんですが，次へ進めさせていただければと

思います。時間の都合もありますので，次，項目数もそれぞれが少なめですので，「２

－２産業活性化とくしまづくり」から，「２－４新産業創出とくしまづくり」，ここ

まで番号で言いますと138番から184番まで，全部で47項目について，この３つの重

点戦略を合わせて御議論いただこうかと思います。特に評価結果，私案から変更し

た方がいいのではないかというところを中心に，御意見いただければと思うんです

が，いかがでしょうか。はい，どうぞ。

（Ｈ委員）

14ページの138番の項目です。これは，業界団体支援による地域産業の活性化とい

うことで，地産地消みたいなことなんだろうと思います。これがＣ評価になってお

りますけれども，やはり地元を大事にしていただけないなという，商工業者の一人

として，是非この辺は，逆に数字を上回るような数値を残していただきたいと思っ

たりするんです。

この辺は，一過性の問題だったって書かれてますけれども，ここ１～２年ちょっ

と目標数値を下回りつつあるなあという感じがするんですが，この辺ちょっと，ど

うだったのかお聞かせ願いたいと思います。

（商工労働観光部）

優先発注についてお答えさせていただきます。

県内企業の優先発注，この項目については，商工労働観光部の方で取りまとめを

させていただいておりますけれども，数値は，県庁全体で，県内発注がどれだけあ

ったかということを取りまとめ，集計させていただいて，ここに記載させていただ

いているというようなことでございます。

その中身で，少しずつ数値が下回っているという中で，これどういう要因がある

のかなということなんですけども，県内企業の発注率で申し上げますと，この引き

下げる要因というのが，どうしても徳島に出せないようなものがございます。例え

ば発電所の工事といった，高度な施工技術を要するようなもの。それからその他の

項目として，例えば防災とかドクターヘリの運航や管理，あるいはＰＣＢの廃棄処

理，これは北九州だったと思います。それから交通管制センターの保守点検等，県

内企業に，そのノウハウがないというようなものがございまして，そういったもの

は出したくても出せないという部分が，100％にならない大きな要因でございます。
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それから全体に，本県企業に対する発注率で，目標に達していないということな

んですけど，例えば全体の契約数が落ちている中で，県内に本店がある企業では対

応できないようなものもございます。例えばプリンターの技術契約，燃料費，定期

刊行誌の購入，こういったものも実は全て含まれておりまして，そういったことを

県庁全体で積み上げたものが，この89.6％や，84.0％ということで，残念ながら少

しずつ下回っている状況のものでございます。

私どもとしましては，県庁全体で会議を持ちまして，できるだけ県内に出すとい

うような方針のもとで，各部局に取り組んでいただいておりますので，その中で積

み上がって，こういう状況になっているということを御理解いただきたいと思いま

す。

（会長）

評価としてはいかがでしょうか。

（Ｈ委員）

そうですね。これ数字で書いてますので，尻上がりで良くなるとかいうものでも

なく，やっぱり単年度で，いろんなテーマで公共工事が発注されて，今担当部局が

おっしゃったようなことが起こったんだろうとは，理解できます。そういうことか

らすると，目標数字をもう少し緩いものにしておいたら良かった。しかし，積極的

な目標というのは，気持ちは変わってないけど，結果どうもこれを見たら，ずっと

いつまでたってもこれ以上いかないんじゃないかっていうような割合なのかなって

思っているんですけど。もう少し違う表現で，県民に積極的にやっているというよ

うなアピールができるような形の数値目標なり，目標設定が望ましいのではないか

と思います。

ですから，Ｃだったら「全くやってないぞ」みたいなものではないのかなという

ふうなので，本当はＢぐらいでもいいんじゃないかなと。ただ数値は，こう書いて

しまっているのであれなんですけど，この辺ちょっと御判断いただけたらと思いま

すが，私はＢとかでもいいのかなと。特に，我々の林業の分野では，積極的に県産

材を使ったりとか，どんどんどんどん優先的に地産地消っていうのをうたわれてい

るようには思うんですけどね。この辺をちょっとアップしてもいいかな，何て思い

ます。

（会長）

いかがでしょうか。Ｂに変更するという御意見ですが。よろしいですか。では，

御異論なければ138番は，ＣからＢに変更いたします。

その他ございますでしょうか。はい，どうぞ。

（Ｊ委員）

19ページの154番なんですけど，林業事業体登録数のところで，ちょっと分かりづ

らいんですが，建設業からの新規参入者を，林業事業体として登録した事業体が，
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この事業体になっているんですかね。

それで，私がどういうふうに理解していいか分からないんですが，１建設業から

１事業体で，その林業に参入しているのか。ある程度の建設業者さんが集まった中

で，何人かで１事業体を作っているのか。その辺がちょっと分かりづらいんですが。

（農林水産部）

建設業から林業への参入ということで，平成26年度末で31事業体の方が，全体が

60事業体なんですが，そのうち31事業体が，建設業からの参入になってございます。

建設業の参入の方の中で，２事業体だけが協同組合を組んで，11の会社が集まって，

いわゆる協同組合を作って，１事業体として林業事業体として参入されている方。

あと，５つの建設業者が集まって，協同組合を作ってされている方。この２つが

今現在，協同組合として林業事業体になっております。あとは，元々の建設業の会

社のまま，林業事業体として活躍されているというところでございます。

（会長）

よろしいでしょうか。

（Ｊ委員）

はい。

（会長）

はい，Ｄ委員さんどうぞ。

（Ｄ委員）

158番なんですが，この上の157番とともに，やっぱり徳島の特産品っていうか歴

史というか，そういう物を売るっていう着眼っていうか，方向は非常にいい話で，

特にしじら織りなんかは，もうちょっと大きく広げてもいいんじゃないかと思って，

ちょっとＣは。これをずっと続けてほしいなと思うので，評価もうちょっと上がら

ないかなって私は思ったんですけど。

（会長）

なるほど。いかがでしょうか。Ｃは「やめろ」という意味ではないんですけれど

も，むしろ「もっとやれ」ということですね。合格するためには，今のままでは全

然足りないという意味合いにはなりますけれども。

（Ｄ委員）

Ｃでもうちょっとがんばっていただけるんだったら，それはそれでいいんですけ

ど。
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（会長）

いかがでしょうか，他の委員さん。

（Ｇ委員）

今気が付いたんですけど，以前は，もっと藍染めのシャツを着ていた県の職員の

方が多かったと思うんですよ。今見ると，１名か２名ぐらいしか。去年は，この会

で知事も着ていたと思うんですよ。その辺も踏まえて，がんばっていただけたらな

と。

（会長）

評価としては，いかがいたしましょう。

（Ｇ委員）

だからＢでいいと，がんばっていただくと。

（Ｆ委員）

もっとやっていただきたいんだったら，私はやっぱり評価はＣだと思います。

それで，ここのところなんですけど，徳島の伝統産業いろいろあるんですけど，

やっぱり藍染めっていうのは，徳島のイメージを全国世界に発信する上でも，非常

に重要な伝統工芸品だと思っています。今回も，それに絡む157番と158番は評価Ｂ

とかＣなんですけど，ここのところを，やっぱりちょっと強化する必要があると思

うんです。

やっぱり藍染め製品は，おじさんとかおばさんが着る物だというイメージが，ま

だまだ結構あるので，やっぱりデザインというか，そういう有能な，日本国内だけ

ではなくて，海外のデザイナーと徳島の藍染めの業者を結び付けるような取り組み

とかですね。そういった製品を，国内でＰＲするのではなくて，むしろ世界にＰＲ

して，そこから世界で評価されて，徳島に持って来るという，そういう世界発信の

取り組みとかというのを，是非やってほしいです。

それから，さっきも言われましたように，県民で，藍染めを着る人がまだ非常に

少ないというのが，これはやっぱり放っておいても，なかなか徳島県民の方は，藍

染めをまだ着ないと思うんで，ちょっとそういう動きを起こすような政策的な，例

えば会社とかそういう所で，まとまってそういう物を取り入れる場合は，ちょっと

補助をするとか，そういう後押しをするような施策を，是非県には考えていただけ

ればいいのではないかなと思います。

私どもの研究所でもこの６月に，徳島の観光をビジネスと活性化させるための構

想というのを発表して，27ぐらい具体的な提案をあげた中で，やっぱり大きな１つ

の項目は，徳島の風情を町の中に感じさせるようにするというのが，県外，あるい

は外国から来てもらった観光客にアピールする上でも非常に重要で，そのために，

やっぱり藍染めとか大谷焼みたいな物は，特に観光客が行くような所では積極的に

取り入れるように，少しそれを後押しするような，補助政策みたいなものをやって
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いただければありがたい，みたいな提案もしているんですけど，そういうふうなこ

とも，是非今後県でもお考えいただければというふうに思っています。

（会長）

新たに，もっと積極的に，具体的な提案も含めて，評価としてはＣであろうとい

う御意見だったんですが，いかがでしょうか。では157番，158番はそのままという

ことにしたいと思います。

次へ移りたいんですが，よろしいでしょうか。時間の制約もありますので，基本

目標２－５から２－７ですから，最後までですけれども，まとめて議論させていた

だければと思います。番号で言いますと，185番以降ということでございます。いか

がでしょうか。はい，どうぞ。

（Ｂ委員）

195番の若者サポートステーションなんですけれども，26年度は607名の進路決定

者が出ていると。着実に成果が上がっているんだろうというふうに思います。この

事業も約10年になるんではないかと思うんですけど，新規就労ができた607名の皆さ

ん方，その後10年，この事業を続けてこられて，その後フォローがどういうふうに

なっているのかというふうなことを，少し県の方にお聞きをしたいということで，

評価としては，私はＡでいいと思います。

（会長）

その後のフォローについて，御説明いただければと思います。

（商工労働観光部）

ただいまの若年無業者に対します対策ということでの中で，実施期間が10年余り

になって，続いてそのフォローができているかと，その後どうなっているかという

御質問だと思います。

確かに，私どもこういうふうな格好で，取り組みをさせていただきまして，就職

訓練，あるいは進学，そういったところに，それぞれ付いていただいているわけで

ございますけれども，現状といたしまして，その方々がその後どうなっているかと

いうところまで，追跡はできておりませんので，御意見を頂戴しましたことを糧と

して努力してまいりたいと考えております。

（会長）

このような説明でございます。はい，どうぞ。

（Ｅ委員）

38ページの199番なんですが，９つ数値目標の達成度を測っている指標がありまし

て，うち７つが「◎」なんですよね。ということを考えると，Ｂでもいいのかなと

いう気がするんですが，いかがでしょうか。
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（会長）

はい。という御意見ですが，いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

私も，会長からは，大阪中央卸売市場の青果物の販売金額が３位から４位に落ち

たというふうなことで，これは重要なことなんですけども，Ｅ委員が言われるよう

に，数値目標の中で，７項目が達成をしたというふうなことでもありますので，相

当程度の成果は上がっているのではないかというふうなことで，Ｂの方がいいので

はないかと思います。

（会長）

いかがでしょうか。ＣではなくＢという御意見ですけど，御異論，はい。

（Ｃ委員）

この大阪中央卸売市場における順位が，目標１位に対して３位，４位になってい

るんですけど，これを見たときに，例えば「金額的にはどうなんですか」というの

がちょっとすごく気になりまして，１位とすごく差が開いた３位，４位なのか，こ

れやっぱり順位で評価しないといけないものなのか。あるいは，毎年この市況が変

わるっていうので，絶対的な金額ってやっぱり難しいのかなと思ったりするんです

けど，その辺１位でないといけないのか。何か他にもっと指標がないのか。あるい

は，１位にすごく近い４位なのかどうかという，その辺のこともちょっとお聞きし

たいなというふうには思いました。

（会長）

はい，お願いします。

（農林水産部）

具体的な順位，あるいは金額，数字でございますと，直近の26年度は北海道が第

１位，第２位が長野，和歌山，そして徳島が第４位ということでございます。１位

の北海道が180億円，我々本県４位の徳島県が141億円，間の２位，３位は，端数の

関係で我々４位になっているんですけど，長野県も単位億で言いますと148億，和歌

山も148億，我々が141億という形で，２位から４位は僅差という形にはなってござ

います。

（会長）

はい，ありがとうございます。という御説明，事務局から説明いただいたんです

けども，いかがでしょうか。

（Ｃ委員）

１位が目標ということは，やっぱり180億くらいは出荷したい。できるという，そ



- 25 -

ういうことなんですよね。

（農林水産部）

我々としては，知事も申していますけど，やっぱり関西の台所という形で，やっ

ぱり何しようという形の中で，一応関西市場では目指していきたいという形で，目

標を掲げてがんばらせていただいているということではございます。

（Ｃ委員）

すみません。40億の差っていうのは，かなり大きな差だと思いますので，目標の

設定がちょっと高すぎるのかなっていう気もしなくはないような気はします。

評価はちょっとおいておくとして，次の目標に関しても141億が右肩上がりなの

か，右肩下がりなのか，それもちょっと分からないんですけれども，評価の仕方も，

もう少し次回から工夫された方が分かりやすいような気がします。１位とどれだけ

差があるかというのは，これでは全然分からないので，というふうに思いました。

評価はどうなんでしょうね。全体的な生産体制の強化を行うということで，結果

として，他にいろんな努力をしているけど，販売金額として，一番上の分に結果と

して表れているのかなということになると，難しいかなという気もしなくはないん

です。しかし，例えば売上高がそんなに下がっていないとかいうようなことがある

とすれば，Ｂでもいいのかなというふうには感じてます。

（会長）

多分１位というのは，ここで掲げた目標が，いろんな所で県の事業の目標として，

「１位を目指しています」ということで出て行ったりするというのもあって，先ほ

どあった「関西の台所なんで，２位を目指しています」「えー」っていうような感じ

も多分あって，やっぱりそれは１位というところだとは思うんです。

我々の評価というところなんですが，どうしましょうか。そういういろいろ実態

も加味しながら，Ｂでもいいのではないかという御意見だと思うんですが，もし御

異論なければＢに変更しましょうか。

（Ｉ委員）

でもやっぱり，23年より下がっているじゃないですか。

（会長）

下がってますね。

（Ｉ委員）

これだって見たら，普通に単純に考えれば，下がるっていうのはおかしいことで

はないでしょうか。まあがんばってはくれていると思うんですけれども。本当に，

子供が見ても３位と４位だったら普通に見て思いませんか。私は思うんですけども

ね。
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（会長）

という御意見もあります。

（Ｄ委員）

やっぱり25年と同じぐらいなのは，台風被害とかがあって，農産物の産出高って

いうのも多少減ってるというのと。それと，東北の方がいろいろあったので，関東

方面に出荷物というのが流れているという部分もあることはあると思うんです，金

額的に。

でも全体的に，農業情勢がいろんな意味で厳しくなってて，全体的な力が多少落

ちている。いろんな施策をしてくださって，いっぱい応援はしてくださっているん

ですけど，やっぱり農業全体として，厳しい状況っていうのがあるので。

（会長）

Ｃですか。

（Ｄ委員）

いや，でも，本当にがんばってくださっているというのはあるので，Ｂかなとい

う思いもあったりはするんですけど，いろんな状況が加味されていると思うので，

ただ，金額だけのものでもないかなという思いはあります。

（会長）

なるほど。私は，元々Ｃを付けたわけでございまして，やっぱりＣかなと。いろ

んな環境の変化や，何かというのはあるんですけれども，そしてがんばっているの

は分かる。関東や何やって分かるんですが，やっぱり当初の目標からして，「関西の

台所でやっていきますよ」というのが，多分一番それこそアピールしていることか

なと思うと，その中でやっぱりちょっと下げているなというところで，Ｃとしたん

です。元々２位だったものが，３位，４位と下がっていっているというところも寂

しいなというところなんですが。

そうであれば，もし強くＢという御意見がなければ，そのままＣにさせていただ

ければと思うんですが，よろしいですか。そのままでＣということで。

では，他に御意見。

（Ｇ委員）

42ページの206番，県南部圏域の阿波尾鶏の件ですけど，私案ではＣになってま

す。阿波尾鶏の出荷自体が目標に達してなくて，伸び悩んでいる状況を踏まえて，

やっぱり旨味というかおいしくしてしていかないと，なかなか出荷数も伸びていか

ないということで，これをやられていると思うんですけど，ここを見てましたら，

26年に実施と書かれていまして，事業の達成状況も「◎」なんですよね。一応評価

はＣになっているんですけど，本来ならばＡでもいいんではないかと思ったんです

けど，Ａは行き過ぎなんで，Ｂぐらいにならんかなと。
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（会長）

私は，実施とはあるんですが，飼料用米の推進していくというところで言うと，

まだこの実施は大きく分けると，検討と推進で言うと，検討段階なのかなというふ

うに捉えてしまいまして，というところで実施，26年度に１つの鶏舎でとりあえず

やってみて問題がなかったと。それで，その次「さあいろんな所で」ってなって初

めて推進って言いますか，言えるのかなと思ったもので，Ｃというふうにしたわけ

なんです。

しかし県南では，これでも鶏舎が１つしかないって言いますか，これで終わりな

んであれば，確かにこれで推進，あと続けていったらということだと思うんですが。

（南部総合県民局）

検討で終わっているでないかという御指摘を頂いておりますので，若干補足をさ

せていただきます。

確かに23年度については，肉質改善効果の調査，25年度は給与方法の検討という

ことで，検討に終わっておりますが，このような３年度間の実績の成果を踏まえま

して，26年度につきましては，今までの試験的なレベルではありませんで，市場的

な規模，１鶏舎丸ごと5,000羽についての実績を得たところでございます。

更にこの結果を踏まえまして，今年度からは，かいふエコ肥料で栽培された飼料

用米30トンを含みます320トン。羽数にしますと42万羽に対する飼料用米が，オンダ

ン農協の阿波尾鶏に供給されることになっておりますので，これと密接に関連した

第一歩が，26年度の実績というふうに御理解いただけたらありがたいと思っており

ます。よろしくお願いいたします。

（会長）

としますと，多分私の言葉で言うと，今年度から推進されたなあという感じには

なってしまうんですが，ただ26年度のここまでの，という評価だと，事業の進捗が

遅れているという。

私の解釈だと，本当は25年度から推進されていくというところだったのが，27年

度，今年度から推進しているというところになるんですけれども，その辺のそんな

解釈云々っていうのは，あまりこだわってもしょうがないところはあるんで，事業

の評価としてどうっていうところからも，Ｂでもいいんではないかという御意見も

あるかと思うですが，どうでしょうか。ＣではなくＢという意見があったんですが。

あまりＢを指示する雰囲気が。では，空気の読み間違いではないと思うんですが，

206番は，そのままＣという具合にさせていただきます。

そろそろ時間も，まだ残されたいろんな議事があるんですが，他に評価に関わる

ところでございませんか。はい，どうぞ。

（Ｈ委員）

雇用に関するところなんですけど，34ページの191番の，障がい者の方々の就職の

自立支援っていうようなテーマなんですけれども，まず全国１位というのがポーン



- 28 -

と出ていて，平成18年度に対しどんどん増えているということ。それから雇用率も

順調に伸びているけれども，民間の企業数がちょっと足りなかったというようなこ

となので，かなりがんばってらっしゃるんじゃないかと思うので，これもＢでいい

んじゃないかというのが１つです。

同じようなテーマで，今度197番ですね。合わせて一緒にさせていただきます。テ

クノスクールで，人材を教育して強化しようというようなテーマだと思うんですけ

れども，一番下の項目の在職者訓練の受講者数が，順調に伸びていったり，減少し

たりするんですけど，大幅に平成26年度で減っております。この辺がちょっとどう

いうことなのか。それでＣになったのかなと思うんですが，取組内容等を見たら，

少し企業の要望が，「もっとちゃんとためになることを，レベルの高いことをやって

くれよ」ということで，受講者数が減ったみたいな表現になっているんですけど，

この辺はちょっと良く分からないので，御説明をお願いしたいと思います。

（商工労働観光部）

２点御質問いただきました。まず１点目，障がい者の雇用ということでございま

す。昨年度の評価なんですけど，やっぱりこれも御議論いただいたと思うんですが，

法定雇用率が2.0％ということを受けまして，今努力をしている最中でございます。

25年は1.78だったのを，企業をずっと回ったり，いろんな必死な努力をした結果，

1.90までずっと上がってきているというふうに御理解いただけたらと思います。

確かに，２％という数値目標絶対ありきということでしたら，これは達成してい

ないというのは事実でございますが，各企業を訪問して理解いただいて，という取

組をやっているということは，御理解いただきたいと思います。

それから，197番のテクノスクールの訓練につきましては，在職者訓練の受講者と

いうのが1,500人という目標に対しまして，これまで約2,300人を最高にして，約

1,700人，約1,000人と下がってきたわけでございます。

この在職者訓練というのは，大きく２つございまして，提案型とオーダーメイド

型というのがございます。オーダーメイド型を先に説明させていただきますと，企

業から「こういう訓練をしてほしい」というお申出があった場合に，テクノスクー

ルが，人数に関わらず，１人でも２人でもそういう訓練を企画実施するものでござ

います。これが，26年度が落ちまして，ここで550名ほど少なくなっております。

これは在職者訓練ですから，仕事を持った方の訓練でございます。企業で働きな

がら訓練を受けるというものでございますけれども，23年，24年の段階では，こう

いう訓練に出していただける余力があったと申しますか，出せる環境であったとい

うことでございます。しかし，やはり工場フル稼働というような状況になってきま

すと，訓練でスキルを上げるという，企業からの「こういう訓練をしてほしい」と

いう御要望も，やはり目の前の仕事をこなさなければいけないという事情があって，

落ちたものと考えております。

それからもう１点が，提案型でございます。この提案型につきましては，この取

組内容と成果の方に書かせていただいているように，業界からの御要望に応じまし

て，講座の内容を，よりレベルを上げているという状況でございます。この訓練を



- 29 -

受けていただきますと，資格取得に即つながるような，訓練ということで，企業の

方からも御要望いただいております。要は，専門色を強める訓練にしてほしいとい

うことで，いずれも企業からの御要請に応じまして変更させていただきました結果，

700名，まあ訓練受講者が減っていると。ただ，時代背景はそういうことでございま

して，私どもとしては，企業側からの御要請に応じて，技術者をどんどん出してい

きたいということで，取り組みをさせていただいているところでございます。

（会長）

いかがでしょう。評価としましては。

（Ｈ委員）

ですので，企業とのやり取りの中での数字の変化で，がんばってらっしゃるとい

うことで，やっぱりＣよりＢというふうに上げられたらいかがかと思います。

（会長）

はい。それでは191番と197番につきまして，いずれもＣからＢへ引き上げてはど

うかという御意見ですが，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい，ではそ

のようにさせていただきます。はいどうぞ。

（Ｂ委員）

226番は実績値は未達成だけど，事業の達成状況は達成っていうふうになっている

んだけど，これはどういうことかをちょっと教えていただきたい。

事業の達成状況の方は，達成でいいんですか。実績値は未達成ですけれども。

（会長）

これですね。これは原課での自己評価ですね。多分変更されていないんだと思い

ます。最初に我々の所に届いたときには，26年度の実績がまだ出ていなかったんで，

その以前の物を元に，達成状況の判断を多分したのだと思います。その後出てきた

ら「あれ」というところだと思われます。

（Ｂ委員）

今日頂いた資料は，県の方は，事業は達成「◎」にはなっておりますけれどもね。

（会長）

なっていますけれども，我々としてはここではなく，この記述を踏まえて評価の

ところですね。達成状況の判断は，自己評価というところになると思いますので。

（Ｂ委員）

評価は結構です。
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（会長）

Ｃという，我々の評価はこちらになるんですが，よろしいでしょうか。

もしかしたら，まだまだあるかもしれないんですが，すみません。時間の方の制

約もございますので，個別の事業の評価はここまでにいたしまして，次に総合的な

観点からの意見・提言に移りたいと思います。

その前に，一応確認だけさせていただきます。評価私案から変更になったもので

ございますけれども，112番がＣからＢ，120番がＢからＡ，138番がＣからＢ，191

番がＣからＢ，197番がＣからＢ。こういうふうに，全部で５つの項目事業につきま

して，評価私案から変更がございます。それ以外は，私案どおりでございます。

さてここで，ここまでの129の事業を，総合的な観点から意見・提言を頂こうとい

うところでございますが，いかがでしょうか。

では，私から一言だけ意見と言いますか，提言を述べさせていただきます。今回，

この基本目標２，いわゆる経済と言いますか，産業に関わるようなところでして，

全体として恐らくＣの評価も多くて，個別の事業で見ると厳しめになっているとこ

ろはあるのかなと思ったりいたします。それでも，きちんと目標を，それも高めの

と言いますか，先ほどの関西の第１位というのを含めてですね。それも掲げた上で

のところだと思いますので，方向性として，あと取り組みの意欲や積極性として，

別に悪いものではないのかなというふうに思っております。

ただ幾つかの項目で，世の中の流れっていうのが速かったりしますので，スピー

ドアップを図るであるとか，あるいは先ほど伝統工芸品と言いますか，藍染めのよ

うな物もありましたけれども，具体的にもうちょっと踏み込んだ施策というふうな

ものを，展開が求められたりというのも必要かなというのがありますけれども，全

体としては，そんなに悪くないところなのかなと思ったりいたします。

あと，これはやっぱり評価をする側の立場からすると，数値の成果指標だけでな

くてもいいんですけど，何らかのアクションを起こしたり行動するとすれば，そう

いう成果につながるような行動の，例えば指標なんかとかいうものを，もうちょっ

と欲しいなあと思うような事業があったということでございます。

私からは以上ですけれども，その他ありますでしょうか。よろしいでしょうか。

はい，どうぞ。

（Ｅ委員）

やっぱりですね。徳島からの情報発信という意味では，マルシェというふうなも

のが，非常に今後，まだ十分に情報発信の余地があると思うんですよね。

それからもう１つは，この項目と直接関係があるかどうか分かりませんが，例え

ば「とくし丸」で，買物難民を対象にした事業等も，テレビ等で報道されておりま

すので，まだまだいわゆる考え方によって，いろんな徳島県が，あるいは産業が発

展していくマーケット，市場があるんじゃないかなというふうに考えております。

（会長）

ありがとうございます。
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（Ｇ委員）

この資料を頂いたときに，県民総生産っていうのがあるんじゃないかなと思って，

それの推移がどうなっているかって，ネットで調べてみたんですね。これだけいろ

いろ施策でやっていただいているのに，推移が全国より劣っていたらいかんなあと

思って，一応調べてみたら，ネットに出てくるのは，もう大分前の数値しか出てこ

なくて。県民総生産っていう切り口で，１つここに目標があれば，努力のしがいと

かね。ワースト５ぐらいにいつもおるんですよ。ただ，県民１人当たりの所得はす

ごいんです。平均以上はあるんで，やっぱり県内の消費というのが，まだ取り込め

てないんじゃないかな。他に流れているんじゃないかなと思ったりするんで，その

辺の切り口も１つには要るんじゃないかなと思いました。

（会長）

県民総生産をどこかに尺度として入ってくれればというところだと思います。

はい，どうぞ。

（Ｄ委員）

この評価の会に，今日初めて来させていただいて，資料を頂いて，「評価は難しい

なあ」と思いました。感想みたいになってしまうんですけど，やっぱり数だけでは

見えない。特に，農業関係のことというのは，数だけを達成したからとか，達成し

てないからとかでは見えない，いかに，地域が活性化していくかというところがあ

るので，非常に評価というのが難しいなというのが，本当に正直なところです。

それぞれ見えてなくても，本当にすごくいい徳島独自の政策っていうのも，この

中にあって，例えばＡでもＡＡＡとか，ＢでもＢ’とか，本当に難しい中で良くし

てくださっている。特に，徳島なんか中山間が多いので，農地集積なんかは，これ

Ｂ評価だったんですが，非常に難しい中で，これだけ良く集積ができたなあってい

う思いもありますし。と言って，数値目標にはちょっと足りないので，やっぱりＡ

は難しいかなとか，やっぱり数だけでは評価できないっていう部分を非常に感じま

した。

（会長）

はい，ありがとうございます。

（Ｆ委員）

今日，基本目標２の具体的な評価だったんですけど，他の基本目標の中で入って

いるかも分からないんですけど，さっきＥ委員が言われた情報発信というのは，や

っぱり非常に重要で，今までとかく徳島は，ちょっと情報発信があまりうまくない

んじゃないかと言われることもあったようには思うんですが，最近見てると，県と

してもいろんな手段で，情報発信に非常に力を入れていらっしゃるなあというのを

非常に感じております。
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ｖｓ東京もそうですし，第１弾の映像は，すごく全国的にも取り上げられました

けれども，その後も実は，第１弾であげた徳島の良さをもっと具体的にアピールす

るために，第２弾の映像もできているんですけれども，それはちょっとまだあまり

知らない方も県内にもいるかも分からないんで，そういうのも更に周知をしていた

だきたいと思います。

それから，すだちくんなんかもいろんな活用をされていて，すだちくんの所属部

署が変わったというふうに聞いてますけれども，県内全体のいろんなＰＲ活動に，

すだちくんが更に使えるようになって，すだちくんをフォローしている私の知り合

いなんかも非常に多いので，すごくがんばっていると思いますので，引き続き情報

発信に，今までがんばってこられると思いますので，更に力を入れてやっていただ

ければというふうに思います。

それから，さっきの県民総生産は，確かにそれは最終的には一番重要な数値なん

ですが，統計に出てくるのが３～４年ぐらいたってからなので，相当遅いので，目

標で上げるのが，ちょっと上げづらいかなという面もあるかも分かりませんけれど

も，でも最終的には，県民総生産，それから１人当たりの県民所得とか，そういう

ところがどんな数字になるかというところが，一番重要だというふうに思います。

（会長）

ありがとうございます。基本目標には，産業に関わるようなところでございます

けれども，それでもやっぱり情報発信の観点も重要だというところで，御意見いた

だいたと思います。いかがでしょうか。

それでは，総合的な観点からの御意見というのは，ここまでにいたしまして，評

価に関わる議論は，ここまでにしたいと思います。

続きまして，今度は議事３になります。とくしま目安箱等に寄せられた建設的な

意見・提言についてでございます。事務局から説明をお願いいたします。

（評価検査課長）

（資料４の説明）

（会長）

それでは，目安箱等に寄せられた意見・提言のうちで，優れた意見・提言を選定

したいと思います。事務局にお尋ねしますが，昨年度は，この会議で何件の意見・

提言を決定したでしょうか。

（評価検査課長）

昨年度は，委員の皆様へのアンケート結果に基づき選びました12件全て採択いた

だいております。

（会長）

はい，この11件の中から，委員の皆さんの御意見をお伺いして，更に絞るのがい
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いのか。それとも昨年度のように，そのまま11件全てを採択するというふうにする

かというところでございますが，どのように進めましょうか。

（Ｇ委員）

今年も，「５件選んでください」ということで依頼があったのですけど，選ぶには

えらんだんですけど，みんなすばらしい意見でしたので，全員にアンケートを実施

しているということもありまして，11件全てを採択するのが一番いいと思います。

（会長）

はい。昨年度と同様に，11件全てを採択するという御意見を頂きましたが，その

ようにさせていただいてよろしいでしょうか。

（異議なし）

（会長）

それでは，異議もないようですので，県民等からの優れた意見・提言は11件全て

ということで，決めさせていただきます。委員の皆様には，議事の進行に御協力い

ただき，ありがとうございました。最後に，評価結果の取りまとめ等について，事

務局から説明をお願いします。

（事務局）

本日，御議論いただきました評価結果や，基本目標ごとの意見・提言につきまし

ては，事務局で整理をいたしまして，各班長と会長に御確認いただいた上で，総合

計画審議会に提言いたしたいと考えております。また，本日の会議録につきまして

は，事務局で取りまとめ，会長に御確認いただいた上で，ホームページなどで公表

させていただきたいと思います。

次に，各委員の班編制，及び評価私案作成者，並びに第２回目以降の会議の日程

につきましては，会長，両班長と相談の上，改めて事務局から連絡をさせていただ

きたいと思います。

（会長）

はい。以上事務局から説明がありましたが，そのようにさせていただいてよろし

いでしょうか。

（異議なし）

（会長）

それでは，異議もないようですので，そのようにさせていただきます。

以上を持ちまして，本日の議事を終わらせていただきます。議事の進行に御協力

いただきありがとうございました。
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（監察局長）

会長さん，御苦労様でございました。

それでは，これをもちまして，第１回会議を閉じたいと思います。委員の皆様，

長時間どうもありがとうございました。


