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平成２９年度 第５回県政運営評価戦略会議

１ 日時 平成２９年８月２９日（火） 午後１時３０分から３時５５分

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） 相田 芳仁 監察局長

石田 和之 戸根 秀孝 危機管理部副部長

植田 美恵子 川村 章二 政策創造部副部長

加藤 研二 岡田 芳宏 経営戦略部副部長

近藤 明子 西條 和芳 県民環境部副部長

坂本 真理子 桒原 孝司 保健福祉部副部長

田村 耕一 黒下 耕司 商工労働観光部副部長

鳴滝 貴美子 塩見 一義 農林水産部副部長

南波 浩史 市原 俊明 県土整備部副部長

久岡 佳代 仁木 芳宏 西部総合県民局副局長

藤原 学 志田 敏郎 企業局副局長

桝本 久実 勢井 研 教育委員会副教育長

三木 潤子 田中 功 警察本部警務部警務課企画官

瀬 祐史 評価検査課長

ほか

（会議次第）

１ 開 会

２ 議 事 「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評価について

３ 閉 会

（議事項目と概要）

１ 「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評価方法等について説明

（資料１・３・４）

２ 「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の概要説明（資料２）

３ 評価案の説明，質疑，評価結果の決定（以下，概要は別に掲げる）（資料５）



- 2 -

■議事

（会長）

まずは，議事に先立ちまして資料１「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評

価方法，資料３総合戦略「基本目標に係る数値目標の達成状況」，資料４総合戦略

「ＫＰＩ達成状況一覧」の各資料について，事務局から説明をお願いした後，「ｖ

ｓ東京『とくしま回帰』総合戦略の評価を行いたいと思います。

（評価検査課長）

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評価方法等説明（資料１・３・４）

（会長）

ありがとうございました。それでは，議事に入らせていただきます。これより，

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評価を行いたいと思います。はじめに，

評価の参考とするため，地方創生推進課から総合戦略の概要について御説明を頂き

たいと思います。それではお願いいたします。

（地方創生推進課長）

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の概要説明（資料２）

（会長）

ありがとうございました。それでは次に，総合戦略の評価案を作成いただきまし

たＡ委員から説明をお願いします。

（Ａ委員）

それでは，総合戦略の評価案を説明させていただきます。まず，基本目標１「新

しい人の流れづくり」から見ていきたいと思います。基本目標１の評価シートの３

ページをお開きください。番号５番につきましては，数値目標２項目のうち，前年

度は未達成であったプロフェッショナル人材の正規雇用数が計画目標を上回るとと

もに，とくしまジョブステーションを活用した就職率の方は，前年度に続いて計画

目標を未達成ですが，実績は上向いています。また，今後の取組方針には具体性が

あり，概ね妥当であることから，Ｂ評価と致しました。

続きまして，８ページをお願いします。８ページの番号14番につきましては，数

値目標のうち，奨学金返還支援制度（全国枠）の助成候補者認定数は，計画目標を

上回る一方，県内大学生等の県内就職率は２年連続で目標値を下回り，ほぼ横ばい

の水準にとどまっています。県内大学生等の県内就職率は，転出入人口の均衡の観

点でも重要な指標でありますが，これが未達成であるため，Ｃ評価と致しました。

ここで質問ですけれども，県内大学生等の県内就職率の向上に向けた取り組み状況

及び今後の見通しを，より詳しく関係部局に伺いたいと思います。

９ページを御覧ください。番号15番につきましては，この項目は計画目標が数値

ではなく，目標時期も平成30年度と，現時点では目標達成度の判断時期の到来前で
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あるため，現状の取組内容及び今後の取組方針から評価案は暫定でＢ評価としてい

ます。ついては，現時点での進捗状況をもう少し詳しく関係部局に伺った上で評価

を見極めたいと思います。

また，ここで更に質問ですが，県内企業見学バスツアーを開催し，２か年で89名，

平成27年が18名，平成28年が71名，が参加していますが，参加者の県内企業への就

職状況についても，併せてお伺いをしたいと思います。

続きまして，基本目標２「地域における仕事づくり」に入ります。基本目標２の

評価シートの３ページをお開きください。３ページの番号21番につきましては，数

値目標である県外・海外商談会及びフェアにおける成約・売上額が計画目標をほぼ

達成し，今後の取組方針も工夫した内容となっており，妥当と判断できることから

Ｂ評価と致しました。同じく３ページの番号22番につきましては，数値目標の２項

目とも平成27年度実績が最新値ですが，輸出企業数が計画目標を未達成であるとと

もに，計画基準値，平成25年95社をも下回っている状況であることを踏まえ，Ｂ評

価と致しました。

５ページをお願いします。番号25番につきましては，数値目標である「農地中間

管理機構」等を活用した農地集積面積が，計画目標を２年連続で未達成であるとと

もに，目標値とのかい離が拡大していることからＣ評価と致しました。ここで本件

に関する意見ですが，農地集積面積の内，新規就農者分は計画目標を達成して推移

しており，明るい兆しも見られます。農地の貸し手と借り手のマッチングをいかに

進めるかが肝要でありますので，よりきめ細かな対応や，耕作年限をあらかじめ定

めた，いわば「お試し集積」的な手法などでマッチングを促進してはどうかと考え

ます。

７ページをお開きください。番号27番につきましては，数値目標４項目の内，阿

波尾鶏，阿波とん豚の出荷数が計画目標を未達成であるとともに，目標値とのかい

離も拡大していることを踏まえＣ評価としました。

８ページをお願いします。番号29番につきましては，数値目標である県産材の生

産量が計画目標をほぼ達成した水準で推移するとともに，今後の取組方針に木質バ

イオマス発電などによる木材需要への対応策が明確に示されており，妥当と判断で

きることからＢ評価と致しました。

10ページをお開きください。番号34番につきましては，数値目標である県産材の

海外輸出量，県産木造住宅の輸出棟数の双方が計画目標を未達成であり，実績の前

年度割れや目標値とのかい離の拡大がみられることを踏まえ，Ｃ評価と致しました。

11ページをお願いします。番号36番につきましては，数値目標である年間の延べ

宿泊者数が計画目標を未達成であり，平成28年度の実績は前年を上回ったものの目

標値とのかい離が拡大しているため，Ｃ評価と致しました。

17ページをお願いします。17ページの番号48番につきましては，数値目標である

介護保険サービス事業所（居宅）従事者数が計画目標を未達成であり，現状では今

後のさらなる高齢化の進行に対応した介護人材の育成が十分になされていくかが危

惧されることを踏まえ，Ｃ評価と致しました。ここで質問ですけれども，本県での

介護職員の離職の現況，及び離職の防止に向けた取り組み状況について関係部局に

お伺いします。
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次に，基本目標３「結婚・出産・子育ての環境づくり」に入ります。基本目標３

の評価シートの３ページをお開きください。番号54番につきましては，数値目標３

項目の内，待機児童の解消が計画目標を未達成であり，実績値が前年度横ばいの水

準にとどまっています。まずは，待機児童数が減少に転じるよう，対策の強化が必

要な現状であることを踏まえ，Ｂ評価と致しました。ここで質問ですが，課題とし

て「更なる保育士確保が求められる」とありますが，今後の見通しをお伺いします。

また，養成が進んでいる子育て支援員の活用の具体例について，併せて関係部局に

お伺いをします。

４ページをお開きください。番号57番につきましては，数値目標であるとくしま

ジョブステーションを活用した就職率が計画目標を未達成であり，計画目標とのか

い離幅が約10％と大きく，最終的な目標の達成が懸念される状況であることを踏ま

え，Ｃ評価と致しました。また本件に関する質問ですが，事業の概要に大都市圏か

らの就業促進を掲げていますが，三大都市圏から本県への就業人数は，近年どのよ

うに推移しているのか，関係部局にお伺いします。

同じく４ページの番号58番につきましては，数値目標である若年者企業面接会等

の参加者における就職内定率が計画目標を未達成であり，かつ平成28年度実績が前

年度割れしています。まずは，現在の取り組みの方向性や対策の内容を検証すべき

ではないかと判断し，Ｃ評価と致しました。

最後に，基本目標４「活力ある暮らしやすい地域づくり」に入ります。基本目標

４の評価シートの６ページをお開きください。番号78番につきましては，数値目標

３項目の内，高校生の留学者数が計画目標を未達成となっています。計画初年度は

順調に実績を上げていたものの，計画２年度目に未達成に転じている状況です。

一方，二か年の合計で見ますと，計画目標の累計値に対して約95％の達成度

（398人／420人）で94.7％となっていることも考慮すべきとの御意見もあろうかと

考えています。ついては，評価案は暫定でＣ評価としていますが，高校生の留学者

数の平成28年度実績の減少要因と，今後の見通しを関係部局に伺った上でＢ評価か

Ｃ評価かを協議してはどうかと思います。

７ページを御覧ください。番号79番につきましては，数値目標である全国高等学

校総合体育大会の入賞数が，計画目標を未達成であり，かつ，前年度実績を大きく

下回ったことを踏まえ，Ｃ評価と致しました。ここで本件に関する意見ですが，取

組内容の欄に記載の通り，学校や競技団体との連携による有力選手情報の共有によ

る強化選手等の人材発掘を基本とすることは，私も妥当であろうと思います。他方

で，競技志向や向上意欲は高いものの実績はもう一歩である選手や，現在は別の競

技を行う選手の中にも，指導方法や練習環境次第で素質が開花し，頭角を現してく

る者もいるのではないでしょうか。ついては，特に小学生，中学生を対象として強

化指定のチャレンジ枠的なものを設けて，意欲と素質がある選手を発掘する機会を

増やすなど，裾野を広げた中長期的な選手強化にも取り組んではどうかと思います。

10ページをお開きください。10ページの番号89番につきましては，数値目標であ

る既存の「道の駅」のサービス機能強化箇所数は計画目標をほぼ達成しており，今

後の取組方針も概ね妥当であることから，Ｂ評価と致しました。

15ページをお開きください。15ページの番号98番につきましては，数値目標であ
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るがんの75歳未満年齢調整死亡率の平成28年度実績は，現在のところ判明しており

ませんが，前年度実績で見ますと計画目標を未達成となっています。今後の取組方

針には具体的な方策が明示されており，概ね妥当と判断できますが，実績値の状況

を踏まえＣ評価と致しました。

18ページをお願いします。18ページの番号108番につきましては，この項目の計

画目標は「災害時医療情報」との連携促進を，平成30年度に全県展開することです

が，その課題として「全ての市町村での独自利用条例の制定」及び「国民健康保険

の制度改正に伴うスキームの見直し」が挙げられています。ついては，評価案は暫

定でＣ評価としていますが，この課題への対応の現況を関係部局にお伺いをした上

で，Ｂ評価かＣ評価かを協議してはどうかと思います。

最後に19ページを御覧ください。番号110番につきましては，平成28年度が初年

度の数値目標である消防団への新規入団者数の実績値が，現時点では判明していま

せんが，これまでの取組内容は概ね良好であるとともに，これを踏まえた今後の取

組方針が具体的に示され，概ね妥当と判断できることからＢ評価と致しました。

総合戦略の評価案の説明は以上でございます。

（会長）

ありがとうございます。それでは評価に移りたいと思います。本日の会議は，総

合的な観点からの意見・提言を含めて全体で15時30分の終了予定でございます。総

合戦略は４つの基本目標に分かれておりますが，協議はその基本目標ごとに進めて

いきたいと思います。目安として基本目標１の評価を14時20分頃に終えればいいな

と思っております。

それではまず，基本目標１「新しい人の流れづくり」についてでございます。こ

ちらに関しましては，まず評価案をＡ委員さんから説明いただきましたときに，番

号で言いますところの14番と15番について質問がありましたので，まずこちらの方

を担当の部局から御説明いただければと思うのですが。はい，お願いします。

（政策創造部）

政策創造部です。県内の大学生等の県内の就職率の状況についての御質問でござ

います。まず，県内大学生等の県内就職率を平成31年度に50％にするという目標に

つきましては，県内の高等教育機関で県内出身者の割合が，概ね50％という状況で

ありまして，在学されている方の約半分が県内出身者ということから，確実に県内

から県内の大学に進まれた方については残していこうという目標であります。

ただ，この50％というのは高い目標でありまして，50％を超えている地域という

のは東京や愛知などを含めて，全国で７地域しかありません。そういう目標ではあ

ります。

この50％に向けましては，文科省で大学の地域貢献を支援するプログラム，ＣＯ

Ｃ＋事業がございまして，そのＣＯＣ＋事業に徳島大学が中心となって県内の高等

教育機関が参加して，学生の県内の就職率を10％高めていこうという取り組みを行

っているところでございます。具体的にどういうことを行っているかと言いますと，
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まず教育プログラムの見直しということで，地域志向型教育の充実，できるだけ学

生さんに地元にいながら関心を持っていただけるような教育プログラムを充実させ

ていくとか，県内企業の長期のインターンシップなどを充実させていく，それから

地域での多様なフィールドワーク，そういったものに参加していただくと，このよ

うな取り組みをしていただいております。

県も当然それに呼応いたしまして，従来行っておりますマッチングフェアであり

ますとか，企業説明会の開催に加えまして，バスツアーなどにも取り組んでおりま

す。加えて最近の取り組みにおきましては県内就職の定着を支援するということで，

県内定着の条件として奨学金の返還支援制度を設けております。これは県内枠，全

国枠があるのですが，総勢で200名ということで，これは全国屈指の枠組みの数で

す。このように様々な取組みを進めているところでございます。

今後ということでございますが，まず各大学間で県内就職の率というのはかなり

開きがございます。高いところは70％ぐらいの県内定着率である大学もございます

し，低いところでは30％台というところもございますので，特に低いところにつき

ましては，それぞれ目標を作っていただいておりますので，上向くように県も一緒

に県内定着の向上に向けて取り組んで参りたいと考えております。

ただ，基本的に学生さんが徳島に残るかどうかというのは，徳島で働くこと，暮

らすことに魅力をいかに感じていただけるかということに尽きると考えております

ので，そういう意味では，産官学金労言，挙県一致で総合戦略の推進というのが今

後，トータルでは問われてくると考えているところでございます。以上です。

（会長）

はい，お願いします。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。企業の就職支援協定，ページで言いますと９ペー

ジの15番でございますけれども，就職支援協定締結大学と連携したインターンシッ

プの促進という項目について，現状を御報告申し上げます。

まず，この就職支援協定，関西圏の10大学と徳島県とが就職支援協定を締結いた

しておりまして，その締結先は龍谷大学，関西学院大学，立命館大学，京都女子大

学，武庫川女子大学，関西大学，同志社大学，神戸学院大学，京都産業大学，近畿

大学，10大学と提携をして県内への学生の就職のＵターンといったものを促進して

いるところでございますけれども，協定締結大学生が県内に戻り就職していくのは

２割程度ということで，８割の学生が県内以外で就職している状況にございます。

こうした状況を少しでも改善しようということで，経済団体とも一緒になりまし

て，まずそれぞれの学生の皆さんに県内の企業の情報，これを正しく理解いただく

ことが最優先だということで，そういった県外の大学生が多様な県内企業に触れる

機会を作るためのインターンシップ受入れ可能リストという企業リストを作成しま

して，企業情報もできるだけ細かく載せて，協定先の大学にお届けをしまして学生

のところにその周知を図っていただいていると。
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Ａ委員の方からお話がありました，その中の一環として企業見学バスツアーとい

ったものを実施しているところでございます。その企業見学バスツアーの内容につ

きましては，平成28年度で申し上げますと，12月下旬から２月にかけまして４回に

分けまして県内の企業をバスで巡っていただきまして，企業の今の現状，それから

どういったところの魅力，こういったものについて直接肌で触れていただきまして，

御意見も言っていただくという形で進めてきたところでございます。

ただ，このバスツアーの見学会の中には関西圏の大学以外に，県内の地元の徳大，

四国，文理の学生さんも入っていただいていますし，時期的に12月下旬ということ

で，当該年度に就職される方ではなくて，幅広く在学生を対象にバスツアーを実施

したところがありますので，直ちにその方々が何名就職したかといったような実績

は，ちょっと今つかんでないような状況でございます。以上でございます。

（会長）

ありがとうございます。いかがでしょうか。Ａ委員さん。

（Ａ委員）

そうですね。非常によく取り組んでおられると思います。ですから，他の委員さ

んの意見も聞いてみてですね，特に14番のですね。

（会長）

はい，いかがでしょうか。はい，お願いします。

（Ｂ委員）

14番の件ですけれども，個人的な意見になりますけれども，この14番の県内大学

生の県内就職率というのが，その上のところの大きいテーマになる「②若者の地元

定着促進」と，なお且つ，若者の定義がまたこれ何だということになると思います

けど，基本は大学生も若者かも知れませんけれども，徳島で生まれ育った人を若者

と定義するのが一番ふさわしいのでないかと思うのですけれども。という意味から

すると，データがないので恐らく出てこなかったと思いますけど，徳島で生まれ育

ってというか，もっと言うと徳島県内の高校生が県外の大学に行って，徳島県内に

就職した人数，あるいはそのパーセンテージが何％かというのが，恐らくこの若者

の地元定着促進にとっての一番望ましいデータとは思うのですけれども。

ただ，残念ながらそのデータというのは恐らくないと思いますので，比較的，比

較的というかこの会の趣旨からすると，目標を設定して現実値とのギャップ等につ

いての評価をしましょうということになりますから，存在するデータということに

なると県内大学生の県内就職率という話になっちゃいますけれども，こちらのデー

タはふさわしいかというともう一つそう思わない。

その理由は，県内の大学に来ている学生なんかも基本的には愛媛とか高知の学生

が県内の大学に来ますけれども，何と言っても一番帰りたいのは愛媛とか高知の企
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業に就職したい。それは，徳島県の会議ですからできるだけ徳島県に残ってねとい

う言い方もできますけれども，恐らく一般的なＵターン志向の強い，東京とか大阪

にあまり出て行きたくないと考える，地元に残りたいというような学生はどこの地

方であったとしても同じだと思いますので。ということからすると，データに文句

言っているような感じになっちゃいますけれども，ただそういう側面があるので，

この先ほども説明がありましたが，50％という数字は相当高い目標であるとは思い

ます。高い目標であるけれども，それに向けて努力しようということ，ただ残念な

がら数値としてはそうなっていない。

ただ，奨学金の問題が多分これ今あるので，比較的徳島県の企業に就職すると奨

学金がもらえるという話はいろいろ学生からは相当聞きますので，これは数から言

うと奨学金の枠というのはそんなに，圧倒的な全学生からするとパーセンテージは

当然予算の関係もあって低いですけれども，ただここは学生の考えているところか

らすると，結構積極的に利用，あるいは活用したいという学生が多いと思いますの

で，目標値というか，14番の県内大学生等の県内就職率からするとちょっと全然と

いうことになると思いますけれども，この14番の評価については個人的にはＢでも

よいのではないかというふうに思っております。以上です。

（会長）

なるほど。

教えていただきたいのですが，多分奨学金，まだ卒業していないのかなと思った

りするのですが，これ効果が出るのは先の話，何年後から。

（政策創造部）

奨学金の制度につきましては，先ほど県内枠，全国枠を御説明しましたが，県内

枠というのは高校生が大学を卒業したら地元に戻りますよという登録をしておくと

いうか，約束をしておくと。全国枠というのが，今度大学を卒業，若しくは，今県

外で働いているのだけれども徳島に帰りたいというような方が対象で，その方につ

きましてはすでに今年度も来られています。

ただ条件としては，徳島で就職してから３年間基本的に定着をして働いていただ

くという必要があります。３年定着を見てから，３年経った後，定着したのを確認

して，次に５年間に分けて奨学金の返還を最大100万円まで支援をしていると，そ

ういう制度になっております。

（会長）

なるほど。ありがとうございます。Ｂでもという御意見ありましたが，いかがで

しょうか。はい，お願いします。
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（Ｃ委員）

個人的なのですけれども，私も現在大学３年生の娘がいる母親として，この奨学

金返還制度，うちはもう県外に出るので関係ないのですけれども，本当に周りでは

ありがたいと，すごく評価の高いお母さん方の声を聞きますので，この部分を高く

評価して，私もＢ評価でも良いと思います。

（会長）

いかがでしょう。こちらはＢに変更することでよろしいでしょうか。はい。では，

番号14番は評価をＢと致します。

その他，いかがでしょうか。番号15番の評価，並びに基本目標１についてでござい

ますが。

はい，お願いします。

（Ｂ委員）

番号で言うと１番のところの移住者に関係する話なんですけれども，これも本当

の意味の目標と言ってはあれですけれども，具体的に移住者を増やすことによって，

次のそのステップとしては何があるかということに関して，この具体的な施策とい

うか，方針も変わってくると思いますけれども，その理由は単に，例えば税収を増

やすというような側面があるのか，あるいは先ほどの若者の雇用云々というような

議論があるように，できれば高齢者ではなくて若い人がよいということになるのか

と。

ただ，そこの問題は多分ここでは横において，とにかく移住者というか，具体的

な年齢とかそういうようなもの，あるいは横に置いてという形でやっていると思い

ますので。今度はそうすると，移住者を増やしましょうといったときの，具体的な

政策をどうやって増やすかというところは，年齢層とか目標が違うことによってか

なり変わってくるとは思うのです。

だけど，今後の取組方針，それから取り組み状況も含めてというところで言うと，

色んな人を対象にと，高齢者も増やしますよということになっていますけれども，

対策としては目標としては移住者数でいいのですけれども，先ほどの若者中心にと

いうことで将来の徳島を背負って立つというか，そういう人材である人が望ましい

のか，それとも単純に税金払ってもらえる人が良いから現役世代の人がよいのか，

年齢関係無しに，それとも単純に人口ということで高齢者でもいいよということに

なるかという，その辺りでかなり政策が変わってくると思いますんで。

目標値は，目標値というか具体的な数字としてはこれでよいとは思いますが，対

策としては相当趣旨が変わってくるというか，人口の問題というのをどうするかと

いうところの代表的な数値としての移住者というところはあると思いますから良い

のですけれども，そこについては今後の取組方針のところでは，この１番だけでは

ないとは思いますので，他のところにもあるんですけれども，相当きめ細やかなと

いうか，具体的なこういう人，あるいはこういう年齢層というところに対してとい

うことで，結果的にそれが移住者数に戻ってくるということになると思いますので，
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評価に関してはＡでよいと思いますけれども，相当ハードルは高いのではないかと

いうふうに思います。

なお且つ，この移住者数は徳島以外のというか，東京以外の全ての都道府県がこ

の数値を増やすための施策に基づいて努力をするはずですから。となったら人口が

一定である限りにおいて，46の都道府県が移住者数を増やすための努力をすれば，

単純にゼロサムゲームの取り合いになるだけの話になるので，幾ら徳島県がすばら

しい施策をしたとしても，他の都道府県が同じレベルの施策をすれば相殺されてゼ

ロになってしまうと。

であるにも関わらず，それ以上のものの移住者数をプラスの方向で増やしましょ

うという話になれば，なかなか難しい話だと思いますので，ということになるとや

はり目的の設定とそれに基づいた施策というところを，もっといろいろと考えてい

ただきたいなということだけです。評価については，Ａで良いと思います。

（会長）

はい，ありがとうございます。他に，いかがでしょう。はい，お願いします。

（Ｄ委員）

それに続きまして，移住者数というのが基本的には先ほどおっしゃっていただい

たように，46の，大阪府も除けば44ぐらいになると思うのですけれども，基本的に

奪い合っているだけで，同じような支援とか，お金とかはほぼ同じような金額が出

ています。

ということは，移住者の方が移住先を決めるときの一つのポイントは，どれだけ

自分の家から近いかとか，そういう形になるので，そう考えると徳島県というのは

非常に不利な場所にあるというのは否めない。そうすると，どういう人たちをどう

いうふうに呼び寄せるかということを，もう少し具体的に考えた方がいいのかなと

いうふうには思います。

割と若い人も移住というか，就職先を田舎でしたいというふうに考えている若い

人もいますので，できれば，大学の就職口に徳島県で働いてみませんかみたいなこ

とを売り込みに行くとか，具体的にそういう，ターゲットをある程度絞ってやって

いただくのはありがたいかなと思います。

一つ，３ページの５番になるのですけれども，とくしまジョブステーションを活

用した就職率というのが27.7％というふうになっているのですけれども，この目標

が本来であれば37％というふうになっているのですけれども。これをいかに増やす

かというのも，今後大事かなと思うのですけれども，今のとくしまジョブステーシ

ョンというのは基本的に「待ち」ですかね。要は，仕事をしたいという人が来るの

を待っているだけの状況になっているのか，それとも積極的にどこか打って出て，

徳島で働けますよとやっているのか，ちょっとお伺いしたいのですけれどもよろし

いでしょうか。
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（会長）

はい。これは出かけていってこんな仕事がありますよというのがあるのか。

はい。

（商工労働観光部）

とくしまジョブステーションに関しまして御質問を頂戴しておりますので，お答

えさせていただきます。とくしまジョブステーションにつきましては，国のハロー

ワークと連携いたしまして，職業相談，適性診断，マッチング，各セミナーの開講

など，就労支援から職業紹介に渡る一連のサービスをワンストップで提供するとい

うことで，平成21年４月徳島駅ビル内に開設をしたものでございます。

それから言いますと，先ほどの御質問の中にあった，「待ち」かそれとも出向い

ていくかということになれば，ワンストップ型の待ちの性格が強い施設となります。

今現在は，ジョブカフェと言いまして，若者を対象にした職業斡旋機能，サロン

的な機能を設けたり，平成27年からは徳島の移住交流センター，これの徳島センタ

ーも併設するといった形で，順次機能の充実を図っているところでございます。こ

れに伴いまして，利用者が今増えていっているといったような現状でございます。

（会長）

ありがとうございます。

（Ｄ委員）

ありがとうございます。できるだけ待ちではなく，攻めていってほしいなと思い

ます。色んな活用の方法も考えて，いろいろ外に出て行っていただけるとありがた

いなと思います。

（会長）

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい，どうぞ。

（Ｅ委員）

一点だけ。移住の関係ですけれども，過日徳島新聞でも紹介をされておりまして，

藤山浩さん，島根県の大学の先生だったと思いますけれども，人口と所得の１％取

り戻していこうという発想なのですね。島根県では特に山間部，離島，町村で社会

増を実現したと報道されておりまして，特に30歳代だけを区切って見ると，この５

年間で３分の２の市町村で増加をしたと，こういう事例があったということなので

すね。

したがって，いろいろそうした成功事例なども参考にされて，県のところも少し

研究をされたらどうだろうかと。現行されていることも十分理解できますし，その

ことの上に，他県の成功事例なども加えて少し研究されて，特に徳島県の場合は中



- 12 -

山間地，離島などもありますので，そういう意味ではそういうところに焦点を当て

るということも必要ではないかなと思います。以上です。

（会長）

ありがとうございます。それでは，そろそろ評価に関する御意見はこの辺りと致

しまして，まず一旦その評価を確定，確認させたいと思います。評価案から変更に

なりましたのが，番号14番の県内大学生等の県内就職率等というところについて，

これのみでございまして，評価案ＣからＢへ変更と，それ以外は評価案のままとい

うことでよろしいでしょうか。

はい，ではそのように評価を決めたいと思います。

この評価に関する御意見の中でいろいろと御提言なんかもあったのですが，それ

に加えて，総合的な観点から意見，提言などがあればお願いしたいと思います。ま

ず，Ｆ委員さん。

（Ｆ委員）

先ほど来お話にあります移住については，本当に何というのでしょう，どこを切

り取っても移住につながるとか，観光とかの交流につながるというようなところか

と思うのですが，やっぱり徳島でいかに働きやすいとか，魅力がある働き先とか，

暮らしっていうのがあるかというところなので，なかなかすぐに実現するものでは

ないですけれども，もうちょっと長期の見方をしながら移住の促進，どこをターゲ

ットにするかっていう先ほど来の先生方のお話にもありましたけれども，ターゲッ

トを定めて，それぞれのターゲットに向けた施策をしていただいたらよいかと思い

ます。

あと一点，ＣＯＣ＋のお話しございましたけれども，それにつきましても，本当

に我々大学とか高専さん，短大を始め取り組んでいくべきところ，本当にもうたく

さん助けていただきましてありがたく思っております。学生たちがやっぱりこう徳

島で働くことがいいなとか，住むことがいいなというふうに思えるような授業とか

というのを，今後も展開して参りたいと思っております。

今年度，初めて集中講義をしまして，田村委員さんにもお世話になりました。知

事にも来ていただきまして，学生たちはとってもいい経験と体験と，あといろいろ

なお話を伺えて良い思いをしていることかと思いますので，その学生たちが徳島に

残ってくれたらいいなというふうに思っております。

（会長）

はい，ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい，お願いします。

（Ａ委員）

既に，この移住に関しましては，徳島県は先行事例に成り得るようなモデルを持

っています。それは私，この前「きゅうりタウン構想」のハウスも実際に見学させ
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ていただいたのですが，やっぱり需要はたくさんあるようですね。

ただ今後，私がそのとき聞いたのは，二箇所の場所で新しくそういうハウスを建

てる計画があるという話を聞きました。だから，非常に可能性があるのではないか

なというふうに思っております。

それからもう一人，日和佐に小林陽子さんという女性の方がおられまして，この

人は，私はカリスマ小林と呼んでおります。非常にマッチングのプロなのです。元

々は海外からオペラを呼んでいたような人ですが，本当にすごいのエネルギーの持

ち主が日和佐におられるのでね。やっぱり，そういう人なんかにも，もっと言えば

手持ちの一つの財産だと思いますので，やっぱりうまく組み合わせていけば，アイ

デアと人とを組み合わせていけば，可能性があるのではないかというふうに思いま

す。以上です。

（会長）

はい，ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは，続きまして基本目標２の評価に入りたいと思います。基本目標２につ

きましても，評価案を御説明，Ａ委員から頂きましたときに質問がありましたので，

そこから始めたいと思います。番号で言いますと，48番の介護保険サービス事業所

（居宅）従事者数の事業でございます。はい，お願いします。

（保健福祉部）

はい，それでは48番ということで，居宅サービス事業所につきましては，事業所

から在宅されている介護を必要とされる方にサービスをする事業所のことでござい

まして，県内では約800か所ございます。それで，平均した従業員の方が13人程度

ということで，主にパートタイムで働いている方が多いということから，具体的に

離職の率がどのような状況であるかというのが，把握できていないのが現状でござ

いますが，関係者からの聞き取りによりますと，やはり定着に向けては非常に厳し

いものがあるということをお聞きしています。

このため県におきましても，まず離職防止のためというか，定着するためには２

点あると考えておりまして，まず賃金面での待遇，また職場環境の待遇ということ

でここに記載しておりますように，まずは賃金面ということで政策提言等を行いま

して，介護職員の賃金の処遇改善を図ってきております。これは平成21年度には１

万5,000円，平成27年度には１万2,000円，平成29年度には１万円ということで処遇

改善を行って，計３万7,000円の賃金面での処遇改善を行ってきております。

また，この加算制度を適用するに当たりましては，介護事業所におきまして資質

の向上対策と致しまして，中堅職員に対するマネージメント研修の充実であるとか，

職場環境，処遇の改善と致しまして新人指導担当制度の導入とか，育児休業制度の

充実，またさらにはその他，障がいを有する者でも働きやすい職場環境の構築，ま

た非正規職員から正規職員への転換など多岐にわたる職場環境の充実を求められ

て，その結果加算制度が適用になるというものでございまして，本県におきまして

は約８割の事業所がこの処遇改善制度を導入しているという現状でございますが，
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まだ２割ほど導入できていないということで，その面からまだ思ったより介護職員

の導入が図れてないのかなというふうに考えておりますので，今後この処遇改善制

度の周知徹底に努めて参りたいというふうに考えております。

また一面，職場環境の充実ということで，昨日知事の方から定例記者会見で発表

していただきましたけれども，アクティブシニアの皆さんの活躍を作る場と致しま

して，介護職場におきまして正規の，現役の介護職員と業務シェアを図るというこ

とで，このアクティブシニアの方に施設の中における業務シェアの中で，清掃とか

ベッドメイク，又は介護される方のお話し相手になっていただいて，現役の介護職

員の方は食事介助とか入浴介助という本来的な介護に専念していただくというふう

な仕組みを，本年度から試みとして行おうとしておりまして，それらを通じまして

定着を図って参りたいと，このように考えているところでございます。以上でござ

います。

（会長）

はい，ありがとうございます。Ａ委員さん，いかがでございましょう。

（Ａ委員）

そうですね。他の委員さんからも御意見を聞いていただければと思います。

（会長）

はい，この番号48番の評価を含めまして，この基本目標の評価に関して御意見あ

ればお願いいたします。はい，お願いします。

（Ｆ委員）

ただ今御説明いただいた通り，色んな取り組みしていただいて，本当に必要な職

業で必要な従事者と思いますので，そういう取り組みを積極的にしていただいてい

るというところと，実績値におきましても前年度を上回っているというところで，

私はＢでも良いかなというような考えでございます。

（会長）

という御意見もありましたが，いかがでしょう。Ｇ委員さん，どうでしょう。

（Ｇ委員）

私もＦ委員と同じで，昨年度の実績を上回っているというのと，あと今後見通し

もあるのじゃないのかなと思いました，ここの部分では。だから，私もＢで良いの

ではないかと思いました。
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（会長）

そうですか。

（Ｇ委員）

はい。

（会長）

はい。他の委員さんいかがでしょう。Ｂでという御意見。はい，どうぞ。

（Ｈ委員）

私もＢでいいんでないかな。と言うのは，今本当に保育士さんも看護師さん，人

を相手にする職業というのが非常に難しくて，皆さん何か保育園の園長さんも非常

に困ってらして，その中でこれだけの実績があるということは，目標値に対して大

分頑張っていらっしゃるのでＢでよいかなというふうに。

（会長）

はい，それでは評価をＢにというような御意見が多いように思いますので，こち

ら48番をＢというふうにすることでよろしいでしょうか。

はい。それでは，その他の事業に関しまして，いかがでしょうか。はい。

（Ｈ委員）

すみません，８月16日にも申し上げたのだけど，ちょっと時間が足りなくてあれ

だったのですけれども，25番，５ページの「農地中間管理機構」等を活用した農地

集積面積に関してなのですが，目標値に関して実績は半分にも満たないという非常

に厳しい状況なのですが，これは水田作の東北地方だったら非常に集積しやすいと

思うのですが，徳島県は中山間地が多くて，物理的に農地自体が非常に難しい状況

にあります。

それと，これは全国も同様と思うのですけれども，相続によって農地が非常に分

散されていまして，持ち主がわからない農地というのが結構たくさんあったりしま

す。やっぱり，徳島県の農業は水田よりも園芸が中心ですので，園芸が多いという

ことは集積しても人手がいります。水田だったら機械で規模拡大できるのですけど，

園芸作物は規模拡大したら，倍にしたらそれだけの倍の人数が，必要になってきま

すので，非常に集積というのは難しい。徳島県自体，物理的な面もあって難しいと

いう状況もあると思いますので，これはＣというのは本当に数値目標から見たらも

う当然そうと思うのですが，これは努力してもなかなか結果に結びつかない状況で

ないかと思います。何とかならないかとの思いがありまして。
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（会長）

とすると，まずこういう数値目標を掲げた経緯なんかを教えていただければ。そ

の多分現場の感覚で言うとちょっと到底無理でないかなと思われるような，でも多

分数値をあげたからには何か理由があるのだと思いますので。

はい，お願いします。

（農林水産部）

農林水産部でございます。まず，Ｈ委員さんから暖かい御意見いただきまして誠

にありがとうございます。会長の方からこの数値目標がどういう数字なのかという

ような御質問を頂きました。

実は，国の方では平成35年度までに農地の８割を意欲ある方々に集積を推進する

目標を掲げております。それを各県に割り振って参りまして，本県では毎年500ha

を新たに意欲ある担い手に集積を推進していくという目標値となりました。

そこで，そういう目標に対して実績はどうかと言うと，ここを見ていただきます

ように，平成27年度は242ha，28年度は191ha集積がなされておりまして，この毎年

500haの目標には十分達してないということでございます。その理由というのは，

Ｈ委員さんのお話の通りでございまして，本県の特殊要因もございまして，なかな

か目標の数値に届いていない状況でございます。以上でございます。

（会長）

なるほど。ありがとうございます。ということで，課せられた目標であるようで

ございます。

（Ｈ委員）

意欲だけではどうにもならないという。

（会長）

はい。いかが致しましょうか，評価につきましては。はい。

（Ｄ委員）

７ページの27番の阿波尾鶏等の出荷についてちょっとお伺いしたいのですけれど

も，この中にプレミアム化とかブランドという名称が書かれていて，阿波尾鶏をブ

ランドにしようという趣旨が感じられるのですけれども，ブランドとかもプレミア

ム化したらそれほど出荷を増やしてしまうと，あまりブランドの価値がなくなって

しまっても良くないのかなというふうに思うのですけれども，最終的に31年度にな

ったらこれだけの出荷を想定してますというのは，もうこれをマックスとするのか，

それとも，それ以上まだ生産していろいろ挑戦したいのかというのを，これからの

戦略をお伺いしたいのですけれども。
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（農林水産部）

この数値目標の水準について御質問いただきました。例えば，27番の阿波尾鶏の

出荷羽数というところで，30年度に300万羽というような数字がございます。これ

については，本当に挑戦的な数字でございまして，300万羽の目標に持っていきた

いというような，挑戦していきたいというような意味合いの数字を掲げております。

阿波尾鶏，全国の地鶏の中ではトップブランドということで，非常にこう名古屋コ

ーチンとか，あるいは比内鶏とかに比べて，出荷羽数が今200万羽を超えていると

いうことで，全国でもダントツで，19年連続全国１位の出荷羽数を誇ってはいるの

ですけれども，更にこれを増やしていって，海外展開も含めて挑戦していきたいと

いうふうな意味合いの数字でございます。

（会長）

恐らく質問の趣旨は，数が増えていくとブランドとして管理していくのが一般的

に難しくなることがあるので，そのブランドでいくのか，それとも数でとそのバラ

ンス，その辺りの関係ということだと思うのですが。

ただ，多分お伺いしているとナンバー１というブランドでいくということだと思

います。ですから，数が増えるとナンバー１を維持してという，そういうことなの

かなと思いました。

（Ｄ委員）

基本的には安定供給をして，できるだけ日本で一番出荷数が多い鶏であるという

そこのところとを目指していると，わかりました。ならば，今後もずっとこうでき

る限り出荷数を増やすという方向性で。

（会長）

という，多分御説明だったのかなと思うのですが。

（Ｄ委員）

その意気込みがあるのであれば，今は達してないのだけれども，頑張っていただ

ければ私はＢでもいいのではないかと思うのですけれども。あと豚とか牛とかいろ

いろやっぱりあるので，これ全てをトップに持っていくのか，もう今は取りあえず

阿波尾鶏頑張ります，その後に豚を追っかけますとか何かあってもいいのかと思う

のですけれども，その辺りって何かありますか。

（会長）

他も含めた，はい。
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（農林水産部）

会長さんもお話しくださったのだけれども，実は他も含めてでございまして，阿

波尾鶏については全国のトップ水準で今出荷羽数では戦っているのですが，その下

にございます阿波とん豚，阿波牛等につきましては，阿波尾鶏に比べると知名度と

かいう面についてはそこまでいっていないのですけれども，やはりそこに数値目標

を掲げているように，今後数量を増やしていきたい，挑戦していきたいというふう

に考えております。

（Ｄ委員）

ありがとうございます。そう考えるとちょっと数は足りないのですけれども，Ｂ

でもいいかなという気が私は致します。

（会長）

なるほど，いかがでしょうか，この27番ですがＣという評価案ですがＢでも良い

のではないかという御意見ですが，よろしいでしょうか。では，こちらはＢという

ふうにしたいと思います。

それで，併せて先ほどの25番はいかが致しましょうか。「農地中間管理機構」等

を活用した農地集積面積に関してですが。

（Ｈ委員）

頑張っていらっしゃるので，私はＢでも良いのかなというふうに前から思ってい

たんですが。

（会長）

ただ目標は目標としてあっても，多分見込みとしてはほぼ達成できないことが今

から確実なのかなという気もするのですが。

（Ｈ委員）

すごく頑張ってくださって，色んなところで説明とかしてくださっており，本当

にいろいろなところで遭遇しますので。

（会長）

Ｂでという御意見ですが，Ｂでよろしいでしょうか。はい，それではこちらもＢ

というふうにしたいと思います。

他，いかがでしょうか。はい，お願いします。
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（Ｉ委員）

10ページの34番ですけれども，県産材の海外への輸出量と県産木造住宅の輸出棟

数について，県の方でも増産に向けて主伐事業等を行って，どんどん出している状

況であると思うんですけれども，ちょっとこの目標値について。

まず，海外輸出量に関して昨年は目標値に達していまして，28年度ちょっと減少

しているというところが何が理由で，原因であったかというところと，あと県産木

造住宅の輸出棟数が，27年も28年度ともに目標棟数にはちょっと達していないのと。

ちょっと余りにも数字的にも気になるところかなと思いまして，御説明いただけ

たらなと。

（会長）

はい。お願いいたします。

（農林水産部）

はい。まず，後の方の県産木材住宅の輸出棟数について状況を御説明いたします

と，今ですね，実はショールームを台湾，韓国，それからシンガポールといったと

ころに民間の皆様に御協力いただきながら，設置して現地で実際に見ていただくと

いう取り組みを行っているところでございます。

それから，県産材の海外輸出量でございますが，これにつきましては平成25年３

月には県産材輸出サポートセンターを設置しまして，委託業者の皆様方と一緒にな

って，これについても取り組みを行っているところでございます。平成27年度には

９月に開催されましたミラノの国際博覧会の展示コーナーにおいて県産材を活用し

た木製品の展示ですとか，あるいは４Ｋで作成した木製品のＰＲビデオを活用して

世界に向けて県産材の魅力を紹介させていただいたところでございます。

また，そういった成果としましては，輸出量では27年度の場合5,979㎥まで増加

しまして，金額面でも１億5,200万円となったところでございます。28年度は，27

年度の輸出量に比べて立米数では5,260㎥ということで，立米数では下回ったので

すが，付加価値の高い製品の輸出に取り組んだということで，輸出額については27

年度の実績を上回るような１億5,900万円というような実績を上げているところで

ございます。以上でございます。

（Ｉ委員）

ありがとうございます。この木造住宅輸出棟数なんていうのは，ちょっとなかな

か価格も高く，それぞれ建てるとなったらなかなか大変なものでもあると思うので，

前年27年よりは増えているということもあって，ちょっと評価はできるのかなと思

ったりもしています。

それと，海外輸出量に関しても，量より質という，どうしても材木となってきた

らやっぱり幾ら量が出ても質がというところもでてきますので，ここは輸出額にし

たら上がっているというところもあって評価もできるのかなと思っております。
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評価に関しては，できたらＣからＢにはと思っていますけれども，どうでしょう

か。住宅棟数の方が，ちょっとなかなか目標棟数に実際ここまでいけるのかなとい

うことも考えられるのですけれども，どうでしょうか。

（会長）

変なことをお伺いするようですけれども，この県産木造住宅の輸出棟数の実績，

２棟や４棟の中にショールームは入らないですよね。

（農林水産部）

ショールームも含めております。

（会長）

含めてとなると，これはほとんどショールームだけかというように見えてしまっ

て残念なんですが。ここに台湾と韓国にショールームとなるとこれだけでもう２つ

は，あともう一か所シンガポールとなるとわからないのですが。ほとんどまだショ

ールームだけが出て行っているという状況のようでございますね。はい。

（Ｉ委員）

できたら，向こうで輸出した木造住宅ですね，どんなものだったのかという感想

というか，そういったところもちょっと聞いてみたいなというところもあったので

すけれども。

（会長）

はい，何かそういう感想とか，何か現地の声とかあったりするのでしょうか。

（農林水産部）

これは事業者の方のお話ですが，韓国のほうですと非常にショールームを見た方

が，特に富裕層の方が興味を示してらっしゃると，問合せが来ているというふうに

伺っております。また，台湾においても，ショールームを見た日本の伝統建築に興

味がある建築士の方，あるいは大工の方から問合せが増えているというふうなこと

で，手応えは間違いなく出てきているというふうに伺っております。

（会長）

ありがとうございます。
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（Ｉ委員）

ありがとうございます。今後もっと支援していただいて，県産材をどんどん輸出

していただけたらなと思います。ありがとうございました。

（会長）

残念ながら，多分評価はＣのままなのかなという気が致します。

他，いかがでしょうか。はい，どうぞ。

（Ｊ委員）

11ページの36番お願いします。ちょっと評価はＣになっているのですけれども，

年間の延べ宿泊者数がなかなか上がらないというところで，徳島に滞在してもらう

というふうなことを考えた場合，この地域，徳島の中山間だとか，島だとかの地域

との連携が効果的なのじゃないかなと思うのですけれども。今結構この観光という

分野の中で，平日のシニア層とかをターゲットにしたらいいのじゃないかというこ

とも聞くのですけれども，ヘルスツーリズムという言葉を聞いたりですとか，あと

はやっぱり外国人に来てもらうためのアグリツーリズムはかなり効果的じゃないか

なと思うのですけれども。

そういったターゲットを絞った滞在型のプログラムといったところで，徳島の中

でまちと地域をつなぐようなプログラムができればいいなと思うのですが，そこら

辺の考えはいかがでしょうか。

（会長）

はい。

（商工労働観光部）

観光全般で観光統計の宿泊者数がなかなか伸びない中で，やっぱり地域と連携し

たりとか，あるいはこだわり客を対象にして，そのお客さんが望む商品を提供する

ことによって，徳島の魅力を売り出してはどうかというふうな御質問だと思います。

先日，四国デスティネーションキャンペーンの成果の中でもちょっとお話しさせ

ていただきましたように，今回の四国デスティネーションキャンペーンと相まって

徳島の魅力をやはり多様な方に，やっぱり欲しい方に欲しい情報をお届けするとい

ったことが大切だということで，キャンペーンとタイアップする形で上半期につき

ましては徳島県の自然をテーマにやったわけですけれども，今回，徳島県のテーマ

の中で阿波藍とか阿波おどりの文化をテーマにして上半期は実施しました。

10月から今度その効果を継続させるということで，平家の落人伝説とか，三好長

慶とか，蜂須賀家とか，徳島の歴史をテーマとしてキャンペーンを実施して，徳島

の魅力を欲する方にお手元にお届けできるような仕掛けをいろいろ工夫しながらや

っていきたいと思いますし，またその際には様々な主体，エージェントさんであり

ますとか，マスコミの皆さんとかそういった方々のお力も借りながら，ＳＮＳ等の
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新たな媒体も駆使しながら，しっかりお手元にお届けして徳島のファンになってい

ただけるような取り組みを進めて参りたいと考えております。よろしいでしょうか。

（Ｊ委員）

ありがとうございます。私たちはですね，かなりこの地域の方で頑張っている小

さな団体だとかたくさん徳島にはあると思うので，そういった頑張っている人たち

が結構個々で頑張っているような状況があると思うので，そういう人たちが小さな

場作りをしているので，それをこうつなげるような場があれば良い商品ができるの

ではないかなと思いまして，徳島県としてこういった外の方を迎えるための観光の

考える場作りというか，そういうのが地方とまちが一緒に連携してできれば良いな

と思いました。以上です。

（会長）

はい，ありがとうございました。御意見としてきちんと残しておくようにしたい

と思います。ちなみに，関連してなのですが，目標は宿泊者数で主にその観光のこ

とが書いてあるのですが，宿泊というと通常，観光とビジネスがあるかと。徳島は

やっぱり圧倒的に観光というところなのですか。割合で言うとどれぐらいとかいう

のは。

（商工労働観光部）

観光とビジネスの割合ですか。

（会長）

はい，そうです。

（商工労働観光部）

飛行機に乗った感じでは，ビジネス客が圧倒的に多い感じです。

（会長）

そうしますと，もしかすると増やしていくのに観光でという議論がここのこの取

り組み内容からも我々そういう話になるのですが。ビジネス客といいますか，ビジ

ネスの人にもっと来てもらうか，あるいはまだ少なめの観光，ビジネスの方をにら

んだ話もあってよいのではないかと思ったりはしたのですが。はい，どうぞ。

（Ｂ委員）

今の話で言うと，多分ビジネスは日帰りになっちゃって，宿泊者数を目標とする

と多分ビジネスも余り増えないのではないかと。となったら，あくまでも徳島にそ
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れ以外の人が外国人も含めてということで，日本あるいは海外から来てもらうとい

うという意味の一つの指標としては宿泊者数という数字になると思いますけど，絶

対的な数として来てもらうという意味においたら，ビジネスを増やすということも，

それは問題ないと思いますけど，これもやっぱり具体的な目標と具体的な政策手段

の関係で言えば，恐らく先ほど意見があったような，西とか南の方にビジネス客が

来るということは余りないと思いますので，こちらは観光になるし，ビジネスだっ

たら当然市内中心になるしと。

ただビジネスは，企業の予算の関係もあって，できるだけ大阪であろうが東京で

あろうが今ほとんど日帰りという状況になっていると。それは逆に言えば，徳島の

会社が東京に行っても日帰りで帰ってこいってなるのと同じだと思いますので。と

なると，そこも次の問題で具体的な目標をビジネス客に対しての宿泊者数でいくの

か，あるいは宿泊者数ではなく単純にできるだけビジネス関係で来てもらえばいい

のか，その人が宿泊であろうが，日帰りであろうがどっちでもいいよと考えるのか

というような，一つずつその目標と手段のところを組み合わせていかないと，ざっ

くりとしたという話になると，具体的な手段が非常に難しいのかなという，それは

思います。それだけ相当複雑になっているのではないかと思います。

（会長）

はい，ありがとうございます。はい，どうぞ。

（Ｋ委員）

私はもっと単純なんですけれども，今本当に大きな客船が来ていますよね。それ

で，それには宿泊というのではなくて，停泊で何時間かの港に停泊して，それで西

に送ったり，また県外に送ったりということを聞いたのですけれども，ですよね，

恐らく，違うのですか。大型客船の。

（会長）

クルージングの何かね，来ていますよね。

（Ｋ委員）

そうそう，そうなのですね。何千人という方を80台，90台という大型のバスを用

意しまして，うちの地元をただ走っていくという感じなのですけれどもね。だから，

そういうふうな感じで，阿波おどりとかは分かるんだけど，本当に平日に大きな船

が来るんですよ。ほなから何かどこかにその目的があってというような感じで県が

誘致しているのかというのは，ちょっと気になるのです。

というのは，うちが操業している外海を通ってくるもので，やはり危険を伴うの

ですね，すごい大きいものですから。やっぱりその周知というものも昨年はなかっ

たのですけれども，今年は組合を通じて連絡を頂けたのですけれどもね。もう大き

な船が通るのに全然知らなかったと，私たち組合員が知らなかったということも多
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々ありましたので。何か，どういうふうな感じで，この５月とか全然その関係のな

いときに，どういうふうな感じで県が誘致しているのかなという感じでちょっとお

聞きしたいなと思います。

（県土整備部）

県土整備部でございます。クルーズ船の誘致につきましては港の改造とかを図り

まして，大分増えてきております。今年も阿波おどりを中心に，たくさん来ていた

だいて，大きいものでは総トン数が10万ｔを超えるような，ダイヤモンド・プリン

セスが寄港したり，そういったことでかなり増えてきております。

そのときは，2,500人ぐらいの乗客の方が来ていただいて，それで内700名程度の

方が色んなオプショナルツアーを組んでいただいて，例えば鳴門の渦潮であります

とか，うだつの町並みとか，それから大塚の国際美術館，そういったところを回っ

ていただくようなこともございました。そういったことで，ダイヤモンド・プリン

セスについては毎年寄港していただくようなこともありまして，大分定着をしてき

ているのかなというところでございます。

そういう中で，今のところ阿波おどりの期間中にはかなり来ていただけるのです

が，季節外の寄港をいかに伸ばしていくかということで，いろいろエージェントさ

んなんかを通じて売り込みをしているところでございます。最近は，寄港数とかお

いでいただける人数も段々と増えてきているのではないかなと感じているところで

ございます。

県内の市町村とも連携をして，徳島の魅力というのをＰＲして，できるだけ年間

を通じて寄港していただけるように，更に努力していきたいなと考えているところ

でございます。以上でございます。

（Ｋ委員）

御苦労様です。

（会長）

はい。基本目標２の評価につきまして確認したいのですが，よろしいでしょうか。

評価案から変更になりましたのは番号25番ＣからＢ，番号27番ＣからＢ，そして48

番ＣからＢ，この３つでございます。その他は評価案のままということですが，こ

れでよろしいでしょうか。はい，ではそのようにしたいと思います。

続きまして，基本目標２に関しまして，総合的な観点からの意見，提言をお願い

したいと思います。先ほど，基本目標１と同じようにまずＦ委員さんいかがでしょ

うか。

（Ｆ委員）

先ほどの観光か業務かどちらが多いかみたいな議論なのですが，多分全国幹線旅

客純流動調査というのとあと道路交通センサスとか，一般的によく用いられている
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ようなデータの中では，ほぼ観光の移動ですので，もしかしたら徳島県もその流れ，

多分ほぼ観光かと思います。

もちろん，業務で来ていただいた方に，ビジネス客に泊まっていただくこととか，

その人たちに流動していただくことというのも多くありますので，その辺りの強化

も必要かと思いますけれども，徳島県この中で両方ともに力入れてしてくださって

いるかなというふうに思います。

この基本目標２，全体を見ますと，このシートを見るとやっぱり人に来ていただ

こうと，観光誘客の推進というところで，イベントとか何かのコンテンツを用意し

ようとかということについて評価はとっても良くって，しかも本当に充実した取り

組みをしてくださっているかと思います。

それを元に来ていただいた方にいかに泊まっていただくかというところで，なか

なか徳島県はしんどい思いを長年しているところですので，もう一ひねり，二ひね

りちょっと何か工夫が必要なのかなというふうなことを感じております。具体的な

何かこういうふうにしたら良いのじゃないかという提案ができませんので，大変申

し訳ないのですけれども，もうちょっと何かニーズとかの調査をして，それに沿っ

たこととか，こちらがこういうことがとても良いのだよということを，いかに情報

発信をしていくかということが求められると思います。

インバウンドの観光につきましては，やっぱり今何か徳島県ちょっと注目されて

いる，データ上では注目されているようですので，そこの辺りは力を入れて取り組

んでいただく必要があるかなと思っております。今，インバウンドでいらっしゃる

方というのは，やっぱりネットの環境というのが整っていますので，そこで情報を

得て来るというのが多くて，それぞれの国で中国だと中国のこんな観光のサイトが

あるとか，あとヨーロッパだとミシュランの何かのサイトとか，アメリカだととか

っていうふうに，いろいろその国々でどのサイトをよく見るかという研究もありま

すので，そこの辺りを参考にしながらどこにどんなふうに情報を発信していくかと

いうことを考えるべきかなと思っております。

でも，その情報のサイトとかいうよりも何よりも，今ＳＮＳがやっぱりかなり情

報を得る手段としては発展しているというか，ＳＮＳのやっぱりつながりでこう見

るとか，誰かが本当に体験をして，経験をしてということを書いてあることで，行

ってみたいなことがありますので，戦略の一つとしてはどこかそれぞれの国，ここ

強化したいという国のどなたかを捕まえて，こういう情報発信をしてくださいとか

いうような，何か連携ができたりしてもいいのかなというような気は致しておりま

す。

もう一点，「もうかる農林水産業の推進」というところはちょっと評価がそれぞ

れ上がりましたけれども，やっぱりまだまだ取り組みをもうちょっと充実していか

ないといけないかなというふうに思っております。徳島県におきましては，特に農

林水産業というのは，今後もずっとずっと継続して重点的に取り組んでいただきた

い産業ですので，そこの辺りでやっぱりちゃんともうかるとか，そんなふうなシス

テム作りとか支援というのを考えて，工夫をしていくべきかなというふうに感じま

した。以上でございます。
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（会長）

はい，ありがとうございます。他にいかがでしょうか。はい，お願いします。

（Ｌ委員）

観光に関しては，宿泊客数とかいろいろ統計ありますけれども，やはり人数たく

さん来ていただいても，徳島でお金を使ってもらわなければ余り意味がないので，

観光消費額という統計がありますので，そういうものも是非目標に，それを引き上

げるというところで，是非入れていただきたいというのが１点ございます。

それから13ページで，「『ひと』が集う大規模イベントの拡大」で，とくしまマラ

ソンとかいろいろあがっておりますけれども，この計画を作る段階で入ってなかっ

たと思うのですけれども，今度「とくしまＬＥＤ・デジタルアートフェスティバル」

という名前になりましたけれども，次回から徳島県も徳島市と一緒になってやると

いうことになりまして，次回は来年２月に開催されますけれども，徳島県が関わっ

てくださることによって，各段に国内外への発信力が高まるのではないかと期待を

しております。私自身もちょっと関わっておりますけれども。

ですから，大規模イベントのいろいろな項目の中にＬＥＤ・デジタルアートフェ

スティバルというのを，これから県も積極的に加わってきますので，まずは来年の

２月なのですけれども，世界から非常に注目されているチームラボが去年の12月に

続いて作品を作ってくれることになりまして，しかも代表の猪子さんが徳島出身と

いう，徳島にとってのストーリーもありますので，まずは来年の２月に国内外から

たくさん人に来てもらえるように，県としても是非いろいろやっていただきたいな

というのがあります。

それから４ページとかに，「もうかる農林水産業の推進」というのがありますが，

農産物を作るのに加えて，なるべく付加価値を高めるということが必要だと思うの

ですけれども，徳島の場合は本当に園芸作物中心で野菜とか果樹とか，いろいろな

バラエティに富んだおいしい食材があります。

今，世界的にもオーベルジュと言われてます，要するに宿泊施設を備えた農家レ

ストランですね，これが今非常に個人客に人気で，特に世界的には北イタリアやフ

ランスとかそういうところで，わざわざ泊まりたいようなオーベルジュというのが

たくさんできている訳ですね。

徳島県の場合は観光の観点から言うと，この間もちょっと言いましたけれども，

わざわざ泊まりたくなるような宿泊施設というのが非常に少ないというのが，全国

的な旅行会社なんかからの評価でもあります。したがって，そういう物を増やすと

いう観点からも，それから，農業を作るだけでなくて，それをレストラン形式で提

供して泊まってもらってお金を取るという，そういう観点からも，徳島県は風光明

媚な自然，豊かな自然がいっぱいありますから，そういう中でこだわりのオーベル

ジュがいっぱい徳島にできてくれば，徳島の一つのブランドにもなると思いますの

で，そういうものができるような，そういう後押しをするような施策も是非考えて

いただければというふうに思います。以上です。



- 27 -

（会長）

はい，ありがとうございます。他，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは続きまして，基本目標３「結婚・出産・子育ての環境づくり」に入りた

いと思います。基本目標３に関しましては，番号の54番と57番についてＡ委員さん

から質問がありましたので，まずそちらの説明を頂ければと思うのですが。

（県民環境部）

県民環境部でございます。Ａ委員さんの方からまず54番につきまして，さらなる

保育士の確保に向けての対策，それから子育て支援員についての現状についての御

質問がございました。まず，こちらを説明させていただきます。

保育士の人材確保に向けてでございますが，今現在でございますが，県におきま

して様々な取り組みを行っているところでございますけれども，まずは保育士事業

者，保育士養成施設と連携いたしまして，現役の学生さんを対象と致しました保育

フェアの開催を致しまして，事業者22の施設の方に御協力いただきまして，昨年，

28年度におきましては四国大学から320名，文理大学からは270名の学生さんに参加

を頂いているところでございます。こういったところで，実際の職場と学生さんと

のマッチングといったことに努めて，保育現場に入っていただけるような努力をし

ているところでございます。

まずは，潜在的な保育士さんの掘り起こしといったことを考えまして，こちらに

つきましても未就労の保育士を対象と致しました職場体験の実施，それから潜在保

育士の方が保育現場に復帰しやすくするために潜在保育士さんのための研究会の実

施などを開催して，潜在保育士を掘り起こし，現場に復帰していただけるような対

策をとっているところでございます。

さらに，保育士の資格取得といったことに対しまして，養成施設等の受講料やそ

れから職員代替に伴います雇用に対しても補助することによりまして，保育士の資

格取得の促進といったことも行っているところでございます。さらには，保育士や

保育士の資格取得を目指す学生さんに対しまして，奨学金や潜在保育士の再就職に

関わる就職月賦金の貸付制度等も創設いたしまして，保育士の確保といったことに

努めているところでございます。

さらに，保育士さんのキャリアアップを図っていくという支援を行っているとこ

ろでございます。特にこれにおきましては，平成29年度からでございますけれども，

国におきましても民間保育士の処遇改善ということで，キャリアアップを図った方

については月額給与の上乗せができるような制度が設けられるようになっておりま

す。

特に，経験年数が概ね７年以上で研修を経た中堅職員に対しましては月額４万円，

更に経験年数が概ね３年以上で研修を経た職員に対しては月額5,000円といったよ

うな処遇改善ができるように来年からなりますので，こういったことに対しまして

も県としては積極的に支援して参りたいと考えているところでございます。

こうした，実際の現場の施設とそれから潜在保育士とのマッチング，学生さんと

のマッチング等を通じまして，さらなる保育士の確保に努めて参りたいと考えてい

るところでございます。
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それから，子育て支援員についての御質問でございますけれども，こちらにつき

ましては，平成27年度からでございますけれども，子育て支援員制度が創設されて

おりまして，国が指定します全国共通の研修課程に基づきまして，県が実施いたし

ます子育て支援研修等を終了した者を子育て支援員として認定するような制度でご

ざいます。

こちらにおきまして，子育て支援員はあくまでも保育士と異なる資格でありまし

て，完全に保育士と同等の業務を行えるものではありませんけれども，こういった

方々を育成することによりまして，朝夕等児童数が多い時間帯であるとか，保育所

の最低基準を上回って必要となるような人数につきましても，保育士とともに保育

所で従事することが認められておりまして，保育所の職員の勤務ローテーションの

円滑化などにもつながっていくのではないかと期待しているところでございます。

また，保育士以外の者でも従事できる子育て支援サービスにおいては，保育士の

代替機能を果たすことができるなど，一定の保育士不足の解消に効果があるものと

期待されているとこでございまして，平成27年度につきましては，この制度303名

の方が受講いたしまして，250名の方が修了されております。昨年度28年度は208名

が受講されまして，201名の方が修了されております。実際にこういった方々を対

象と致しまして，いろいろなフォローアップなども行いまして，28年度現在におき

ましては59名の方がそれぞれの職場に就いていただいてくださっているところでご

ざいます。

例えば，勤務先と致しましては認定こども園，認可保育園，幼稚園等に10名の方，

認可外保育施設につきまして３名の方，放課後児童クラブにおきまして17名，子育

て支援センター等に19名，ファミリー・サポート・センターで３名，市町村等に２

名，その他５名というようなことで，59名の方が実際に職場に就いていただいてい

るような状況でございます。

今現在，修了者の方が２か年間で456名ということでございますので，まだまだ

こういった人材の活用が可能だというようなことでございますので，我々と致しま

しては，こういった子育て支援員のフォローアップ等も行いまして，さらなる人材

の確保に努めて参りたいと考えているところでございます。

（会長）

57番のジョブステーションに関連して，大都市圏から徳島への就業，就職の状況

の動向について，はい。

（商工労働観光部）

基本目標３，ページ４の57番の項目で，ジョブステーションの就職率に関しまし

て３大都市圏からの就職状況はどうなっているかといったような御質問を頂戴して

おります。誠に申し訳ございませんが，今ちょっと手元に都市圏別の就職率といっ

たものを持ち合わせておりませんが，参考までに現在就職情報をメール配信するジ

ョブナビというふうなサイトがございまして，そこの登録状況を見てみますと関東

が44％，関西が35％，中四国・九州が20％といったような状況でございまして，関
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東方面のウェイトがかなり高くなっているといったという状況がございます。

現在，ジョブステーションへの相談件数につきましても，実際来場者を分母にし

ておりますので非常に率は低くなっておりますが，実際に相談に来られた方を分母

として計算しますと53.3％といったような状況でございまして，今後国のハローワ

ークとの関係機関と連携を密にしますとともに，先ほど守りと攻めを組み合わせろ

といったような御提言も頂戴しましたので，経済団体等とそれを駆使しながら守り

の機能も強化することによりまして，若年者，中高年者，ＵＩＪターン希望者への，

県内への就労をしっかりと促進して参りたいと思います。ちょっと答えになってお

りませんで申し訳ございません。

（会長）

はい，ありがとうございます。ただ今説明を頂いたところでございますが，評価

について御意見がありましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。それでは基本目標３は，評価案のままというふうにしたい

と思いますが，それで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。

では，この基本目標の３に関連しまして，総合的な観点からの意見，提言，今度

はＢ委員さんいかがでしょうか。

（Ｂ委員）

こちら，先ほど高齢者の話がありましたけれども，こっちはどっちかと言うと子

育てとか子供に対してというようなところが多いと思いますし，今回のここの分野

に限らず日本全体というか国全体の問題点がそのまま徳島県においても当てはまる

というような問題で，あるいはその中でも特に都市部というより地方と呼ばれると

ころの方がその影響が特に出ると。

それは，国と地方の関係だけではなく，徳島県の中においても比較的まだ大丈夫

と言ったらあれですけれども，数字の問題としてそんなに問題点がないような地域

と，それから比較的町とか村とかというような，徳島県内の地方部に当たるところ

の方が大きな問題が出ていると。

それで，数字で見たときには県のデータとしてはうまいこといっているけれども，

恐らくその間のミスマッチの問題がかなりあるんじゃないかというか，待機児童の

問題もその辺が多分あると思いますので，その辺りについては毎年言っているよう

な気がしますけれども，県が直接やる事業ではない部分が保育園の問題とかでもあ

るかと思います。

つまり，市町村が実施主体であって，それに対して県がいろいろなバックアップ

であったり，後押しをすると。特に，ミスマッチの問題で地域間の問題がある場合

に，だからといってこっちの保育園や幼稚園が空いているからこっちに行きなさい

というような話にもならないと思いますから，そこの問題については逆に言うと市

町村ではそれはなかなか問題解決にはならないと思いますので，是非とも県の方で

力を入れていただきたいなと。
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なお且つこれは，一応ここは５年だったですか，31年までの目標になっています

けれども，31年以降においても恐らく永遠というか，平成40年になろうが同じよう

な問題は残っているというエンドレスの問題だと思いますので，引き続きというか

力を入れていただきたい。ただ，数字としてその評価のところがそんなに悪くない

ということは，県全体としてはうまいことやられているのではないか。

あとは，次のもう１歩上のレベルの問題点であるミスマッチの問題はどう解決し

ているかというところについては，逆に言うと市町村ではなくて県でなければでき

ない仕事が多いと思いますので，そこを努力していただきたいというふうに思いま

す。

（会長）

はい，ありがとうございます。他，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは，続きまして基本目標４「活力ある暮らしやすい地域づくり」に入りた

いと思います。こちらにつきましては，番号の78番と108番について，78番は質問

があったのですかね。高校生の留学のところに関して，28年度に実績が減っている

と。27年から28年にかけて，この減ったのは何か理由があればということで，はい，

お願いします。

（教育委員会）

教育委員会でございます。78番の高校生の留学者数につきまして，28年度の減少

の要因と今後の見通しについて御質問を頂いております。まず，減少の要因でござ

いますが，大きな原因と致しましては，統計的な分析はできておりませんが，テロ

の発生を始めまして海外の情勢不安などが一番の原因であると認識をしておりま

す。この結果，28年度の高校生の留学者数につきましては，前年度の220人を下回

りまして178人と減少している状況でございます。

県の方では，「Tokushima英語村プロジェクト」を始め，サマースクールの実施や

高校生ジュニア観光ガイド養成の取り組みを通して，小中高の発達段階に応じまし

て，児童生徒が生きた英語に触れる機会の創出を図っておるところでございます。

先日も８月16日からでございますが，高校生対象のサマースクールを実施したと

ころでございまして，サマースクールにつきましてはハーバード大学の学生を中心

とした海外大学生，国内バイリンガル大学生等の参加を頂きまして，高校生50名を

対象に県南，牟岐の方を活動拠点と致しまして，６泊７日の英語をベースとした多

様性を育む留学体験プログラムを実施しているところでございます。50名の内30名

が県内高校生ということで，非常に志の高い県内高校生の参加を頂いたところでご

ざいます。

また，資料の方にも記載をしておりますが，「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ日本代

表プログラム」ということで，こちらは国の留学プログラムになりますが，こちら

も平成27年度第一期生ということで１名の採用でありましたが，平成28年度は４名

増えまして５名の採用を頂いたところでもございます。

また，留学体験を聞く機会，先輩の方から聞いて気運醸成を高める取り組みと致
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しまして，留学フェアの開催でありますとか講演会の実施によりまして，高校生，

小中高の段階で留学に対する気運の醸成を図ることとしております。

今後の見通しでございますが，海外情勢といった不確定要素はございますが，小

中高の発達段階に応じた先ほどの「Tokushima英語村プロジェクト」の実施を致し

まして，例えば今年度のサマーキャンプにおきましても小学校，中学校でプログラ

ムに参加いただいた方が高校生になって参加いただいたという方も出てきておりま

すので，こういった息の長い取り組みを通じまして，人材の育成でありますとか気

運の醸成を図りまして，目標数値は低くはございませんが，しっかり取り組むこと

によりまして，目標数値の達成に取り組んで参りたいと考えております。

（会長）

はい，続きまして108番の方も併せてお願いできればと思います。災害時医療情

報に関連しまして。はい。

（政策創造部）

政策創造部です。そもそもなぜこういう取り組みをやっているかということにつ

きましては，東日本の大震災のときに津波からの避難をされた方が，要は薬も持た

ずに避難され，また病院とか診療所が津波の被害を受けてしまったということで，

発災後全く今まで飲んでた薬の名前がわからないとか，どういう治療を受けていた

かわからないという状況が発生して，発災後の医療の提供体制に非常に支障になっ

たという反省がございまして，それを解消する一つの手段としてマイナンバーを使

えないかということで取り組みを始めたものであります。

平成27年に美波町でモデル的に条例を制定していただいて取り組んだところで，

美波町さんは，上の段にある避難誘導システムの実証実験，これをされたときにセ

ットで取り組んでいただいたところでございます。具体的にはどうするかと言いま

すと，事前にマイナンバーと国民健康保険のレセプト情報を紐付けしておいて，い

ざ発災後についてはマイナンバーカードを使ってその人が受けていた投薬情報とか

そういうレセプト情報を参照できると，避難所とかでですね，そういうような仕組

みを作っていこうというものでございます。これは，国民健康保険の保険者であり

ます市町村で条例化すれば制度的に可能だということで，市町村には県としても取

り組み依頼をしているところでございますが，残念ながら現時点で28年度につきま

しては，先行して実施していただいた美波町以外に条例化をしていただいた市町村

がなかったという状況にあります。

理由と致しましては，１つは，マイナンバーカードの普及自体がまだ全体の１割

にも届いていないということが挙げられますし，あと国民健康保険への加入者も全

体の３割程度ということで少ないということで，なかなか市町村にとっては条例化

するのにハードルが高いなという声を頂いているところでございます。県としまし

ては，この必要性につきまして，丁寧に市町村にお伝えをして取り組んでいただけ

るよう，依頼を続けていきたいと考えております。

それとともに，平成30年度から国民健康保険の財政面での運営が県に移管されま
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すので，県の関与が更に強められないか，あと国でもマイナンバーカードを健康保

険証の代わりに使えないかという構想も検討されております。

また，マイナンバーカードは別に医療情報の連携システム，ＥＨＲと言ってます

けれども，地域の病院と診療所が医療情報を共有しあって患者情報を共有しあおう

と，そのシステムが出来上がると実際に発災時でもクラウド上にデータは残ってお

りますから参照はできると，そういう取り組みを国では進めておりますし，徳島県

内でも徳島大学が中心となって全県一つのＥＨＲ構想というのを進めようとしてい

ると，そういう状況にあります。

そもそも，狙いそのものは災害時に医療情報をいかにスムーズに提供できる体制

を作るかということでございますので，引き続き様々な方法を検討して進めて参り

たいと考えております。以上です。

（会長）

はい，ありがとうございます。この78番と108番については，評価につきまして

も元々評価案はＣでございますけれども，これをＢに変更するかどうかというのも

ありましたが，いかがでしょうか。はい，お願いします。

（Ｆ委員）

先ほども御説明いただきましたが，78番の留学生が伸びてないというところが多

分この評価をＣにした結構大きなことと思うのですけれども，やっぱり危ないとこ

ろに出て行ってほしくはありませんので，社会情勢ということを考えると結果的に

この人数になったということは，政策的な取り組みとか取り組みの方針とかという

ようなこととは多分関係ないかと思いますので，私はＢ評価でいいかなと思います。

特に色んなここで数値目標として挙がっている以外にも，たくさん生徒さんとか児

童さんにとっていいような取り組みをしてくださっていますので，そういうことも

踏まえてＢ評価かなというふうに考えております。

（会長）

はい。すみません，数字を確認させていただければと思うのですが，高校生の留

学のところは，疑似留学体験，海外語学研修を含むとあるのですけれども，この内

訳と言いますか，除いた部分であったりとかの数字はお分かりになりますかね。

疑似留学体験というのはイメージできないので，ちょっとわからないのですが。

（教育委員会）

疑似留学体験につきましては，先ほどの英語村プロジェクトの取組です。

（会長）

外国には行ってない訳ですね，なるほど。それが50名。
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（教育委員会）

県内は30名です。

（会長）

30名と。語学研修というのは多分２週間程度ですかね，若しくは一か月程度なん

ですかね。先ほどテロというお話があったのですが，本当にそれが効いている部分

がどれぐらいあるのだろうかと。２週間程度の語学研修がと言いますか，本当に例

えば１年間とかいう留学がどれぐらいの数なのかなと思ったのですが，この内訳と

して。この取り組み状況のところに挙がっている数字を見る限りですと，何となく

平成28年度は「トビタテ」の５名の内数名が長期ということなのですか。

（教育委員会）

そうです。一部が長期です。

（会長）

大半は短期で行って帰ってきているというところなのですかね。何となくこう，

僕とすると留学というと，高校生でも１年行くぐらいが留学なのかなと思ったりす

るので，多少物足りなさは感じるのですが。

ただ，Ｂでという御意見あったのですがいかがでしょうか。Ｄ委員さんどうでし

ょう。Ｂという御意見ありました。

（Ｄ委員）

参加しないよりは参加した方がよいかなと思うので，その観点でＢでもよいかな

と思います。

（会長）

わかりました。それでは，78番につきましてはＢということでよろしいでしょう

か。108番はいかが致しましょう。はい。

（Ｄ委員）

108番なのですけれども，実はですね，106番，107番，108番というのは２，３年

前ぐらいから，総務省が県と一緒にやっているプロジェクトの話だと思うのですけ

れども，その中で色んな意識評価とかシステム評価というのを私させていただいて

いて，非常に有効なシステムができたのかなというふうに思っているのですが，こ

の108番の一番の問題は何かと言うと，やはりマイナンバーカードというのを所持

したがらないというか，そもそも，ものすごく大事なものであると皆さん思ってい

て，日ごろどこに置きますかと言いますと，金庫の中とか，持ち歩かないでこう大
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事なところに置いていますという方が多くて，もともとマイナンバーカードを発行

すらしていない方が多いということが現状にあります。

そこから考えますと，これをまず全県展開にもっていくというまでにかなりハー

ドルが高いのかなと思うのですけれども，先ほども話がありましたように，そこに

色んな情報を紐付けすることによって，色んなことを簡単にできるようになるって

いうのは非常に魅力があると。

先ほど言ったように，医療の話もそうなのですけれども，それ以外に在宅介護と

か色んなことに対して利用が可能ということまではある程度システムで分かってい

るのですけれども，その点を踏まえて，頑張って条例を他の市町村もやっていただ

けるということか，今から頑張っていただけるというのであれば，Ｂでもよいのか

なと思います。

ただ，やはり少しマイナンバーカードというのを，ものすごく意識の違いが県民

の中にもありまして，まずその考え方を変えるというところから始めてもよいのか

なとは思いますので，そういうところも改善しつつ，できる限り有効に活用しまし

ょうというふうに持って行くのであれば，Ｂでもよいのかなと思いますが，よろし

くお願いいたします。

（会長）

持って行くかどうかを確認するということですかね。はい。

（政策創造部）

御提案の通り，そういう方向で取り組んで参りたいと考えております。

（会長）

はい，ということでございますが。はい。

（Ｄ委員）

はい，本当に，持つ，持たないとか，マイナンバーカードの考え方自体からちょ

っと皆さんで整理していただいて，徳島県としてはこうしましょうというふうな方

向性を出していただけると，県民の皆さんもそちらのベクトルに向くと思いますの

で，ある程度その辺からちょっと手をつけていただいてもよいのではないかと思い

ます。

（会長）

はい，いかがでしょうか，Ｂでという御意見ですが。Ｂに変更するのでよろしい

ですか。はい，それではＢというふうにしたいと思います。

その他，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ，評価を確認し

たいと思います。基本目標４につきまして，評価案から変更になりますのが78番Ｃ
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からＢ，108番ＣからＢ，この２つでございます。その他は評価案のままというこ

とでよろしいでしょうか。では，そのようにしたいと思います。

続きまして，総合的な観点からの意見，提言をお願いしたいと思います。Ｂ委員

さん，いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

最後のところで，評価はＡなので出てこなかったと思いますけど，「地域間連携

の進化」というここなのですけれども，先ほどの観光の話とかにもつながると思う

のですけれども，県だけで何かをするという話ではなくて，目標は最終的には県民

の満足度とか県がというところに戻ってくればよいと思いますけれども，行政区域

でいう都道府県別に一応切られていますけれども，もっと似たような状況にある他

の都道府県と連携すると。その項目自体が関西広域連合と新幹線しか載っていない

というのも，何かちょっと少ないかなという気もしていたのですけれども。

例えば，観光の話で言えば，徳島空港に特別にインバウンドで飛行機を飛ばして

もらったとしても，徳島空港に来た人は徳島空港から帰るということになると，前

提として観光ルートが限られるけれども，他府県のどこかの空港と連携することに

よって，何々空港に行きは来たけれど，帰りは徳島空港から帰りますと，あるいは

その逆とかっていうような。

徳島と同じような問題を抱えているような，それは色んな面でという，広域連合

みたいな関西圏を含めるのではなくて，個別の特別なこの問題に関しては何々県，

この問題に関しては何々県というようなという形での提携というか，連携というか

そういうようなところを，自然災害があったときにというようなところでは当然既

にされていると思いますしと。色んなところでは相当されていると思いますけれど

も，もっと県だけで解決できるような問題がないというのは，もうこれは間違いな

いと思いますし，県の方だけでやるというのもということだと思いますので，他府

県との連携というようなところを，もっと積極的にされていった方がよいのじゃな

いかと。それは相手側のメリットにもなるし，当然こちらの方の満足度も高まるの

じゃないかと。ちょっと項目が少なかったし，なおかつ両方Ａがついてますので問

題にはならないと思いますが，ちょっとそこは１つ気付きました。

（会長）

はい，ありがとうございます。他にいかがでしょうか。はい，どうぞ。

（Ａ委員）

先ほどの番号78番のところで，この前会長からその課題で「日本人としてのアイ

デンティティの確立や日本の文化に対する理解が十分でない。」というところで，

ちょっとひっかかるみたいな，私はそういうふうに受け取ったのですが。それはで

すね，主要事業の概要の中で「海外留学の支援や，欧米諸国，アジア諸国等との交

流促進により，異文化理解やコミュニケーション能力の育成などを推進します。」
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っていうことが，非常に重要な課題として書かれているのですね。

でも，課題と，例えばジュニア観光ガイドのところでは，いずれも日本人として

のアイデンティティというところがものすごく強調されているのですね。昔は欧米

の方が何かものすごく先へ行っていて，日本の方が遅れているから，留学して箔を

つけるっていう時代がかつてあったと思うのですね。でもそれじゃぁ駄目よと，や

っぱりその日本人としてのアイデンティティを持つということも非常に大事なんだ

よということで元々は出発していて，まぁ言えば両方のバランスが非常に大事だと

いうことだったのだろうと思うのだけれども，最終的に考えたら日本人としてのア

イデンティティを確立するために留学をさせましょうみたいな，こうちょっと意地

悪な取り方ですけどね。それでは，グローバルな人材は育ちにくいのではないか。

私，一応人権が専門ですけれども，やっぱり多様な価値観が世界には存在をして，

複数の宗教が存在をして，多様な文化がある。そして，そういった人たちといかに

して仲良く暮らしていくかっていうふうな視点が，やっぱり国際社会の中で日本が

貿易立国や人道支援で生きていく大きな道だと思うのですね。ですから，そこら辺

をもう少し書きぶりを，もしできたら御検討いただけたらありがたいというふうに

思います。

（会長）

はい，わかりました。はい，ありがとうございます。Ｈ委員さん，はい。

（Ｈ委員）

「活力ある暮らしやすい地域づくり」ということのこのテーマなのですが，今，

地域では地域の役職を受ける方とかいうのが非常に少なくなっているのですよね，

もうほとんどサラリーマンになっていて。それで，やっぱり地域の伝統文化とか色

んなすることがずんずん消えていっているという状況なので，できれば企業家の方

に御理解いただいてボランティア休日というのですか，そういう地域の伝統行事と

か，例えば消防団の入団のときもお話がこの場で出てきましたけれども，そういう

ような地域を守るような何かというのを，企業の方がどう言ったらいいのでしょう

か，ボランティア休日というのもおかしいのですけど，そういう地域の役職がある

ときは何かちょっと大目に見ますみたいな意識の企業家の方を育成するというか，

それを徳島発の政策提言というか，徳島は地域を守るためにこんなことをしていま

すよみたいなことで，地域の役職を受けやすい状況というのをしていただければ，

地域の色んな本当にお祭りとか伝統文化が消えていかなくて，つながっていくので

はないかなというふうに思いました。そんなことができないかなと。

（会長）

はい，ありがとうございます。他にいかがでしょう。はい。
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（Ｃ委員）

今回，企業版ふるさと納税のお話が何も出てこなかったのですけれども，今回１

３ページの94番に出ていまして，数値目標自体はもう４件で達成されていて◎にな

っていて，評価もＡでもちろんいいのですけれども，これは県において地方創生に

つながるプロジェクトを企画立案して国から認定を受けて，まさに自治体のお仕事

だと思うのです。企業にとっては新たなビジネスチャンスが生まれて，節税ととも

に本当に企業にとっても魅力がありますし，実際に知恵の絞りどころであり，魅力

的な事業をどれだけ企画できるか，情報発信力にも関わってくると思いますので大

変期待しています。１回もお話に出なかったので，今後楽しみにしております。以

上です。

（会長）

なるほど，数値目標をクリアしているけれども，より一層頑張ってほしいという

気持ちも込めてだと思います。はい，他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

皆さまの御協力もあり，以上で本日の議事全て終了と致しました。委員の皆さまに

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いたします。

（事務局）

それでは総合戦略につきましては，本日御論議いただきました評価結果，それか

ら基本目標ごとの意見・提言，たくさん頂きました。事務局で整理を致しまして，

御確認を頂いた上で，地方創生”挙県一致”協議会の方に提言をしていきたいとい

うふうに考えております。

本日の議事録につきましては，事務局で取りまとめまして会長に確認いただいた

上で，県のホームページの方で公表をさせていただきます。事務局からは以上でご

ざいます。

（会長）

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くことでよろし

いでしょうか。

（異議なし）

（会長）

はい，それでは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。委員の皆さま長時間

にわたってお疲れさまでした。また，終始御熱心に御論議いただきありがとうござ

いました。県の関係部局の皆さまにも一言お礼申し上げます。お陰を持ちまして，

有意義な会議になりました，ありがとうございました。それでは，マイクを事務局

にお返しいたします。
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（監察局長）

本日も長時間にわたりまして熱心に御論議いただきましてありがとうございまし

た。また，８月上旬の台風によります日程変更の関係で，８月の後半に集中した形

で会議をさせていただきまして，委員の皆さまには予定の方変更もしていただいて，

数多くの委員さんに御出席いただきましたこと，この場を借りて厚くお礼申し上げ

ます。これまでに御審議いただいた結果につきましては，まとめましてまた今後の

会議にかけて参りたいと考えております。本日は本当にありがとうございました。

これで会議の方，終了させていただきます。ありがとうございました。


