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平成２９年度 第４回県政運営評価戦略会議

１ 日時 平成２９年８月２５日（金） 午後１時３０分から午後３時４５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

伊庭 佳代 川村 章二 政策創造部副部長

植田 美恵子 藤本 真路 総務課長

加藤 研二 西條 和芳 県民環境部副部長

近藤 明子 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 岡田 徹 南部総合県民局副局長

藤原 学 仁木 芳宏 西部総合県民局副局長

桝本 久実 林 博信 病院局総務課長

三木 潤子 勢井 研 教育委員会副教育長

田中 功 警察本部警務部警務課企画官

近藤 理恵 監察局次長

瀬 祐史 評価検査課長

ほか

（会議次第）

１ 開 会

２ 議 事 「新未来『創造』とくしま行動計画」の評価について

３ 閉 会

（議事項目と概要）

１ 基本目標５の概要説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

２ 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２）

３ 基本目標６の概要説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

４ 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３）

５ 基本目標７の概要説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

６ 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４）
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■議事

（会長）

これより議事に入らせていただきます。皆様，議事進行に御協力の程よろしくお

願いします。本日の議題は「新未来『創造』とくしま行動計画」のうち，基本目標

５「みんなが元気・輝きとくしま」の実現，基本目標６「まなび・成長とくしま」

の実現，及び基本目標７「大胆素敵・躍動とくしま」の実現の評価となっておりま

す。

はじめに評価の参考とするため，総合政策課から基本目標５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。

（総合政策課）

基本目標５の概要説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

（会長）

はい。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15時30分終了の予定でございます。評価対象となる基本目標が３つございます。

議事の都合上，基本目標５の評価については14時15分を目標にしたいと考えており

ますので御協力をお願いいたします。

それでは，基本目標５の評価案を作成いただきましたＡ委員から，まず説明をお

願いします。

（Ａ委員）

それでは，基本目標５「みんなが元気・輝きとくしま」の実現についての評価案

を説明させていただきます。

まず，重点戦略３「障がい者が支える社会の構築」の項目から見ていきます。14

ページをお開きください。主要施策３「障がい者の社会参加の推進」につきまして

は，計画目標を未達成であるのは，「障がい者交流プラザ」の利用者数と補助犬の

育成頭数の２項目となっています。「障がい者交流プラザ」については，計画初年

度である平成27年度の実績がわずかに目標に届いていませんが，計画２年度目の平

成28年度は目標を達成しています。

また，補助犬の育成については，計画初年度に生じた不慮の事故に伴う育成中止

以外は計画通りであり，今後の進捗に大きなあい路はないと判断して，Ｂ評価とい

たしました。

次に，重点戦略４「いきいき健康とくしまの推進」の項目に入ります。17ページ

をお開きください。主要施策１「『総合メディカルゾーン』の整備」につきまして

は，計画目標を未達成であるのは，拠点機能向上のための施設整備のうち，中央病

院の整備(外来駐車場等）及び三好病院の整備（低層棟改修工事）の２項目です。

当初計画から工事に遅れが生じたことによるものであり，三好病院は28年度に工事

が完了し，中央病院は29年度に一部の工事が繰り越されたとの状況を踏まえ，Ｂ評

価といたしました。

続きまして，24ページをお開きください。主要施策３「がん対策の推進」につき

ましては，計画目標を未達成であるのは，がんの75歳未満年齢調整死亡率のみです
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が，これは主要指標となっています。また，今後の取組方針として重点対象を定め

た検診の受診向上が掲げられており，適切と考えられることから，Ｂ評価としまし

た。

次に25ページを御覧ください。主要施策４「救命救急医療体制の充実」につきま

しては，数値目標４項目のうち，計画目標を未達成であるのは「＃８０００徳島こ

ども救急電話相談」の新システムスタートと，ドクターヘリ・臨時離着陸場数 の

２項目と半数あることを踏まえ，Ｃ評価といたしました。

なお，ここで質問ですけれども，「＃８０００」による救急電話相談の新システ

ムとはどのようなものなのか。新システムの構築に向けた現況と今後の見通しとを

併せて関係部局にお伺いいたします。

続きまして29ページをお開きください。29ページの主要施策７「食育の推進」に

つきましては，計画目標を未達成であるのは30ページのとくしま食巡りの店，働く

パパ・ママ食の応援店数のみであり，登録店数自体は前年度から伸びていること。

主要指標である29ページの肥満傾向の児童生徒数(小中学校）は，計画目標を達成

していることを踏まえ，Ｂ評価といたしました。

次に，31ページをお願いします。31ページの主要施策８「歯科保健の充実」につ

きましては，現時点では３歳児でう蝕（虫歯）のない者の増加の１項目のみでの判

断となり，これが計画目標を未達成であるためＣ評価としました。

続きまして，39ページをお願いいたします。39ページの主要施策14「子どもの人

権の擁護」につきましては，先ほどの案件と同じく，里親等委託率の１項目のみで

の判断となり，これが計画目標を未達成であるためＣ評価としました。

最後に，重点戦略５「ふるさと貢献とくしまの推進」の項目です。40ページをお

開きください。主要施策１「ＮＰＯ・ボランティアとの連携・協働」につきまして

は，計画目標を未達成であるのはボランティア・アドプト登録人口と41ページのア

ドプト参加団体数の２項目です。このうちボランティア・アドプト登録人口は，計

画目標をほぼ達成している一方で，アドプト参加団体数は28年度実績が前年度を下

回っている状況であることを踏まえてＢ評価としました。

基本目標５の評価案の説明は以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。評価案を作成いただきまして，御説明いただきま

した。少し説明の仕方がちょっと気になったので，もう一度確認をさせていただき

たいんですが，資料１で我々の評価の方法というところがございます。裏面に評価

の項目と評価基準があるんですが，評価の項目は，その平成27・28年度の取組及び

進捗状況と，あと今後の取組方針とこの２点になっておりますので，例えば数値目

標が掲げられているような項目が１つしかなかったとしても，それのみで我々は評

価をするのではなく，他の事業，特に取組方針などもございますので，それのみで

はないというところは，ちょっとまず確認しておきたいなと思います。

では，議論に入っていきたいと思います。先ほどＡ委員さんの方からまず質問が

あったところから手を付けていこうかと思うんですが，項目で言いますと492番に

対して質問があったかと思います。
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「＃８０００」の新システムがどういう内容で，それでまた現在の進捗の状況が

どのようになってるのかというところだったかと思いますが，御説明をよろしいで

すか。

（保健福祉部）

「＃８０００」の実証事業についての概要についてですが，この事業につきまし

ては平成27年の12月から平成28年，平成27年度の４か月間，予算額740万円で，医

療機関を受診するよう助言した相談事業について，その相談内容を直接医療機関へ

ＦＡＸ送信するという事業でございます。実績としては，ＦＡＸ送信数は17件，受

診件数は11件ということで，平成28年度で検証しておりますが，平成28年度

「＃８０００」自体の相談が年間約9,600件ございますが，その予算が1,725万とい

うことで，その実証実験自身の予算が740万ということで，多額の予算を使ってい

る状況ということもございまして，利用された方の満足度は非常に高かったんです

けれども，利用件数に比べて予算規模が非常に大きいということで，投資効果がそ

んなに見られなかったということと，その一方で通常，電話がつながりにくいとい

う御相談も多数寄せられておりましたこと，また１件当たりの「＃８０００」に対

する相談時間が約４分42秒掛かるということもございまして，つながりにくいとい

うことをまず解消しようということにいたしまして，本年度，平成29年４月７日か

ら今現在，従来は，平成28年度までは夕方６時，18時から翌朝の８時まで１回線で

対応をしていたんですけれども，４月７日以降は，18～23時の間は２回線にすると

いうことで，この実証実験の結果を受けて新たに改良させております。以上でござ

います。

（会長）

いかがでしょうか。

（Ａ委員）

分かりました。先ほどの会長からの今後の取り組み方も考案するというふうなこ

ともございましたし，今の事務局からの意見も聞きまして，私は最初Ｃ評価といた

しておりますが，他の委員さんにも御意見をお伺いしていただければありがたいと

思います。

（会長）

はい。いかがでしょうか。この項目，これはもうやめるということもありという

ことでよろしいんですか。実証実験の結果，その費用効果で。

（保健福祉部）

大変失礼しました。実証実験の結果ですね，実証実験は平成27年度で終了したと

いうことで，それについてはもう検証を平成28年度でさせていただきまして，ＦＡ Ｘ

送信自体をするのではなくて，新たに18～23時の間だけ２回線にするということで，

平成29年度からスタートはさせております。そういうふうな「＃８０００」の制度

を改良したということでございます。以上でございます。
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（会長）

ということは，もし来年度の資料を見ればH29の実績値のところに，実施という

のが付くという，そういうことでよろしいですか。はい。分かりました。

というふうな状況のようでございます。

（Ｂ委員）

質問ですけれども，18～23時にした，２回線にしたと聞きましたけれども，時間

の短縮をしたのはどういう理由からですか。

（保健福祉部）

失礼しました。通常，平成28年の３月までは夕方18時～朝の８時ということで，

年間9,600件ほどの相談がございます。その頻度を見て，一番多い頻度，18～23時

の間ということで，予算の効果的な活用も含めまして今回18～23時にしたというこ

とでございまして，今後更に複数回線の必要な時間があればその都度改良していき

たい，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）

例えばすみませんが，予算というお話があったんですけども，幾ら位が効果的な

金額だとお考えで，時間を決めたりとか，回線の数を決めたりやってらっしゃるん

でしょうか。

（保健福祉部）

一概に前の実証実験は４か月で740万ということで，単純に３倍すれば2,000万を

超えていると，１年間のＦＡＸ送信だけでと。通常，平成28年度の予算が約1,700

万だということで，その倍を超えるような形の結果が出てしまったものですから，

より良い方向，できるだけ効率的にということもあるんですけれども，やはり親御

さんに安心してもらうためにどのような力点を置いて，どこにお金を集中投下して

いくかというのを考えた場合に，まずは２回線で行いたいということで1,725万か

ら今回は550万ほど増加をいたしまして，平成29年度では約2,280万の予算で，現在

は２回線に取り組んでいるということでございまして，更にこれを検証しながら，

必要であればまた予算を増やして，２回線の時間を延ばすなりというような形で対

応してまいりたいと，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。というような状況のようでございます。いかがで

しょう。はい。

（Ｃ委員）

その下の493番について質問させていただきたいんですけど，ランデブーポイン

トが234箇所となっているんですけども，この箇所数っていうのは，基本的には消

防本部からこれだけ使っていいですよっていう数を足し合わせたのが234箇所なん
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でしょうか。それともそれ以外の何かここ，降りられそうかなというところも含め

て234箇所なのかちょっと教えていただければと思います。

（保健福祉部）

お答えいたします。基本的に消防本部の方から適地であるというようなところを

登録しているというところでございます。

（Ｃ委員）

数は少ないんですけども，自主防災組織が，ここにヘリコプターを飛ばしたいと

か，空き地を準備しましたとか，いろいろ多分設置をされているところがあります。

そういう所も，多分ヘリコプターが着陸はできるふうにはしてると思うので，そう

いうのを多分踏まえるともう少し増えるのかなと思うんですけど，そういう所が含

まれているとか含まれていないとか，いわゆるもっと消防本部以外の離発着できそ

うな場所を含めるっていうことは，今後検討されることはできますでしょうか。

（保健福祉部）

お答えいたします。孤立化対策のヘリポートというのがございます。特に，西部

とか南部の山間地域でございますけども，一義的にはやはり消防本部との連携しな

がら適地，要するに消防車が行ける所というところと，ドクターヘリが飛べる所と

いうところはやはり消防本部の意見を聞きながら，まず第一に考えていきたいと思

いますが，そういう委員のお答えに添う余地は残っているというふうに考えており

ますので，それについては今後も精査していきたいというふうに考えております。

（Ｃ委員）

はい。ありがとうございました。先ほどの492番の案件も含めてなんですけど，

私自体は今のところＢでも，ひょっとしたらＡでもいいかなっていう気持ちはある

んですけども，今回件数等を踏まえて考えると，Ｂ評価でもいいのかなというふう

には思います。

（会長）

はい。ありがとうございます。Ｂ委員さんいかがでしょう。

（Ｂ委員）

空白時間がね，せっかく23時から朝の８時までという時間を作ったけども，費用

対効果の関係で短縮をせざるを得ないということで２回線に増やしたというところ

はちょっと引っ掛かったんですね。空白時間がちょっとできるなというのがせっか

くの相談のシステムですから，その意味ではちょっと引っ掛かるなと思ったんです

けども，かなりモデル事業として検証を加えて，いろいろお考えになっているとい

うことからすると，私もＢでもいいのかなっていうふうには思いました。

（会長）

分かりました。恐らくそれでは当初は，評価案ではＣとなっていたんですが，重
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点戦略４の主要施策４「救命救急医療体制の充実」ですがこちらはＢに，今後の取

り組みを考慮して修正するということでよろしいでしょうか。

予算ということになれば違うところにもお願いしておいた方がいいのかなと，付

けていただけるところが別のところだったりするかもしれないんですが。今後にも

より一層取り組んでいくというところの期待が含まれてということでございます。

それでは，その他いかがでしょうか。はい。

（Ｂ委員）

31ページの508番なんですけども，数値目標「80歳で20歯以上の自分の歯を有す

る者の増加 」というところなんですけども，実績値で，調査地区から１町を除い

て38.5％と，こういうふうに出ていますけれども，これは実績にはカウントされて

ないんですかね。

（会長）

はい。お願いします。

（保健福祉部）

当初は，平成29年度に調査をするということで計画を進めていたんですけども，

28年度におきまして国民健康栄養調査というのがございまして，それに合わせて前

倒しで今回調査させていただいて，平成28年度の数字の概数として出てきたという

ことで，今回参考のために現在記載させていただいております。

ですから，最終的に28年度の調査を元に，今回の目標に当たってですね，ちょっ

と調査が前倒しになってしまったということで，今後の検討していただきたい案件

でございまして，その１地区を除くのは，国の調査に合わせて重なった地区がござ

いまして，確定値でないため，それはちょっと公表を控えるようにということで，

１地区を除いた概数ということで，今回参考のために数字としては出させていただ

いているという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。いかがでしょうか。はい。

（Ｄ委員）

ちょっとお尋ねいたします。29ページの503番の学校給食に地場産物を活用する

割合が数値目標を達成して43.2％になっているんですが，これは品目でしょうか，

量目でしょうか。と申しますのは，昨年学校給食にちょっと御招待いただいて，私

が見た，食べさせてくださったメニューというのが，御飯とお味噌汁とハンバーグ

と牛乳だったんです。お味噌汁にサツマイモ２～３個とお大根とにんじんの短冊切

りみたいなのが２～３枚入っていて，ハンバーグはお皿にハンバーグだけなんです。

何もお野菜がなくて，ハンバーグだけで，あと牛乳っていうメニューだったんです。

市町村にもより違うと思いますが，地場産っていうのがお米と牛乳を使うたら結構

％が上がるかなと思うんですけど，でも，野菜としたらお大根とにんじんとサツマ

イモがまあまあ，品目としては上がるんですけど，量目としたら本当に微々たるも
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ので，あとはお野菜がないという。ハンバーグも冷凍のハンバーグという感じのハ

ンバーグでしたので，地場産農産物っていうのが品目で％を目指しているのか，若

しくは量目で量的にできているのか，できればお尋ねしたいなと思いました。

（会長）

はい。この割合というのは一体どういうことなのかということですが。

（教育委員会）

はい。教育委員会でございます。申し訳ございませんが，今，品目か割合かは，

データがございますので，調べさせていただいてまた答えさせていただきます。

（会長）

はい。

（Ｅ委員）

今の点に関係するんですけども，あくまでも数値目標35％が平成30年の目標にな

っていますので一応クリアしているということになっちゃってると言ったらあれで

すけども。ただ，この数字，なぜ35％っていう数字が出てきたかというのはちょっ

とよく分からないんですけれども，方向として，学校給食だけに限らないかもしれ

ないですが，その地元の生産物を特に給食関係で使っていく方向にあるということ

だったら，43という数字までいってるけど，まだもっとその割合を高めていくとい

うふうに考えられるのか，それとも一応クリアしたから，まあこれでいいかという

ような形で，この35％をあるいは大体３分の１っていうような数字をいけばいいの

かっていう，ちょっと今後のそこまでここを議論する会ではないかもしれないです

が，ちょっとその辺の辺りを。

というのは，いろんな意味合いで１次産業だけじゃなくて２次産業とか３次産業

も含めて，その地産地消であったりとか，あるいは地元で消費しましょうっていう

方向がある中で，学校給食に限る必要はないですけれども，ちょっと変にゴールま

で行ってしまったらもういいという方向じゃなくて，そのパーセンテージは高めて

いった方がいいんじゃないかという議論があると思いますので，ちょっとコメント

いただければと思います。

（会長）

はい。今後の方向。はい。お願いします。

（教育委員会）

ただいまのパーセンテージの問題でございますが，今，委員のお話にありました

ように，やはりできる限りこの割合というのは高めていくべきと思っております。

今回のデータでは約７％程度上がっておりまして，今後の取り組みといたしまして

は，資料に書いております，例えば小学校への栄養教員というのを配置しまして，

栄養教員というのはできるだけ地産地消を考えながら，そういう形の食材の食育の

指導にも取り組んでまいっているところでありまして，現在の数値目標に関しまし
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て，35％を設定しておりますが，今後これがどのように上げられるか検討させてい

ただきたいと思います。

それと先ほどの質問でございますが，食材の率でございます。これは，食材数の

割合でございます。

（Ｄ委員）

品目ですね。できれば量的なものでしてほしいなと。やっぱり数は数えられても

量的には本当に微々たる，とりあえず入っていますみたいな感じっていうのでなく

て，やっぱり徳島にいろんなお野菜とか農産物たくさんありますので，できるだけ

食文化というのを伝えるという意味からも，いろんな食材を使っていただいて，量

的にも子供たちに食べてほしいなっていうふうに思います。

（会長）

はい。ありがとうございます。

個人的には，御飯と牛乳という組合せが僕には許せないという，昔からありそう

なんですけれども。給食，それもまた文化なのかなと思ったりいたします。

歯科の方はいかがでしょうか。31ページ，８０２０とあと３歳児のう蝕ですけれ

ども。評価はＣですが，評価はこのままでよろしいですかね。

はい。御意見。

（Ｆ委員）

先ほどの御説明でいくと，38.5％っていうのは調査を前倒しにしましたというこ

とで参考ですというお話だったんですけれども，もちろん前倒しでやっていただく

ことはとても良いことだと思いますし，１つ町を除いていますけれども，同じよう

な傾向かなということを考慮いたしますと，ここは目標達成というふうに考えても

いいのかなと思います。

その上で，これが主要指標でございますので，そこで目標達成していて，もう１

つの３歳児でう蝕のない子供たちっていうのがちょっと目標を達成できていないと

いう点からいたしますと，私はＢ評価でいいかなというふうに思います。以上でご

ざいます。

（会長）

はい。という御意見もございましたが，いかがでしょう。では，Ｂにいたしまし

ょうか。それでは，31ページ，「歯科保健の充実」をＢというふうに変更するので

よろしいでしょうか。

はい。それでは他，いかがでしょう。はい。

（Ｂ委員）

少し教えてもらいたいんですが。11ページの民間企業の障がい者雇用率は達成を

しておりますけれども，公務員の障がい者の雇用率も定められると思うんですよね。

したがって，県は県としての雇用率があると思うんです。教育関係も教育関係とし

ての雇用率があると思うんですよね。市町村はどうなのかちょっと分かりませんの
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ですけども，いわゆる公務関係の雇用率を少し教えていただけたらと思います。

（会長）

お願いします。

（経営戦略部）

はい。経営戦略部でございます。まず県の障がい者雇用率でございますけれども，

法定雇用率が県の場合2.3％ということになっておりまして，平成29年６月１日現

在におきまして，知事部局におきましては2.67％ということで，法定雇用率を達成

しているところでございます。以上でございます。

（会長）

はい。

（教育委員会）

教育委員会の数字に関しましては，2.20になっておりまして，ここ数年ずっと数

値を達成している状況でございます。

（会長）

それ以外は，特にないでしょうか。企業局とか，警察とか，あと病院局とかもで

すね。公務関係全部ですよね。今，お答えいただいたのは，知事部局と教育関係で

したね。はい。

（警察本部）

警察本部でございます。ちょっと今数値は持ち合わせておりませんけれども，警

察本部におきましても事務担当職員につきまして，雇用を進めておるところでござ

います。引き続き計画的な雇用を進めてまいりたいと考えております。以上でござ

います。

（病院局）

病院局でございます。正確な数値はちょっと今持ち合わせてございませんが，率

については28年度達成しているということで理解しております。

（会長）

市町村とか分からないですよね。はい。

（Ｂ委員）

462番の主要指標に出ておりますので，民間企業は民間企業としての達成率にな

っておりますので，指導する側としての部署として，市町村も含めてそれぞれ達成

ができますように，御指導いただいたらというふうに思います。以上です。
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（会長）

恐らく既に達成しているんだと思うんですけども，達成していてもしてるよって

いう意味も込めて，ここにあってもいいのではないかというのを多分含んだＢ委員

さんの御意見かなと思います。数値目標のところに。これだけだと，公務員の関係

が分からないので。ただ，達成してるのが分かっている目標を入れることにはなっ

てしまいそうですけれども。というところかなと思いますので。もしよろしければ

御検討いただければと思います。

それでは，他にいかがでしょうか。よろしいですか。

では，評価をまずは確定，確認したいと思います。評価案から変更になりました

のは，２か所でございます。１つが重点戦略４「いきいき健康とくしまの推進」の

中の主要施策４「救命救急医療体制の充実」，こちらがＣからＢ。そして，同じく

重点戦略４の中の主要施策８「歯科保健の充実」，こちらがＣからＢ。この２か所

を変更して，その他残りは評価案のままということでよろしいでしょうか。

はい。それでは，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。まずは，Ａ委員さんからお願いいたします。

（Ａ委員）

この基本目標５で目指しているものは，一言で言えば，県民の誰もが健康でいき

いきと暮らしていける共生の社会づくりであろうと思います。様々な障がいや健康

上の課題など，県民のお一人お一人の置かれた状況を克服していくための県の支援

や対策がそれぞれの分野で積極的に展開され，「課題解決先進県・徳島」として頑

張っていることは率直に評価するところであります。

今後も高齢化と少子化が徐々に進行し，誰もが将来に対する不安を抱きやすい社

会である中で，基本目標に掲げられた，「みんなが元気で輝く」ためには，何が必

要なのかを改めて考えますと，私は施策の根本に県民の誰１人とも孤立させないと

の気概を持って，きめ細やかに各事業を展開し，対策を講じていくことが肝要では

ないかと思います。

県民のお一人お一人に寄り添う姿勢を貫けば，対策や支援の手が自分に差し伸べ

られていることを感じ取ってもらうことにつながり，明日への希望と活力が湧き，

孤立感・疎外感が解消され，自立的な活動のきっかけになるのではないかと考えて

おります。

こうしたプロセスが十分でなければ，各種の事業や対策で描いている事業効果が

うまく発揮されないのではないかとも思います。計画目標に対し，現状では実績が

下回っている施策については，特にこうした観点で事業の手法や進め方に改善やひ

と工夫の余地がないかについて，行動計画の中間年次を経過した今こそ，しっかり

点検していただきたいと思います。私からの意見は以上でございます。

（会長）

他に御意見いかがでしょうか。はい。お願いします。

（Ｄ委員）

１ページの一番初めの「豊齢（ほうれい）先進県とくしま」の実現というところ
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で，実は，私の周りにも後期高齢者で，１人で頑張って，なおかつ所得税も納めて

頑張ってらっしゃるっていう方が結構いらっしゃるんですよね。そういう方たちに，

弱者の人に応援するというのはもちろん大事なんですけど，そういう元気で高齢に

なっても，後期高齢者になっても頑張って，なおかつ所得税まで納めて頑張ってい

らっしゃるという方に，どういうんですか，感謝状でもいいし，表彰状でもいいけ

ん，副賞なくても結構ですので。

（会長）

なるほど。

（Ｄ委員）

何かそういう，頑張ってるね，よくやってるねっていうのを，何らかの形で表す

何かができればいいのになって，ちょっと御近所見ていて思うんです。ですから，

何か今後，そういう方向で市町村でも結構ですので，何かそんなのができればます

ます高齢者が増えていく中で，元気な地域になるんでないかなっていうふうに。

（会長）

はい。分かりました。ありがとうございます。

他にいかがでしょう。はい。

（Ｇ委員）

26ページと27ページで，「健康寿命の延伸」という主要施策のところなんですけ

れども，495番で，主要指標で平均寿命と健康寿命の差の縮小ということで，29年

度に差の縮小という計画なんですけれども，左側に全国と比べた男女の数字は入っ

ているんですが，傾向としてこれが段々縮小してきているのかどうかというのが，

ちょっと今ひとつよく分からないので，それがどういう傾向に県内はあるのかとい

うことと，あともう１点は，27ページの多分499番で，喫煙習慣の改善云々で，Ｃ

ＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の死亡率改善を図りますということで，そのＣＯＰＤ

という認知度がどれくらいあるかというのを目標数値に掲げていらっしゃるんです

けれども，都道府県別の喫煙率とかって，そういう数字っていうのはないんでしょ

うかね。もしあれば，そういうものを下げるとかっていう目標もあり得ると思うん

ですが。そもそも，県別のそういう数字がないのかも分かりませんが。ちょっとそ

の点を教えていただければと思います。

（会長）

はい。よろしいでしょうか。はい。お願いします。

（保健福祉部）

まず，健康寿命についてですけれども，御存じのように日常的に介護を必要とし

ない，自立した生活ができる生存期間ということで，平均寿命とその年齢までの差

ということになっておりまして，ちなみに本県におきましては，平成22年度のデー

タ，今現在ございますが，男性の場合は平均寿命がその時点で79.44歳。健康寿命
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が69.90歳ということで9.54年の差があったと。女性につきましては，平均年齢が

86.21歳。その通りですね。それで健康寿命が72.73歳ということで，女性の方が少

し長生きですので，どうしても健康寿命でない期間が長いということで，13.48年

の差があるということで，現在平均寿命と健康寿命の差がそんなに大きくずれてい

るわけではないという傾向を示しておりますけども，正式にはですね，平成28年の

調査がまもなく出ますので，今現在の数値は，ちょっと公表できる数値は持ち合わ

せておりませんが，徐々には健康寿命が長くなっているので差が縮まってきている

という傾向にはございますが，そんなに大きく変わっているような状況ではござい

ません。

（会長）

はい。ありがとうございます。

（保健福祉部）

喫煙の動向ですけれども，今，都道府県別の喫煙率というのがございますが，現

在平成25年の喫煙率で各県別がございます。平成25年で男性が29.9％，全国平均で

は33.7％。女性の場合は，本県の場合6.1％，全国では10.7％ということですので，

それも参考にしながら，今委員からお話がありましたようにＣＯＰＤの認知度がい

いのか，喫煙率を下げていくのがいいのかというようなことについては，今後の検

討課題とさせていただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。以上で

ございます。

（会長）

他にいかがでしょう。よろしいでしょうか。それでは，基本目標５の議論はここ

までにいたしまして，続いて基本目標６の評価に移りたいと思います。

はじめに評価の参考とするため，総合政策課から基本目標６の概要について御説

明を頂きたいと思います。

（総合政策課政策調査幹）

基本目標６の概要説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

（会長）

はい。ありがとうございます。

それでは，評価案を作成いただきましたＡ委員から説明をお願いいたします。

（Ａ委員）

はい。それでは，まず，重点戦略１「世界で活躍する人材の育成」の項目から見

ていきたいと思います。評価シートの１ページをお開きください。

主要施策１「グローバル人材の育成」につきましては，計画目標を未達成である

項目が３項目あり，この中には，主要指標である高校生の留学者数が含まれ，その

28年度実績が前年度比で２割減少していることなどから，Ｃ評価といたしました。

なお，本件に関する私の意見といたしましては，グローバル人材の育成は地方創
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生を巡る地域間競争を乗り越えていく上で，極めて重要であると思います。人材育

成に向けた様々な機会が用意されていますが，一旦興味を持った児童・生徒が継続

して各自の習熟段階に応じて，ステップアップしていける「徳島ならではのシステ

ム」といったものが構築できれば，非常にすばらしいのかなというふうに考えてお

りますので，また他の委員さんからも御意見がいただければありがたいと思います。

続きまして，重点戦略２「とくしまオンリーワンスクールの創造」の項目に移っ

ていきます。８ページをお開きください。主要施策２「充実した学びの推進」につ

きましては，数値目標３項目のうち，８ページの１日10分以上読書をする児童生徒

の割合が計画目標を未達成です。読書の習慣化は，充実した学びを実現していく上

で大変重要な項目であると思います。小５生はほぼ目標値を達成している一方，中

２生は計画基準値である平成25年の79.8％を下回っている状況を踏まえ，Ｃ評価と

いたしました。

次に，10ページをお願いします。主要施策３「豊かな心と健やかな体の育成」に

つきましては，数値目標９項目のうち，計画目標を未達成であるのは，10ページの

「全国体力・運動能力，運動習慣等調査」結果における全国平均以上の種目数のみ

ですが，これは主要指標であり，かつ，前年度実績値を下回っていることから，Ｂ

評価といたしました。

次に，12ページをお開きください。主要施策４「地域に開かれた学校づくり」に

つきましては，数値目標５項目のうち，主要指標である12ページの「スーパーオン

リーワンハイスクール事業」での全国大会出場事例数を含む２項目が計画目標を未

達成であるため，Ｃ評価といたしました。

なお，評価はＣですけれども，目標を未達成の２項目は，いずれも前年度実績を

上回っており，先行事例を活かして，実施校を拡充していけば成果は上がっていく

のではないかというふうに思います。

次に，14ページをお願いします。主要施策５「安全・安心な学校づくり」につき

ましては，数値目標６項目のうち，主要指標である14ページの県立高等学校施設耐

震化率と市町村立小・中学校施設耐震化率が計画目標を未達成となっております。

学校施設の耐震化は，正にこの主要施策の根幹であり，一刻も早い目標の達成が

望まれることを踏まえ，Ｃ評価といたしました。

続きまして，重点戦略３「徳島の強みを活かす教育の展開」の項目に移っていき

ます。18ページをお開きください。主要施策２「特別支援教育の推進」につきまし

ては，数値目標５項目のうち，平成28年度実績判明時点で，実質的に計画目標を未

達成であるのは，19ページの視覚支援学校・聴覚支援学校教員の連携・協働による，

地域の学校等への相談支援回数のみですが，前年度実績を下回っています。

一方，主要指標である18ページの「発達障がい教育・自立促進アドバイザーチー

ム」と連携した実践研究の事例数は，前年度実績からほぼ倍増となっていることを

踏まえ，Ｂ評価といたしました。

続きまして，重点戦略４「地域がにぎわう文化・スポーツ教育の推進」の項目で

す。22ページをお開きください。主要施策２「トップアスリートの育成」につきま

しては，数値目標４項目のうち，主要指標である22ページの全国高等学校総合体育

大会の入賞数を含む２項目が計画目標を未達成であり，特に高校の入賞数が前年度
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の４分の１，平成27年が20団体・個人，平成28年が５団体・個人にとどまったこと

から，Ｃ評価としております。

なお，本件に関する意見としては，競技力の向上には技術力の向上が直接的には

必要ですけれども，技術向上に対するモチベーションの維持や，大会で実力を発揮

できる集中力など，メンタル面の強化をより重視する取り組みを充実してはどうか

というふうに考えますので，また事務局の方から御意見をお聞かせいただければあ

りがたいと思います。

最後に，重点戦略５「若者が創るとくしまの推進」の項目です。26ページをお願

いします。主要施策３「青少年の健全育成」につきましては，数値目標４項目のう

ち，青少年センター利用者数と「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動参加者数の

２項目(半数）が計画目標を未達成であることや，今後の取組方針が継続的なもの

にとどまっていることから，Ｃ評価といたしました。

基本目標６の評価案説明は以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。

それではまず担当の部局からの説明が欲しいとありました，重点戦略４の中の主

要施策２「トップアスリートの育成」ですかね。トップアスリートと言っても，中

学，高校の部活の成績がここに並んでいるわけなんですけれども。

はい。お願いします。

（教育委員会）

教育委員会でございます。ただいまの，全国高等学校総合体育大会入賞数という

ことで，平成28年度５団体・個人ということで，前年度と比べて大幅に減少になっ

ております。この内容を分析しましたが，28年度は入賞が５件。ただ，あと一歩頑

張ればというところのベスト16が13件でございました。

また，29年度の高校総体の内容結果がほぼ出ておりまして，入賞が10人，またベ

スト16が19という形で，もうひと壁を越えれば達成できるような，ここをいかに強

化していくかが大事であると思っております。

今，Ａ委員さんの御提案いただきました，メンタルトレーニング等におきまして

は，現在，コーチングマインドというような形で取り入れております。

今後，繰り返しになりますが，この壁をのり越えるためには，例えば最新トレー

ニング理論や練習スケジュールの科学的な作成とか，そういう科学的理論に基づい

た練習法を取り入れますとともに，今御提案のありましたメンタルトレーニングに

ついても，どのようなものを取り入れてどうしたらいいか，また検討させていただ

きたいと思っております。ありがとうございました。

（会長）

よろしいですか。

（Ａ委員）

青山学院が駅伝で非常にメンタルトレーニングに力を入れているってよく聞いて
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いるので，その辺りもちょっと御参考いただければと思います。

（会長）

評価についてはよろしいですか。はい。分かりました。

それでは，あとＡ委員さんからの説明の中で，特に議論をしたいとあったと思わ

れます，最初の「世界で活躍する人材の育成」，こちらは主要施策が１つのみなん

ですが，この「グローバル人材の育成」でございますけども，これは評価Ｃとなっ

てございます。幾つかの項目で数値目標を未達成で△にもなっていたりするという

ところですが，いかがでしょう。もし御意見ありましたら，はい。

（Ｃ委員）

少し教えていただきたいんですけども，高校生の留学等のプログラムとかという

のは，県の方でどれぐらい持たれているかというのはありますでしょうか。

（教育委員会）

直接県というよりも，例えば高校生が留学する，自主的に留学する場合とか，そ

のような形で例えば支援を行ったり，国の事業で，国の中から高校生が応募しまし

て採択される事業がございます。そういうところで，例えば今年度も，24名の高校

生が国の事業に応募しまして，３名の方が採択されてこの夏休み経験したような事

例がございまして，そのような形で支援できればと思っております。

１点，今回数値が平成28年度かなり落ちております。正確なデータは取っており

ませんが，やはり昨年度いろいろテロ等が起こりまして，世界情勢が非常に不安定

ということで，計画していたが見合わせたというような事例もお伺いしております。

以上のような状況でございます。

（Ｃ委員）

はい。ありがとうございます。あと１点。「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」という

のがあると思うんですけど，これが採用人数を書いていただいてるんですけども，

応募人数とかは分かりますか。

（教育委員会）

先ほど説明させていただきました「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ日本代表プログラ

ム」ということで，日本全体の応募状況が1,906名ということで伺っております。

そして，本県では24名が応募しまして，３名が採用されております。アカデミック

分野が１名，スポーツ・芸術分野が１名，そして国際ボランティア分野が１名とい

う状況でございます。

（Ｃ委員）

はい。ありがとうございます。結構採択率が低いのは分かっているんですけども，

かなりしっかりしたプログラムで，いろんな企業さんが支援しているイベントなの

で，できるだけ多くの高校生に応募していただきたいなと思ってるんですけども。

やはり，積極的に応募しましょうよっていうような支援とか，徳島県がどこかの高
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校と外国の高校と提携を結んで，こういうところでプログラムを作って，県から毎

年何名派遣しますみたいな，とりあえず県が率先して留学を導くみたいなことがあ

れば，もう少しいいのかなと思うんですけど，その辺って何かありますでしょうか。

（教育委員会）

今の件で，高校生の留学に関しまして，大体毎年20名，留学に関しまして資金的

に支援を行っているところでございます。また，中学生に関しましても中学生が語

学研修等で海外に出かける場合，例年50名程度を上限に10万円の支援をしておりま

して，そういうような形で海外留学を支援してまいりたいと考えております。

（Ｃ委員）

はい。ありがとうございます。今のお話を伺う限りではＢでもいいのかなと思う

んですけども，やはり，生徒が望んでいるから支援するんじゃなくという方法もあ

るとは思うんですけども，こういうものがいっぱいあるよっていうふうに提示をし

ていただいて，それに生徒が面白そうだから行ってみようっていう方法もやはりあ

るのかなと思います。

インターネットとかが使えるので，自分で探すっていうことも多分できるんだと

は思うんですけども，今の生徒さんって，割と自分で動こうとしないんですね。提

示されたら何か面白そう，だったらやってみようみたいな子供が多いので，できる

だけ，こちらからこんなものをどう，こんなものもあるよっていうのを，できるだ

け示していただければ，より多くの生徒が参加するのかなと思うので，是非その辺

検討していただければ，ありがたいかなと思います。

（教育委員会）

はい。貴重な御提言ありがとうございます。現在，「とくしま留学フェア」とい

うことで，中高生とか保護者を対象とした体験報告会とか実際の留学のメニューと

かの説明会を行っておりますが，今御意見いただいたようにこれをもっと充実して，

その機会を拡大してまいりたいと思っております。

（Ｃ委員）

今の御意見，検討いただいているということで，Ｂ評価でもいいかなとは思うん

ですけれどもいかがでしょうか。

（会長）

ちょっと気になったのが，僕が言ったらあれかも分からないですが，ここに課題

のところが，「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，唐突感が否めない。今，Ｃ委員さんの議論と全然違う課

題がここに取り上げられて，そして取組方針はジュニア観光ガイドとあるんですけ

れども，これは留学であったり中学生高校生と，日本人としてのアイデンティティ

の確立が不足するというのはどういう状況なんでしょうか。
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（教育委員会）

これに関しましては，例えば，こういう海外留学メニューに参加した方に関しま

しては，やっぱり日本人のアイデンティティでありますとか，ここにありますよう

に日本文化の誇りとか，そういうのはいろいろな外国人と接することによって，そ

れは向上してくると思っております。

ただ，全ての日本人の自分自身のアイデンティティがどうかということに関しま

して，今全ての高校生がこういう点を十分に持っているかという点に関しましては，

ちょっと疑問があるのかなと思っております。今，会長さんからお話がありました，

ジュニア観光ガイドというのは，例えば，本県の文化芸術でありますとか，様々な

誇る寺社でありますとか，食文化とかそういうものを事前に学習しまして，それを

海外から来ました外国人の方に説明したり，実際の実践の場で活用している，案内

をしたりしております。

このような機会を捉えまして，徳島に対することをより深めて，日本人としての

アイデンティティ，徳島としてのアイデンティティを高めて，より相互の文化とか

の理解が深まるように取り組んでまいりたいと考えております。

（会長）

アイデンティティを確立して観光ガイドではちょっと物足りないような。僕とし

ては，何か，アイデンティティってもうちょっと違うもののような気がするんです

が。そういう意味で言うと，残念ながら僕はＣ評価のままでいいのかなという，評

価に関しては。意見で，その向いている方向がよく分からないような気がするとい

うところでございます。あがっているのが学校教育，小中高の留学の話ですけれど

も，これは。とすると，学校のプログラムの中で観光ガイドといいますか，カリキ

ュラムに入れるという話なのかちょっとよく分からないので，Ｃのままでいいのか

なとは思ったりするんですが。はい。お願いします。

（Ｇ委員）

主要指標の数値目標で，２ページにこれはそもそも「グローバル人材の育成」を

やっていくための主要施策で，541番で主要大学の進学者数ってありますよね。こ

こに関しては，計画を十分実績が達成しているんですけど，その下に東京大学と京

都大学の進学者数がありますでしょう。その上のスーパーグローバル大学の中にこ

の２つの大学も入っているんじゃないかと思うんですけど，あえて東京大学と京都

大学の進学者数を取り出して，それを数値目標に上げるというのは，分からないで

もないんですが。このグローバル人材の育成ということで言うと，東京大学や京都

大学に行くのがグローバル人材の育成につながるのかという意味がいまひとつ分か

らなくて。

むしろそれだったら，例えば，国際基督教大学とか新潟国際大学とか，グローバ

ル人材の育成ということであれば，他にもいろいろ考えられるので，ここのところ

であえて東大と京大の進学者数を目標に掲げる必要はあまりないんじゃないかな

と。しかも，上の主要大学の中に入ってますから，という感じがするんですけど。

なぜ，この２つの大学の進学者数をここに入れたのかというのを，ちょっと説明し

ていただければと思います。
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（教育委員会）

今，委員お話がありましたように，スーパーグローバル大学の中に，この東京大

学，京都大学が入っております。ここであえて下段に入れたというのは，スーパー

グローバル大学の中で，世界ランキングトップ100を目指す力の大学で，この中に

13校，今指定されておりまして，その中のトップ100の中に入ってるこの２校とい

うことで，今回特出しをしている状況でございます。

（会長）

恐らくＧ委員さんの主旨としては，本来普通考えればここには外国の大学が入っ

てくるんだろうというそのグローバル人材なら，海外の大学にどれくらい行ったと

いうのが，なぜ東京一極集中なのかという話かもしれないんですが。こういうふう

になっているようでございます。

ここに，徳島大学が入っていないというのが味噌かなというところで。そこはそ

こですばらしいなと思っているんですけども。そういう忖度は要らないだろうとい

うところで。評価としてはいかがでしょう。

恐らく，では評価はそのままということで。他に御意見，他の主要施策で御意見

ありましたらいかがでしょうか。はい。お願いします。

（Ｈ委員）

主要施策４の「地域に開かれた学校づくり」で，12ページの562番です。ここが

△ですよね。

このコミュニティ・スクール，ちょうど私東みよし町に住んでいまして，町全体

がコミュニティ・スクールの学校として，私も学校の運営に一応参加させてもらっ

ています。

その中で，やっぱり地域に根ざした教育ということで，私は読み聞かせとか，子

供の学力向上という部分で参加させていただいているんですけども，さっきあった

読書ですかね。そこも，新聞っていうところで△の部分があったんですけれども。

なかなか子供に新聞読めと言っても難しいんですよね，やっぱり漢字もあるし。子

供用の新聞もあるんですけど，読み方が分からんかったりとか。そんな感じで私た

ちとか一緒に地域の人も入って，子供も一緒になって新聞を読み合わせたりという

ところで，新聞は楽しいよとか，面白いよっていうことを子供たちに伝えているん

ですけれども。

この地域に根ざした教育ということで，すごくいろんなおじいちゃんだったりお

ばあちゃんだったり，みんなが入って一緒に小学校の運営に携わっているんですけ

ども，今小学校と中学校に子供がいてるんですけれども，このコミュニティースク

ールって，子供の環境がよく見えて，すごくいいんですよね。そして地域のことも

分かり，子供も地域を好きになり，いずれは大学でよそへ行っても，いずれはまた

ここに帰ってきてよっていう思いもあって。

このコミュニティ・スクールが28年度25校ってなっていますよね。計画では平成

30年に33校というふうになってるんですけども，これは現状は，今どんな感じって

いうのと，今後その30年に向けて33校ってなってるんですけども，もっと今後増え

ていくのか，増えていった方がいいんだろうとは思うんですけども，どんな状況な
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のかというのをちょっと教えていただきたいなと思いました。

（会長）

はい。お願いいたします。

（教育委員会）

はい。コミュニティ・スクールの，今の御質問でございます。ここの数値にも書

いておりますが，28年度は昨年度より３校増えましたが，まだちょっと目標値を達

成しておりません。

今お話にありましたように，やはり地域と学校とがより密接に連携していく上で，

コミュティ・スクールは非常に重要であると思っておりまして，各地域におけます

円滑かつ効果的なコミュニティ・スクールの導入のために，実際の事例発表等を行

う，「地域とともにある学校づくり推進フォーラム」というのを今年の秋に予定し

ております。そのような機会を捉えまして，是非実際の活動事例とか，そういうの

を広く普及してまいりたいと思っております。それぞれ各学校とか地域の実情に応

じて，違いがあると思いますが，今こういう事例が進んでいるとか，そういう形は

積極的に広報してまいりたいと考えております。

（会長）

はい。僕からも，１つ質問をよろしいですか。課題のところに市町村教育委員会

への啓発とあるんですが，これは例えば市町村ごとにこのコミュニティ・スクール

に偏りがあるとか，比較的多い，協力的なところもあればそうでないところもある

とか，そういうふうな状況があったりはするんでしょうか。

この１つ上にちょうど東みよし町６校を継続してとあるんですが，６校って恐ら

く，６だと小学校も中学校も全部ということになりますよね。丸ごとやっていると

ころもあれば，そうでないところもって，その辺の状況，分かったらお願いします。

（教育委員会）

コミュニティ・スクールを開設する場合，教育委員会の規則等の改正をもちまし

て，まず市町村で行った後，各学校での導入という形になっておりまして，お話に

ありましたように，今導入しているところは，例えば東みよし町でありますとか，

数に関しましては市町村が採択しているところはある程度限定されているところで

ございます。

そのような状況も踏まえまして，先ほど申し上げましたフォーラム等，いろいろ

な機会を通じまして，コミュニティ・スクールのその役割，価値等を広報してまい

りたいと考えております。

（会長）

はい。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。そ

れでは，評価を確認しておきたいと思います。

基本目標６に関しましては，評価案から変更になった箇所はございませんでした。

ですから，全て評価案のままで評価を確定させたいと思いますが，それでよろしい
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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，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。Ａ委員

さんお願いします。

（Ａ委員）

それでは，言うまでもなく，学び，成長というのはまさに人づくりの根本であり，

次代を担う人材の育成は本県のみならず，人口減少社会が進行していく我が国の将

来をも左右する重要課題であることには他言を要しないと思います。以前と違うこ

とは，非常に生涯学習という観点がよく理解されておりまして，教育委員会でもで

すね，人生のそれぞれのステージにおいて，常に学び続けるっていう姿勢っていう

のは，非常にすばらしいことだというふうに思っております。

ひとつ言えることは，一番お元気なのは誰かっていうと，シルバー大学の皆さん

ですね。シルバー大学の皆さんには実は，卒業生の会まであるんですね。卒業生の

会がものすごく何かやる気でしてね。実は一番，いわゆる自発的な勉学意欲に燃え

ているのは，シルバー大学の卒業生の人たちではないかと言えるくらいだと思うん

ですね。

この人たちのエネルギーを，やっぱり何らかの形で利用させていただくというか，

だから，やっぱり青少年の健全育成とかですね，あるいは学校現場でもそういう，

いわゆるアクティブシニアと言われる人たちとの何かうまく，子供たちのマッチン

グができれば，子供たちも非常に徳島に対してポジティブな，あるいは地域社会の

中で自分が貢献することによって，非常に大きな満足感を得ているっていうふうな

ことを，子供たちにとっても非常に大きなプラスになるのではないかというふうに

考えています。

ですから，子供たちに徳島に対する愛情というふうなことを育むような場面に，

やっぱりアクティブシニアのみなさんに御協力いただく。例えば，よく以前行われ

ていました３世代交流とか，それからしめ縄作りなんかで，やっぱりおじいちゃん

おばあちゃんに来ていただいて，いわゆるそういうふうなことをすると，非常にや

っぱりプラスになるんじゃないかっていうふうなことを考えています。以上です。

（会長）

ありがとうございます。その他いかがでしょう。はい。お願いします。

（Ｅ委員）

今回のところは，その名前の通り「まなび・成長とくしま」っていうことになっ

ていますから，恐らく子供が中心ということになっているかと思います。ただ，成

長というところを子供の成長だけではなくて，その後の長期的な視野で見たときの

徳島経済の成長であるとか，あるいは徳島県のポテンシャルを高めるための成長に

向けてっていう側面の教育というふうに僕自身は解釈しましたので，それでちょっ

とコメントさせていただきたいんですけれども。項目のところで特にさっきから議

論に出ていた留学の問題とか，それから一部の難関大学の進学者というような数字

もありましたけど，そういう平均より上というか，将来のリーダーとなるべき人材

を育成するための教育っていう側面も当然大事と思いますけれども，あくまでも平
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均的な力というか，平均的な能力というか，あるいはその平均より下の方の学力の

子供をいかにして高めていくかっていうところで言うと，項目としては553番，そ

れとその下の554番のところの数字ぐらいしかないですけれども，あまり悪くはな

いけども良くはないというような数字しか出ていないと。

ということからすると，留学生の数を増やすとかっていうところも大事ですけれ

ども，やっぱり平均的な学力を上げるための努力というところは，それは１つは今

までもされてると思いますけれども，一層やっていただきたい。特にいわゆる子供

と呼ばれる小学生とか中学生とか，義務教育が多分中心となると思いますので，そ

この部分。

それともう１つは，そこでもしうまく学力が上がるとか，あるいはいわゆる子供

の成長ができたとしても，その人材が結果的に大学あるいは大学より先の就職の段

階で東京であったりとか，他の地域に逃げる。逃げるっていう言葉がいいかどうか

分かりませんが，出て行ってしまったとすると，そこまでしっかり徳島県として対

策を立てたとしても，その人材が他府県に行ってしまうという話になってしまえば，

それが最初にお話しさせていただいた徳島経済の成長であるとか，徳島県のポテン

シャルを高めるという意味からすると，あまり意味がなかったと。あるいは，他府

県に対する貢献をしているだけの話になってしまいますから，という話になると，

今回の主要目標のところではほとんど関係ないですけれども，やはり雇用の問題と

いうか，あるいは雇用先の問題ということになると思いますので，メインとしては

恐らく教育委員会の話が中心になっているかと思いますけれども，どうしてもその

部分が関係してくると思いますし，その２つは切り離して考えがちですけども，そ

ういうわけにはいかないかと思いますし。

何度も言いますけれども，それはあくまでもエリートを養成して，それをやっぱ

り戻ってきてっていうような形での雇用対策でもまずいわけなので，平均的な普通

の子供が大きくなって社会人として，やはり徳島で生まれ育った子供が徳島で普通

に働くというような形のサイクルをしていくっていうところにつなげる１歩として

の教育っていうなら，特に義務教育というふうな視点が多分大事だろうということ

だけはちょっとコメントさせていただきたいと思います。

（会長）

はい。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。はい。

（Ｇ委員）

今の話にもつながるんですけれども，今回の基本目標６のトップで，「世界で活

躍する人材の育成」でグローバル人材というのがあるんですが，やっぱり地方とし

てはグローバルな人材ももちろん必要なんですが，それだけではなくてやっぱりロ

ーカルのことをよく知っている人材ということで，合成してグローカルな人材の育

成というようなことが，地方には非常に重要だと思います。

ローカルに関心を持つ人材を育てるためには，やはり就職直前になっていろいろ

インターンシップをしたり，県内の企業情報をにわか的に教えても，なかなか効果

は上がりにくいので，やっぱり子供の頃から徳島のことに関するいろんな知識や情

報を，もっと教え込むような，そういう全体的な小学校からの教育が必要だと思い
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ますので，徳島経済研究所では去年「徳島が好きになる本」というのを作ったんで

すけれども，やっぱり子供の頃からローカルに関心を持つような人材を育てていく

ための施策目標みたいなものも，来年以降は是非いろいろ取り上げていただきたい

というふうに思います。

（会長）

はい。ありがとうございました。他にいかがはい。お願いします。

（Ｉ委員）

私は難しいこと分からないんだけど，子供として一番大切なことっていうのは，

やはり地元に目を向けて，本当に挨拶ができる子供っていうのが大事でないかなと

思うんです。朝すれ違っても，全然自転車でそのまま行ってしまう子も中にはあっ

たり，でも立ち止まって「おはようございます」って言う子があったりで。大体，

「いってらっしゃい」って言ったら，「行ってきます」って言うてね，そういうふ

うなやっぱり地元っていうか，それを大事にしながら，確かに世界的なことも大事

かと思うんやけど，自分の足元を見られない子供が世界を見えるんかなって私は思

うんです。ほなから難しいことは分かりませんけれども，やはり家族の中での言葉

とか，また地元でのそのいろいろな関わり方っていうのも大切にしなければいけな

いのではないかなと思います。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。はい。お願いします。

（Ｂ委員）

読書の話が先ほど出ておりまして，１日10分以上，小５・中２で未達になってい

ることなんですけれども，それでも28年度は小学校５年生で87.2％，中学２年生で

76.1％読書したというふうな結果になっているんですね。やはり読書習慣の定着に

は貢献をしているんだろうなというふうには感じますけれども，一方で日記を書く

ことが，私は読書と同時に大切なのではないかというふうに思います。

学校と家庭というふうに分けますと，日記ですから，家庭の方に力点が置かれる

んだろうというように思いますけれども，その点を工夫するということですけども，

やはり文章を書くことに親しむ，そのことによって，日記によって自分の１日の検

証をするということが，子供にとっての人格形成には非常に役立つのではないかっ

ていうふうに思いますので，個別の先生方が多分指導されているというふうに思い

ますけれども，読書と同じくらいのレベルでですね，ここの日記をつけるという，

小さい頃から，特に小学校１年生くらいからつけていくっていうね，発達段階に応

じて進化をさせていくという，そういうことも必要だと思いますけれども，そのこ

とも１つ入れていただいたらどうかなっていうふうには思います。そのことによっ

て，やはり子供たちの人格形成が優れてくるのではないかというに思いました。以

上です。
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（会長）

はい。ありがとうございます。はい。どうぞ。

（Ｄ委員）

今の話との関連があるんですけれども，私も３歳児から大学生までインターンシ

ップというか体験を受け入れているんですが，その中で一番目を輝かすのはやっぱ

り中学生なんです。大学生は何かもう，単位っていう感じで。

やっぱり，小さいうちにいろんな体験というか経験というか，徳島のいろんな原

風景とかを体験とか，見たりすることによって，感動というのがやっぱり人間を動

かす一番最初のものではないかなって私は思いますので，先ほどＧ委員さんがおっ

しゃったみたいに，大学生のときにインターンシップをちょっとしてもなかなかそ

れは結びつきにくいのではないかなと。やっぱり小中学生の小さい頃からそういう

体験を何とか組み込んでほしいなというふうに思います。

（会長）

はい。ありがとうございます。他にいかがでしょう。はい。

（Ｊ委員）

先ほどＢ委員さんが言われた読書のことなんですけれども，今学校の方では毎日

朝に読書タイムとかっていって，10分とか15分とかで時間をとって，毎日何か本を，

自分の好きな本を持って行って読むというようなことをされているようなんですけ

れども，学校でだったら子供たちっていうのはまず，しますけれども，やっぱり家

庭での読書っていうのが，やっぱり今だったら本の代わりにゲームっていう形にな

っているような現状かと思うんですね。

だから家庭，小さい頃からの習慣っていうんですかね。今だったら，ゲームを渡

しとったら黙ってじっとして遊んでいるだろうっていう家庭も多いようなので，そ

れを本に変えて，できたら親がちょっと，毎日10分でも５分でもいいので，付いて

やっぱり読書をするという，やっぱり親がしていると子供っていうのはそばにいて

ずっと感じることがあるようなんですね。だから，やっぱりそういうところもちょ

っと働き掛けとかでも入れていってもらえたら，また変わってくるのかなと思った

りするんですけどね。

（会長）

なるほど。ありがとうございます。他いかがでしょう。よろしいですか。

それでは基本目標６に関しての総合的な意見・提言はここまでといたします。

続きまして，基本目標７に移りたいと思います。はじめに評価の参考とするため，

総合政策課から基本目標７の概要について御説明を頂きたいと思います。お願いい

たします。

（総合政策課政策調査幹）

基本目標７の概要説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）
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（会長）

はい。ありがとうございます。それでは，評価案を作成いただきましたＡ委員か

ら説明をお願いいたします。

（Ａ委員）

それでは，基本目標７「大胆素敵・躍動とくしま」の実現についての評価案を説

明させていただきます。

まず，重点戦略１「『大胆素敵とくしま』世界戦略の展開」の項目から見ていき

たいと思います。評価シートの１ページをお開きください。主要施策１「『ゲート

ウェイとくしま』の推進」につきましては，この主要施策の数値目標７項目の中で

計画目標を未達成であるのは，２ページのコンテナ貨物取扱量のみですが，計画目

標とのかい離幅が拡大，平成27年には3,117ＴＥＵ，それから平成28年には4,036Ｔ

ＥＵというふうに拡大していることから，Ｂ評価といたしました。

次に，重点戦略２「湧き上がる『にぎわいと感動』渦の創造」の項目に移ります。

13ページをお開きください。主要施策２「四季を通じたにぎわいの創出」につきま

しては，数値目標７項目のうち，計画目標を未達成であるのは２項目のみですが，

未達成項目には14ページの年間の延べ宿泊者数が含まれ，経済波及効果の高い重要

な項目であることを踏まえ，Ｃ評価といたしました。

ここで質問なんですが，本年４月から６月まで大型観光キャンペーンである「四

国デスティネーションキャンペーン」が行われましたけれども，その効果はどうで

あったのか。あわせて，その効果を今後に持続するための取り組みについて関係部

局にお伺いをしたいと思います。

続きまして，重点戦略３「世界に輝く！『あわ文化』の発信」の項目に移ります。

20ページをお開きください。主要施策２「史跡・文化財の活用」につきましては，

計画目標を未達成であるのは，20ページの文化財ボランティア活動人数のみであり，

計画初年度の平成27年は未達成でしたが，計画２年度目である平成28年は目標値を

上回っています。評価案はＢ評価としていますけれども，実質的な状況を考慮しま

すと，Ａ評価との考え方もあろうかと思いますので，関係部局に取り組みの現況と

今後の見通しを伺って，評価を見極めたいと考えています。

それから，重点戦略４「世界を体感！『スポーツ王国とくしま』の推進」の項目

に移ります。24ページ，主要施策１「スポーツの振興によるにぎわいづくり」をお

願いします。数値目標５項目のうち，計画目標を未達成であるのは２項目ですが，

主要指標である24ページの「関西マスターズスポーツフェスティバル」県内大会参

加者数が未達成であること，また25ページの徳島インディゴソックスホームゲーム

招待者数が計画基準値である平成25年の812人を下回っていることから，Ｃ評価と

いたしました。

それから，26ページをお願いします。主要施策２「競技力向上対策の推進」につ

きましては，数値目標５項目のうち，主要指標である26ページの国民体育大会天皇

杯順位を含む半数以上の３項目が未達成であることから，Ｃ評価としました。

27ページをお開きください。主要施策３「生涯スポーツの推進」につきましては，

数値目標４項目のうち，主要指標である27ページの総合型地域スポーツクラブの会
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員数と28ページのイベント等助成数の２項目が計画目標を未達成であることを踏ま

え，Ｃ評価といたしました。

なお，本件に関する意見ですけれども，総合型地域スポーツクラブは児童・生徒

数が年々減少し，競技種目によっては，学校単位でのクラブ活動の存続が年々難し

くなる中で，地域単位でのスポーツ活動の母体としての機能を強化していくことが

望ましいと考えます。

地域主体でのスポーツ活動が盛んになれば，スポーツ振興，各競技種目の競技人

口の拡大のみならず，地域の絆の維持・強化や，学校のクラブ活動に伴う教員の負

担軽減など，様々な効果が期待できるのではないかというふうに考えています。

最後に，重点戦略５「一歩先の未来へ！『とくしま新魅力』の発信」の項目です。

32ページをお開きください。

主要施策２「『世界遺産』登録への挑戦」につきましては，数値目標２項目のう

ち，国の世界遺産暫定一覧表への記載が計画目標を未達成であり，本項目は主要指

標であることから，Ｃ評価といたしました。

四国八十八箇所の世界遺産登録は，交流人口の増加のみならず，四国の文化的ア

イデンティティを確立し，四国の一体感の強化や世界への情報発信力を飛躍的に高

めることにつながる取り組みであると思いますので，実現に向けてしっかり取り組

んでもらいたいと，エールを送らせていただきたいと思います。

基本目標７の評価案の説明は以上でございます。

（会長）

それではまず，確認したいといいますか，質問のありました重点戦略２の主要施

策２，14ページ四国デスティネーションキャンペーンに関連するところで，もし御

説明いただけたらと思うんですが。はい。お願いします。

（商工労働観光部）

それではお答えさせていただきます。ＪＲ６社と関係自治体が協同で行います大

型観光キャンペーン，四国デスティネーションキャンペーンにつきましては，今年

の４月から６月までの３か月間開催されたところでございます。キャンペーン期間

中の入り込み客数，さらには宿泊者数につきましては，現在集計を行っているとこ

ろでございますが，県が独自に行っております主要観光施設の入り込み客数におき

ましては，４月が前年比約12％の増，５月が前年比約15％の増ということで，着実

な増加が見込まれたところでございます。

また，観光庁実施の宿泊旅行統計調査におきましては，４月の速報値ではありま

すが，前年比約５％の増，うち外国人につきましては約77％増というところで，効

果が現れているというふうに認識をしております。今後の対応でございますけども，

四国デスティネーションキャンペーンを観光誘客の絶好の機会と捉えまして，今年

度からテーマを絞りまして県独自の観光キャンペーンを併せて実施することとして

おりまして，上期の４月から９月までの間は阿波藍，阿波おどりなど，阿波の文化

をテーマに展開をしているところでございます。

この効果を更に浸透させるため，10月以降につきましても，平家落人伝説・三好

長慶・蜂須賀家など，本県が誇る阿波の歴史をテーマにいたしまして，「ときめき
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☆あわ旅～あわ歴史体感博」を展開することといたしております。国内外から多く

の観光客の皆様に魅力あふれる徳島を訪れていただきますよう，しっかりと取り組

みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

（会長）

ありがとうございます。Ａ委員さん，よろしいでしょうか。

（Ａ委員）

これは，私がＣ評価にしてるんですけれども，△（未達成）が１つ，○（ほぼ達

成）が１つ，あとは◎（達成）ということですので，他の委員さんからの御意見も

お伺いをして，今後頑張ってほしいということでＢもありかなというふうには思っ

ておりますが，他の委員さんの御意見をお聞かせいただければと思います。

（会長）

はい。分かりました。いかがでしょうか。他，御意見。この「四季を通じたにぎ

わいの創出」という主要施策になりますが。はい。お願いします。

（Ｆ委員）

質問させていただきたいんですが，627番のとくしまマラソンについてです。こ

こは，計画人数が1.6万人となってますけれども，実績値が伴っていないというこ

とですが，元々多分募集人数っていうのが計画値に到達してないのかなと思っては

いるんですけれども，その辺り，現状を御説明いただけたらと思います。

（商工労働観光部）

はい。ただいま，とくしまマラソンにつきましての御質問を頂戴しました。とく

しまマラソン，資料の13ページ627番でございますが，エントリー数を平成30年度

までに段階的に２万人に引き上げていくということで，計画を記載させていただい

ておりますが，これが未達という状況になっております。

母なる吉野川の壮大な景観を楽しみながら，徳島の都市景観と自然を両方楽しめ

るという非常に珍しいマラソンということで，さらには沿道からの，徳島ならでは

の心温まるを御接待ということで，国内外のマラソンランナーから大変御好評を頂

いておると。これまで，参加者や関係者の多くの皆様から御意見を頂いて，改良に

改良を重ねてこれを続けてきまして，節目となる昨年の10回大会では約１万5,000

人のエントリー数を得まして，盛大かつ安全に開催できたということでございます。

ただ，マラソンは，非常に42.195キロという長距離を走るマラソンでございます

ので，昨今の地球温暖化の進行も踏まえながら，まずは参加者の健康と安全を確保

するといったところが最優先にしていくべきかなというふうに考えております。

徳島市の都市インフラの現状でありますとか，それから交通規制に伴う県民生活

への影響等も考慮しながら，計画に定めている２万人エントリーというのを目標に

しつつ，まずは１万5,000人大会を定着させて，競技大会の質の向上，これをやっ

ていきたいなというふうに考えております。
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（会長）

結局，１万5,000人規模で大会を実施しているということでよろしいですかね。

（商工労働観光部）

そうです。目標は２万人で，置いているんですけども。

（Ｆ委員）

一番ネックになっているのはやっぱり安全面のことですかね。キャパとして。そ

うすると，もしかしたら，来年度もこれは未達の状況になってしまうような。

（商工労働観光部）

今後２万人という目標に向けて検討はしていっておりますが，いろいろな状況を

考慮しながらどの規模が適当なのか，ちょっとそれも十分検討してまいりたいと思

います。

（Ｆ委員）

来年度はさらに，徳島市陸上競技場が利用できないということで，結構いろんな

大変なことがあるかと思いますけれども，このとくしまマラソンって，このときだ

けではなくて，県民にとっても日々走る人が増えたなとかっていうイメージがあり

ますので，健康とか，本当ににぎわいをつくるとかっていう意味においても，とて

もいい取り組みだと思いますので，引き続き取り組んでいただけたらと思います。

ありがとうございます。

（商工労働観光部）

ありがとうございます。

（会長）

はい。

（Ｃ委員）

それに関係するかもしれないんですけども，628番宿泊者数のことが載っている

と思うんですけども，数年来これ県内の宿泊者数は全国で多分ワーストに近い数字

をはじいている。それで，どうにかしようっていうことになってると思うんですけ

れども，目標が28年度270万で，29年285万って書いてるんですけども，実際にホテ

ルの数とかっていうのは今後も増えていったり，何かそういう予定とかってあるん

ですか。それとも稼働率が良くなるようにしようと思っているのか，どういう考え

なのかなというのをちょっとお願いしたいんですけども。

（会長）

お願いします。
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（商工労働観光部）

それではお答えさせていただきます。ただいま，宿泊者数の統計に関しての御質

問でございますけども，この統計といいますのが，観光庁が宿泊施設を対象に任意

で抽出調査をしております全国調査，これの実績値を書かせていただいております。

実際の宿泊者につきましては，平成28年と27年と比較しまして増加傾向にありま

して，それは国内・外国人ともに伸びておるんですけれども，先ほどお話にありま

したように，本県におきましては最近の観光宿泊の主流であるホテル，この数が施

設数・客室数ともに全国最下位といったような状況で，民間投資が十分でないとい

ったような点があろうかと思います。

観光客の受入れに弱い部分は否めないところでございますけども，実際これをや

ろうとすれば，回転率を上げていくと稼働率を上げていくというようなことになる

んですが，そうしたところを少しでも良くするために，交通・宿泊等の観光関係業

者，それから市町村とも十分連携しながら，ピンチをチャンスにという発想の下で

投資も呼び込むと。魅力的な観光地づくりを目指して取り組んでいくということに

励んでまいりたいと考えています。

（Ｃ委員）

ありがとうございます。稼働率を上げるしかないのかなというのは思ってたんで

すけども，とくしまマラソンで実際にいろんな競技者の方にアンケートを取ってる

のを，私が５年くらい取ってるので，どういう人が泊まってて，どういう人が帰っ

ていて，どういう意見を持っているかというのは大体分かってるんですけども。

７割くらいは県内の方が参加しているので，ほぼ宿泊は関係ない状態なんですけ

ども，県外の方でも，結構通われるんですね。朝来て，終わったら帰ります。特に

近畿圏の方はそういう方が多くて，次に多いのが前泊だけします。大会が終われば

帰りますっていう方が割と多い。２泊，前泊も後泊もしますという方がなかなかお

いでにならないというのが現状かなと思っています。

やっぱりマラソンが終わって次，いろんなイベントを開催してるんですけど，そ

こでもうひと押しすると，もう一泊してくれるのかなあっていうふうなことはずっ

と思っていまして。よく聞くのが「ビールが飲みたい」って言うんですね。「終わ

った後にビールが飲みたい。食パンじゃないビールだ」って書いていただいている

ので，やはりそういうイベント事が何かあってもいいのかなっていうふうなことは

ちょっと思ってます。そうすると，「せっかく来たんだからまあ一泊して帰ろうか」

っていうふうになるのかな。

あともう１点お伺いしたのは，「もうそこまでのパックセットの旅行を作ってく

れませんか」みたいな話を聞いています。いわゆる，とくしまマラソンは結構エン

トリーするのが大変で，走りたくても走れない方がかなり多くて，県外の方からし

ても，割と当選確率が低い大会の１つになっているというふうに伺ってまして，な

らば「飛行機で来てもらって，宿泊２泊して帰る便まで付けたパックを発売したら

買いますか」って聞くと，割と関東圏の方だったら買うんですね。「買います」っ

ていうふうに言っていただいているので，そういうふうなみんなフリーに抽選です

っていうのもいいとは思うんですけども，ある意味ちょっと付加価値を付けた商品
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を販売しながら徳島を売り込むっていうのも，１つ考えていただけるとありがたい

かなとは思います。

（会長）

はい。どうぞ。

（Ａ委員）

個人的な話なんですが，去年阿波おどりが終わった後，県外に住む知人を奥祖谷

へ，私の車で御案内したんですが，驚いたことは，非常に外国人の観光客の方が多

かったですね。ですから，働き掛け方によって，まだまだ特に県西部，祖谷方面，

需要があると。なかなかホテルも取りにくいというふうな話も聞いておりますので，

その点ももし御検討いただけたらありがたいと思います。以上です。

（会長）

はい。

（Ｇ委員）

延べ宿泊者数の件なんですけども，徳島県は割と最下位が多いんですが，徳島と

争っているのは奈良県なんですが，奈良県はやはりこの宿泊者数を増やさなきゃい

けないというので，これは行政が非常に力を入れてるんですけれども，特にある程

度お金に余裕のある方たちが泊まりたくなるような宿泊施設を，外資系とか星野リ

ゾートとかいろいろ誘致して，それを実現させようとしているんですよね。

だから，数年以内に奈良県はそういう魅力的な宿泊施設が結構できます。それで，

奈良と徳島は今最下位争いをしておりますので，ですから徳島も，奈良は結構行政

がそういう誘致に力を入れてやっている面もあるので，今後の取組方針のところで

ですね，そういうことも是非考えて，わざわざそこに泊まりたいような宿泊施設と

いうのは徳島には意外にあまりないんですよね。そういうのを増やすというのは非

常に重要だと思いますし，あと私自身も県の関係で関わっていますけれども，魅力

的な民泊施設をどんどん広げていって農家レストランを併設したような，例えば宿

泊と農家レストランを一体化したオーベルジュみたいなものを，徳島にどんどん作

っていくとか，宿泊する施設の魅力的なものを増やすということをもっと力を入れ

る必要があるんじゃないかなというふうに思います。

（会長）

そろそろ評価はいかがいたしましょう。評価案はＣでございましたが，

（Ａ委員）

どなたか助け舟を。

（会長）

はい。
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（Ｃ委員）

今までのお話を伺って，今後いろいろ考えていただいているみたいなところもあ

りますので，Ｃっていうのはちょっと低いかなと思いますので，Ｂぐらいにしてい

ただければありがたいかなと思います。

（会長）

分かりました。それでは，なんとなくＢという雰囲気を感じ，Ｂで皆さん合意で

きそうだと思いますので，Ｂに変更したいと思います。

その他いかがでしょうか。

（教育委員会）

Ａ委員から１点御質問いただきましたので，回答させていただきます。20ページ

の638番の文化財ボランティア活動人数でございます。平成28年度は27年度と比べ

て100名程度増加しておりまして，この取組内容と進捗状況の中段に書いておりま

すが，埋蔵文化財総合センターにおけます「アワコウコ楽ボランティア倶楽部」の

活動が非常に活発でございまして，遺跡案内人，万葉の草花，古代ものづくりとい

う３つのグループに分かれておりまして，活動はセンター内にとどまらず，センタ

ーの周辺の遺跡案内でありますとか，万葉植物の採取そして古代米の栽培等，非常

に多岐に及んだ活動を展開しているところでございます。

また，市町村と連携した遍路道の活動等も行っておりまして，今後ともボランテ

ィアグループの積極的な参画，そして関係団体とも連携しながら，持続・継続的に

取り組んでまいりたいと考えております。

（会長）

はい。ありがとうございます。

この項目の評価をＡにしてもというＡ委員さんからの意見があったかと思います

が，いかがいたしましょう。評価につきましては。はい。

（Ｆ委員）

今の御説明もありましたし，28年度の実績を見ると，目標は全部達成しているか

と思いますので，私もＡでもいいかなというふうには思います。

（会長）

はい。分かりました。それではこちらも評価をＡに修正したいと思います。

その他でいかがでしょうか。よろしいでしょうか。もうそろそろ時間も終わりに

近づきつつありますので，よろしければ評価を確定させたいと思うんですが。

では，評価を確認したいと思います。基本目標７につきましては，２か所，評価

案からの変更がございました。１つ目が重点戦略２の中の主要施策２「四季を通じ

たにぎわいの創出」，こちらが評価案，Ｃでございますけれども，ＣからＢへ変更

になります。

そして，２つ目が重点戦略３の中の主要施策２「史跡・文化財の活用」，こちら

が評価案ＢからＡに変更になります。その他は評価案のままというふうになります
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が，これでよろしいでしょうか。

はい。それではそのように決めたいと思います。

続きまして，基本目標７の総合的観点からの意見・提言に入りたいと思います。

Ａ委員さんお願いします。

（Ａ委員）

誠に個人的な話から入らせていただいて申し訳ないんですが，明日，明後日と東

京高円寺に阿波おどりを見にではなく，踊りに行く予定にしております。私と妻と

息子と３人で行く予定なんですが，その狙いはですね，やっぱり私には大きな夢が

ありましてね，去年もお話ししたんですが，東京オリンピック・パラリンピックの

開会式若しくは閉会式どちらでも構いませんが，是非，阿波おどりの大演舞を実現

できないかと，知事にお話をしましたら，前の知事とは話ができていたそうです。

でも，今度の小池知事との話は私はまだ聞いていません。確認してないんですが，

でも多分ですね，多分東京もやる気なんですね。というのは，３年前にパリへ一緒

に行こうっていう話がありまして，それは徳島の協会と高円寺の協会がジョイント

で行こうって言って，30人徳島から選抜で行ったんですね。その後，残念ながらテ

ロが起こりまして，その話はなくなってしまいました。

先ほどちょっと観光政策課長から聞きましたら，先日高円寺のトップの方に挨拶

をちゃんとしてきたというような話もありますので，多分そういう方向へ行くと思

うので，あるいはそういう方向へ行かせるように，是非，いわゆるあひるの水かき

でね，表面からは見えなくてもやっぱりそういう連携って非常に大事だと思います

し，高円寺だけでは絶対できませんので，高円寺ははっきり言います。徳島をモデ

ルにしていますので，徳島を尊敬していますので，ですから一緒にやろうって言え

ば，多分高円寺がトップになって全部がジョイントしてくると思いますので。是非

インプットしておいていただければありがたいと思います。知事は十分御承知です

ので，よろしくお願いします。以上です。

（会長）

はい。他にいかがでしょうか。はい。

（Ｃ委員）

時間がないところ申し訳ないですけども，生涯スポーツの地域スポーツクラブっ

ていうところがあったと思うんですけども，この点についてちょっと先ほどＡ委員

からお話があったように，学校の顧問の方の時間外労働がどうだと，今話題になっ

てるんですけど，結構小学校，中学校の先生がブラックな企業に働いているってい

うふうになっていまして，これがどうにかならないかという話と多分つながるんで

すけれども。

ＪＡＬの徳島支店長の方のお話があったんですけども，支店長は以前はオースト

ラリアに赴任されていたらしくて，シドニーのところで，この地域クラブのことを

話を伺う機会があったんですけども，オーストラリア時代は学校で部活動ってのは

ないらしいです。そもそも考えがない。そもそも地域クラブしかない。

その地域クラブで何かに携わっていると，いろんな競技に出られると。それで，
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みんな平等にとりあえず競技に出るっていうことが大前提なので，何人以上，野球

なら７人以上そろえばＢチームを作りなさいとか，Ｃチームを作りなさいと，いろ

いろ細かな規則があるらしいんですけども，いろんな生徒が平等に試合に出られる

らしいです。そこからどうするかというと，選抜して上に持ち上げるらしいですね。

できる子だけをピックアップして，郡の大会とか，何々地域の大会はそのピックア

ップした人間同士で争って，そこからピックアップして国の選手を作るっていうよ

うなシステムを作っているらしいです。

なので実はオーストラリアって人口は少ないんですけど，日本よりもはるかに金

メダルを取っているんですね。メダル数は断然日本より多いはずなんです。どうし

てかっていうと，そういうふうにできる人だけをかき集めて囲い込みをしない。だ

から，平等に与えて，できる人間は平等にできる人間を育てるようにしているので，

競技力が向上する。それで，最終的にはいい成績につながるっていうふうなシステ

ムをとってるらしいです。

それで，これが，さあ，日本に当てはまるかって言うと，結構難しいところがあ

るんですね。学校を単位として地域を作ってしまっている以上，学校を中心に動い

てしまっていますので，全てが小学校，中学校，高校というふうな感じで，なおか

つ卒業生が，ＯＢが，母校がっていうふうな概念があるのでなかなか難しいと思う

んですけれども。

もし可能ならば，そういう徳島県から地域スポーツでいろんな活動を始めて，最

後の国体の成績じゃないんですけど，全体のスポーツの成績を上げるみたいなシス

テムを考えていただけるとありがたいかなと思いますし，多分教育をしている小中

学校の先生方からすると，非常にありがたい話になるのかなとも思いますので，是

非御検討いただければありがたいなと思います。

（会長）

はい。他にいかがでしょうか。

よろしいですか。それでは，時間の都合もございますので，この辺りで終わりに

したいと思います。

本日の会議内容について何か御意見等がございましたら，後日でも結構ですので

事務局まで御連絡いただけたらと思います。

また，第２回会議で決定しました通り，本日御論議いただいた評価結果や基本目

標ごとの意見・提言等につきましては，事務局で整理いたしまして御確認いただい

た上で，総合計画審議会に提言したいと考えております。

また，本日の会議録については，事務局で取りまとめた後，私が確認した上で県

ホームページになどで公表したいと考えておりますので，よろしくお願いいたしま

す。

以上をもちまして本日の議事を終わらせていただきます。

委員の皆様，長時間にわたってお疲れ様でした。終始御熱心に御論議いただき，

ありがとうございました。

また，県の関係部局の皆様にも一言お礼申し上げます。おかげをもちまして有意

義な会議となったと思います。ありがとうございました。
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それでは，マイクを事務局へお返しします。

（監察局長）

委員の皆様方には大変御熱心に御論議を頂きましてありがとうございました。本

日をもちまして「新未来『創造』とくしま行動計画」の評価を終えていただいたと

ころでございます。

次回の会議では，「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評価をお願いしたい

と思っております。次回の会議につきましては，８月29日，来週の火曜日午後１時

30分から，当会議室で開催をさせていただきますので，よろしくお願いいたします。

それでは，第４回の県政運営評価戦略会議を終了させていただきます。本日はど

うもありがとうございました。


