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平成２９年度 第２回県政運営評価戦略会議

１ 日時 平成２９年８月１６日（水）午後１時１５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） 飯泉 嘉門 知事

石田 和之 相田 芳仁 監察局長

植田 美恵子 戸根 秀孝 危機管理部副部長

近藤 明子 川村 章二 政策創造部副部長

坂本 真理子 藤本 真路 総務課長

田村 耕一 西條 和芳 県民環境部副部長

鳴滝 貴美子 桒原 孝司 保健福祉部副部長

南波 浩史 黒下 耕司 商工労働観光部副部長

久岡 佳代 塩見 一義 農林水産部副部長

藤原 学 森 直紀 県土整備部副部長

桝本 久実 川真田 大作 出納局副局長

三木 潤子 岡田 徹 南部総合県民局副局長

仁木 芳宏 西部総合県民局副局長

志田 敏郎 企業局副局長

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

（１）「新未来『創造』とくしま行動計画」の評価について

（２）「とくしま目安箱」等に寄せられた建設的な意見・提言の採択について

３ 閉 会

（議事項目と概要）

１ 知事挨拶（概要は別に掲げる）

２ 「新未来『創造』とくしま行動計画」の評価方法について説明（資料１）

３ 基本目標１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２）

５ 基本目標２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３）

７ 「とくしま目安箱」等に寄せられた建設的な意見・提言の採択について

（資料４）
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■知事挨拶

（飯泉知事）

本日は，今年度第２回となります県政運営評価戦略会議開催をいたしましたとこ

ろ，会長さんをはじめ皆様方には大変お忙しい中，また大変暑い中御出席を賜りま

して誠にありがとうございます。

本来でしたらこの会議，７日に開催をする予定だったわけでありますが，台風５

号，場合によっては徳島を直撃するのではないか，こうした予想もありましたので，

延期をさせていただきまして，今日となったところであり，大変御迷惑をお掛けい

たした点については，深くおわびを申し上げたいと存じます。

さて，このたび，任期替えということがありまして，阿部委員さんをはじめ10名

の委員さん方には引き続きどうぞよろしくお願いを申し上げたいと存じますととも

に，新たにお迎えをいたしました，今日御出席では久岡委員さん，そして三木委員

さん，どうぞよろしくお願いを申し上げたいと存じます。

さて，今，国・地方をあげて共通の課題，これはまさに地方創生・本格展開，そ

して加速の年，このようになったところであります。しかし，平成27年，５年に１

度の全国一斉の人口調査，国勢調査が行われ，そして大正９年からこの調査は行わ

れてきたわけでありますが，一度も人口が減ったことのない大阪府がとうとう人口

減少となりました。

その一方で，東京をはじめとする千葉・神奈川・埼玉いわゆる東京圏は，何と51

万人も人口が増えたんですね。つまり,「東京一極集中の是正だ」このように地方

創生，国が旗を振ったわけでありますが，なかなかそのようになっていないという

のがまさに今の現状というところでありまして，東京の一極集中をいかに是正をす

るのか，そして同時に，地方の魅力をいかに高めていくのか，そして人の流れを，

東京をはじめとする東京圏から地方へと，こうしたところで例えば徳島県におきま

しては，「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」これを作り，ちょうど今年がその

折り返しの年度となっているところでもありますし，もとよりこれは地方創生のい

わば本県のバイブルとなっているわけでありますが，県政全体の話となりますと，

こちらについては 「新未来『創造』とくしま行動計画」と，これはちょうど折り

返しを過ぎたところとなったところでありまして，これらの計画の事業が着々と予

定通りに進められているのか，よく昨今ではＰＤＣＡサイクル，このようにも言わ

れ，ただやりっぱなしでは駄目だ，きっちりとそれについてチェックを，できれば

第三者機関の皆さん方に行ってもらうべきだ，このように言われるところでありま

して，まさにこの県政運営評価戦略会議，こちらがその役割をお願いいたしている

ところであります。

ということで，実は大変矢継ぎ早の開催となってくるところとなりますが，今申

し上げました行動計画では，あと今日を含めて更に３回ですね，さらにはもう１つ

の「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」こちらについては，１回皆様方にその事

業の進捗について，大所高所から御検討を頂くこととなっております。

こうした意味で，徳島としては更にこの戦略会議，より進化をさせていこうとい

うことで，今年度につきましては，より皆様方から頂いた点を直接反映をしていこ

うと，こうした形で現場主義をはじめとする皆様方の御意見をしっかりと取り入れ
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ていきたい，このように考えておりますので，是非お気づきの点につきましては御

遠慮なくお話をいただければと思います。

それでは会長さん，今日の戦略会議どうぞよろしくお願いをいたします。

■議事１：「新未来『創造』とくしま行動計画」の評価について

（会長）

本日は今年度最初の評価になりますので，議事に先立って「新未来『創造』とく

しま行動計画」の評価の方法について，事務局から説明をお願いした後，議事１の

「新未来『創造』とくしま行動計画」の基本目標１及び２の評価を行いたいと思い

ます。

（評価検査課長）

「新未来『創造』とくしま行動計画」の評価方法について説明（資料１）

（会長）

ありがとうございました。事務局から補足説明がありましたが，３月の会議で協

議しました資料の記載内容，内容だけではなく評価の基準にも関連するところでご

ざいますが，ここにつきまして変更がございますので，委員の皆さんにお諮りして

確認しておきたいと思います。

成果重視を反映したこのマトリクス表の区分，これは従来のまま変更するもので

はございませんが，この基準を参考にしつつも，必ずしもこのＡ・Ｂ・Ｃの区分通

りでなくとも，この会議の場で皆で決定するという趣旨で，マトリクス表と異なる

評価になるというのも了とするというような形で，評価をしていきたいというふう

に考えております。

３月の会議での協議内容，評価の方法といいますか，基準から変更になりますの

で，ここで委員の皆さんの了解を得ておきたいと思うんですが，このような形でよ

ろしいでしょうか。

つまり，資料１の（３）評価基準のところにＡ・Ｂ・Ｃの基準がマトリクスであ

るわけですけれども，この場で皆さんと議論した上で合意が得られれば，これとは

異なるような，例えばここにＡとあってもＢ，あるいはここにＣとあってもＢみた

いな，そういうふうな評価を行うということでございます。いかがでしょうか。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。

続きまして，それではただいまから「新未来『創造』とくしま行動計画」基本目

標１の評価に入りたいと思います。

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１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。
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（総合政策課政策調査幹）

基本目標１の概要説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

（会長）

ありがとうございました。

次に，基本目標１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いたし

ます。

（Ａ委員）

それでは，案につきまして御報告させていただきます。本来ですともう少しゆっ

くりお話しさせていただいたらいいんですが，時間の都合がありますので，全ての

項目ではなく，幾つかのポイントのところだけピックアップしてお話しさせていた

だきたいと思います。それともう１つですけれども，どちらかというとＡ・Ｂより，

ちょっとＣを中心にということになってしまいますので，御了承いただきたいと思

います。

まず，10ページ・11ページのところになります。主要施策３「ユニバーサルデザ

インによるまちづくり」というところですが，番号で言いますと23番，それから26

番というところになりますけれども，23番の一番下のところのパーキングパーミッ

ト利用可能駐車台数については，実績値が一応増加ということにはなっていますが，

ただ伸び率が低いのと，それから目標達成されていないというようなところと，そ

れから26番についても，こちらのユニバーサルデザイン表彰数に関しては，目標を

達成されていないということと，それから実績値もちょっと減少ということになっ

ておりますので，Ｃ評価ということになっております。

それから25ページ，主要施策４「日常生活の自立支援」，番号で言いますと55番

というところになります。実績の問題，それから目標達成の問題，いずれにしまし

ても，特に実績値がちょっと減少というようなことになっておりますので，こちら

についてもＣ評価ということになっております。

それから29ページから31ページのところ，主要施策２「『頑張る中小企業』の取

組推進」のところになりますけれども，番号で言いますと62・63・64番の項目にな

ります。それぞれの項目につきまして，H28年度の目標が未達成であるということ

と，なおかつ実績値が前年より減少しておりますので，こちらについてもＣ評価と

いうことになります。

ただ，全体的なここの項目については，徳島県の問題だけではない外部要因等も

あるかと思いますので，その辺についてはまた御説明いただければというように思

っております。

それから，32，33ページのところになります。主要施策３「雇用の場の確保」の

ところですが，番号で言いますと70番というところで，こちらについては，実績値

については増加しているんですが，目標に関しては未達成ということになっていま

すので，こちらについては他のところの項目とも総合的に考えてＢ評価ということ

にしております。

それから，その次の34ページから37ページにかけて「就労支援と職業能力開発の

充実」のところになりますけれども，こちらについても71・72・74番辺りですけれ
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ども，この辺については全て目標を達成できていないという問題，それから77と78

番ですかね，この辺については前年よりも実績値が減少しているということもあり

ますので，なおかつ目標値も未達成ということになっていますので，ここでは一応

Ｃ評価ということにさせていただきたいと思います。ただ，こちらも先ほどの「『頑

張る中小企業』の取組推進」のところと同じような本県以外の要因等もあるかと思

いますので，また御説明いただければと思います。

それから45ページ，「病児・病後児保育の充実」，番号で言いますと97番になりま

す。ここは実績値のところが前年より１つ増えて21市町村になっていますが，目標

は達成できていないということで，ただ今後の取組方針のところが市町村での取り

組みを支援するという，ちょっと漠然としたことになっておりますので，もうちょ

っと具体的にお話しいただければというふうに思います。

それから，もう１つ，48ページ，「子どもの貧困対策の推進」になります。103番

ですけれども，子どもの貧困のテーマになりますが，ここについても目標値が未達

成の項目が多くて，なおかつ前年より実績値が減少している項目がちょっと多いの

で，こちらについてもＣ評価というふうにさせていただきたいと思います。

それ以外のところについては，概ねほぼＡが付いているのではないかと思います

ので，ちょっとそちらについては省略させていただきます。一応以上になります。

（会長）

はい。ありがとうございます。それでは，これから委員の皆さんに御意見，お伺

いしていきたいと思うんですが，まずは，ただいま説明がありました過程で，Ａ委

員さんから説明が欲しいというのが幾つかございましたので，そこから始めたいと

思います。

29ページの「『頑張る中小企業』の取組推進」に関連して，実績は足りないんだ

けども，その要因として外部の要因があるのではないかということで，その辺りの

説明が欲しいというのがございました。

さらに，34ページの「就労支援と職業能力開発の充実」，こちらの施策に関して

も同じように外部要因があるんだろうと，何か説明が欲しいというふうなことがご

ざいました。

そして，45ページ，こちらは「病児・病後児保育の充実」でございますけども，

これは特に番号の97番について，その今後の取組方針，もう少し具体的なことを知

りたいというふうなことがありました。

以上まず３点から，もし担当課などから御説明いただければと思うんですが。

はい。お願いいたします。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。まず，会長の方からお話がありました資料29ペー

ジ，項目で言いますと61番の項目でございます。その中で，今徳島県の輸出企業数

が思うように伸びていないといったところで，27年度の計画数値106社に対しまし

て実績値が92社という状況になっておりますが，今現在，県内，外需を獲得してい

こうと，県内経済を良くしていこうということで，県内企業の輸出をしっかりと応

援しているところでございますが，なかなか県内企業の中でも輸出に適した企業と
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適していない企業というのがありまして，自らは輸出はしていないんですけれども，

間接的に国内の商社を経由して輸出している，間接輸出の状況もあるわけでござい

ます。

この実数がなかなか計画通りに伸びていない状況としましては，輸出に取り組む

企業が現段階である程度固定化してきているといったようなところもあります。輸

出の方法につきましても，自らが外部の商社あるいは海外に支店を置く中で，物流

・商流に乗せていくというふうな方法もあるわけでございますが，それぞれ個人的

な，通信販売的な取引の中で輸出をしているといったような状況があるわけで，今

現在ここに載せている数字というのは，やはり海外の宅配便等で送る部分について

はなかなか把握できないところでございますので，実際に港等を使って荷物を出し

ていると，こういう実数を把握しているところでございます。

今，ヨーロッパの方も自由経済に段々入ってきていますので，これからが正念場

だというふうに考えておりますので，県内企業にしっかり稼いでもらうために，こ

の辺りの輸出については，今後ともしっかり力を入れてきたいというふうに考えて

おります。

次に62番，ビジネスマッチングの促進を図っていくというところで，「取引成立

額」が平成28年度の計画値が２億2,000万に対しまして，２億1,400万と，若干計画

値を下回っている状況でございますが，ただ徳島県，この前ドイツのニーダーザク

セン州と10周年の友好提携を結んでおりまして，これを機に昨年ドイツのハノーバ

ー・メッセ，さらにはその前段階として開催されました電子機器の世界最大の見本

市でありますＣｅＢＩＴ（セビット）等といったところにも，県内企業のための出

店のブースを構えまして，そういう海外の売り込みの場を設定したところでござい

ます。

その他，海外の大使館等を対象にしまして，ＬＥＤ製品を中心に海外販路開拓と

いったところも，今現在力を入れているところでございまして，今後そういうふう

な世界情勢を背景にしまして，この売り込みに力を入れていこうというふうに考え

ていますので，実績値についてはこれからどんどん上がっていくのではないかとい

うふうに考えております。

それから，次に「就労支援と職業能力開発の充実」で，まず71番のところで，テ

クノスクール３校体制における訓練生の資格取得数，これが計画値が5,900人に対

しまして5,849人といったような状況になっております。この状況でございますが，

実際，県下のテクノスクールを使いまして，在校者に対する訓練，あるいは委託に

よりまして離職した方々を対象とした委託訓練と，この２種類を展開しておりまし

て，今そのテクノの方の実際の資格取得数ですが，合格率につきましてはテクノス

クールの在校訓練で85％，そして委託訓練の方で，企業に委託して訓練してもらう

訓練でございますが，これが97.3％といったところで，ほぼ資格の合格率について

は上限まで達している状況でございます。

計画値のところで，計画策定段階のところで，年間ある程度，定数的に伸びてい

くような計画をしておりますが，今現在人口が減っていく中で，テクノスクールの

入校者数もちょっと頭打ちな状況でございますので，今の状況からすると，資格取

得率というのは，ある程度合格点の範囲で推移しているのではないかなというふう
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に我々は考えております。

それから，74番のところの数値目標の達成度が△（未達成）となっている，とく

しまジョブステーションを活用した就職率で，28年度計画値37％に対しまして，実

績値が27.7％といったような状況になっております。これもちょっとこの数値が悪

いので，言い訳ではないんですが，よくよく調べてみますと，とくしまジョブステ

ーションは労働基準局，それから県の若者を対象にしました相談窓口，これを複合

的に組み合わせたような支援・相談機能でございまして，そちらの方に実際徳島労

働局の方にも相談がかなりいっていて，これまでの実績値を確認しますと，電話相

談でありますとか，そういった簡易の相談も相談件数に含めてカウントしていると

いったような状況で，非常にその率が低くなっておるんですが，実際に来所されま

した相談者のみでこれを母数として計算しました場合，平成28年度の就職率は53.3

％ということで，過半数以上が就職している状況になっております。

今後とも，非常に今売手市場で，企業側にとっても人材不足，これが深刻化して

いる中で，働きたい人を確実に企業に就職してもらうと，こういった取り組みをし

っかり進めていきたいというふうに考えております。

続きまして，37ページの77番，若年者企業面接会等の参加における就職内定率，

これも計画値24％に対しまして，実績値が14.7％というところで，芳しくない数値

となっております。ここの状況につきましては，今現在就職活動のタームが非常に

短くなっている中で，いかに若者に対して県内企業の情報をしっかりお届けできる

のかといったところが，今現在の課題でございます。

人口減少に伴いまして，労働力が減少していく中で，かなり売手市場になってい

て，若年者の就職希望者につきましても複数の企業に面接試験を受けているといっ

たところで，実際の就職面談会にも，もうそういうふうな決まっているという状況

でお越しになる方もたくさんおいでになります。そういった中で，実際の結果とし

ては，こういうふうな低い数値にはなっておりますが，今後我々としては実際の就

職に当たった４年の学生さんじゃなくて，在学当初から，例えば大学１年とか，そ

ういう早い段階から県内に優れた企業がたくさんありますので，そうした魅力を大

学生の皆さんにお届けすることで，若い，早い段階からの県内企業への就職といっ

たものの働きかけを強化していきたいというふうに考えております。

これちょっと数値が悪いのですけれども，今後はそういった取り組みを強化する

ことによりまして，少しでも目標達成に近づけていくのと，参加者につきましても

ある程度厳選した形で絞り込むことによりまして，この率の向上というものにも取

り組んでいきたいというふうに考えております。

商工労働観光部からは，以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。続きまして，お願いいたします。

（県民環境部）

県民環境部でございます。37ページの78番でございますけれども，この中の「就

労意欲があるにもかかわらず就労できないひとり親家庭の親及び子に対して，技能

や資格を習得するための講習会や自立支援プログラムの策定を実施して，就労を支
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援する」というところでございますけども，この件数が49件で，昨年よりちょっと

減っている中でございますけども，これにつきましては労働意欲があるにもかかわ

らず就労できないひとり親家庭に対しまして，仕事と子育てを両立する上で直面す

る困難や就労経験の不足などの問題点を，関係者と連携しながら解決し，それぞれ

のひとり親家庭が置かれている状況に即した支援を行いながら就職へつなげていく

ことで，自立支援を行うものでございます。

特にこれにつきましては，各福祉事務所に配置されました母子・父子自立支援員

20名，及び母子家庭等就業・自立支援センターのひとり親支援員によりまして，児

童扶養手当等受給者の希望や実績に応じた自立支援プログラムを実施しまして，ハ

ローワークとも連携しながら，この一人一人に即した形で就労につなげていくとい

う形で取り組んでいるものでございます。

実際にこのプログラムの策定に参加した方々につきましては，昨年度73名の方が

おりましたけれども，この年度内において成果が出た方が49名ということでござい

ます。ただ，この事業につきましては，年度をまたがって就職に就かれる方等もご

ざいますので，若干この数字につきましては年度を越えましても変動するものでご

ざいます。今後とも積極的に，こういう活動を通じまして自立支援に努めてまいり

たいと考えているところでございます。

続きまして，45ページの97番になりますけれども，こちらにつきましては，病児

・病後育児事業の推進と合わせた看護協会及びファミリー・サポート・センター体

制等との連携によります病児・病後児サポート事業の実施によります，全県的な病

児・病後児の受入れ環境を整備するものでございます。

これにつきましては，今現在24市町村のうちの21市町村ということになっている

わけでございます。この事業につきましては，特に病児・病後児の保育につきまし

ては，病気の子どもの一時預かりや保育中に体調不良となった児童への緊急対応を

行うことによりまして，保護者の子育てと就労の両立を支援することによりまして，

健全な育成に寄与することを目的とするものでございます。特に病気の回復に至ら

ないで，当面病状の急変が認められた児童を施設で一時的に保育する病児型対応，

それから病気の回復期にある児童で，集団保育が困難な児童を専用施設で一時的に

保育する病後児対応型，更に保育中に体調不良となった児童を実施保育所の医務室

等で一時的に保育する体調不良児対応型，また看護師等が医療機関等と連携しまし

て，対象児童の自宅に訪問する対応型といったことで対応しているところでござい

ます。

昨年度につきまして，残っておりますのが上勝町・那賀町・牟岐町の３町でござ

いまして，特に牟岐町におきましてはファミリー・サポート・センター事業で一般

家庭の訪問等に行うなど，別の体制で既にこの事業にかわるものを実施していると

ころでございます。

また，那賀町につきましては，今現在この制度について検討をしているという状

況でございます。

なお，上勝町については今現在のところではニーズがないという状況で伺ってお

りますけども，いずれにしましても，県といたしましては，この体制をしっかりと

各市町村において整えていただくように，今後も更に今までのような取り組みの中
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で展開をしてまいりたいと考えております。

それで，今後につきましてもこの展開に向けましては，広域実施の推進であると

か病児・病後児サポート事業の活用など，それからファミリー・サポート・センタ

ー事業におけます病児緊急時対応強化事業の拡大とか，過疎地域等での開設に取り

組む市町村への県単独補助などに取り組みまして，積極的に全市町村で設置がされ

ますように取り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

（会長）

では，すみませんが手短にお願いいたします。

（商工労働観光部）

資料30ページの64番の項目で，ＢＣＰの策定率が低いということで△（未達成）

というふうになっているわけでございますけれども，このＢＣＰの認定計画という

のは，実際ＢＣＰというのは策定しても届出だとか申請が不要ですので，実態につ

きましては，企業の申告によって上がってくるということになっています。

実際のアンケートによりまして，我々が把握しているのは200社以上の企業があ

るわけでございますけども，その中で我々は，優れた計画，他県の，他の企業のモ

デルとなる計画を認定していこうということで，この認定制度を推進しているとこ

ろでございます。

計画支援２社に対しまして１社という状況でございますけども，今後南海地震あ

るいは断層型地震といったところも出てきますので，こういったところをしっかり

認識しながら，ここら辺の認定企業，他県のモデルとなる企業づくりもしっかり取

り組んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。

（会長）

Ａ委員さんいかがでしょうか。重ねて確認しておきたいことなどは，よろしいで

しょうか。

（Ａ委員）

はい。とりあえずは。

（会長）

はい。他，委員さん方で多分いろいろ御意見あろうかと思いますが，何なりと，

どこからでもいただければと思います。

はい。Ｂ委員さん，お願いします。

（Ｂ委員）

10ページ，11ページの「ユニバーサルデザインによるまちづくり」についてなん

ですけれども，Ａ委員から御指摘ありましたように，23番と26番のところで目標が

達成できていないというような状況ではあるかと思うんですけれども，他の項目に

つきましては目標達成をしているということと，あと今後の取組方針につきまして
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も効率的にするように考えてくださっています。

特に，26番のユニバーサルデザインの表彰数というのが実績値として上がってい

ないというところは，どちらかというと成果目標ではないというような気がします

ので，ここの目標達成，未達成のところがあんまり重みがないのかなというような

気がしています。ですので，評価としてはＢ評価にしてもいいかなというふうに私

は考えておりますが，いかがでしょうか。

（会長）

はい。ただいま重点戦略１の主要施策３「ユニバーサルデザインによるまちづく

り」に関して，評価の案ではＣというところだったんですが，内容をいろいろ検討

するに，Ｂに変更してはいかがかという御意見が出ましたが，いかがでしょうか。

はい。

（Ｂ委員）

少し補足ですが，評価案を出すときに，私もそうなんですけれども，先ほど冒頭

で御説明いただいた通りに評価基準というのがＡ・Ｂ・Ｃという，どちらかという

と機械的に出るようなことになっています。いろんな項目がある中で，項目数が少

ない主要施策と多い施策というのがあって，その中で１つの目標の未達成が全体に

及ぼす影響が大きいというものと，そうではないものが存在しています。

その中で，もちろんその基準に則ってっていうことがあるんですけども，やっぱ

りこれは機械的にするというよりは，全体を総合的に見てっていうのと，今後どん

な方針でやっていってるのかというところに重点を置いて評価すべきかなというふ

うに考えておりますので，資料１の文言を，冒頭の御説明で文言を変えていただい

たのも，多分私がいろいろそういうことを申し上げたからかと思います。御迷惑を

お掛けいたしておりますけれども。

そういったところで，やっぱり総合的に判断して，人が住んでいるところですし，

人が生活している中でどんなふうなまちづくりがされていっているかとか，どんな

ふうに計画が進んでいっているのかっていうのは，この中で我々だけがっていうわ

けではないんですけども，今のところはこの中で話合いをして案に加えて，こうい

うところのこういう見方をしたらこういうふうに評価できるよということを議論で

きたらいいのかなというふうに思っております。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。お願いします。

（Ｃ委員）

この項目は，23番のパーキングパーミット利用可能駐車台数が△ということ，あ

と26番のユニバーサルデザイン表彰数が△と，こういうことでＣ評価かというふう

に思いましたけれども，今Ｂ委員の方からもお話がありましたけれども，私もＢ評

価でもいいのではないかというふうに思いました。

というのは，パーキングパーミット，いわゆる利用証を発行するといっても，相
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手の企業もありますし，そういうことも含めてこれから県民の理解やさらには事業

所の協力が不可欠であるという課題を掲げて，これから取り組みをもっと進めてい

くのだというふうなことも課題として出されておりますので，ここのところはもう

少し努力を頂くというふうなことも含めて，もう少しＣというよりは，Ｃの評価は

もう全く駄目ということでございますので，それならばＢにして少し頑張っていた

だいたらと思うところです。

それから26番も，いずれにしても表彰ですから，これもやはり表彰するというこ

とについては企業側の努力ということもありますので，14件に向けて努力をしてい

るというふうなことで，前年度よりは下がっておりますけども，そういうことも含

めれば，ＣよりはＢにしてはどうだろうかというふうに思ったところです。以上で

す。

（会長）

はい。ありがとうございます。援護射撃がありましたが。

はい。どうぞ。

（Ｄ委員）

私も評価はＢでいいと思います。やっぱり先ほど冒頭でＢ委員もおっしゃいまし

たけど，全体で考えて，単なる輪切りにするんじゃなくて，考えるということが非

常に大事なことでないかなというふうに思いますので。数字的に見てもそんなに厳

しい状況ではないので，Ｂでいいのでないかなというふうに思います。

（会長）

はい。では，Ａ委員さんよろしいですか。はい。

では，この重点戦略１，主要施策３「ユニバーサルデザインによるまちづくり」

は評価案から変更しましてＢという評価にしたいと思います。

他に御意見いかがでしょうか。はい。どうぞ２つ。

（Ｃ委員）

２点あります。33ページと45ページ，まず，「雇用の場の確保」のところで，33

ページの70番が△になっております。この関係でＢなんですけれども，27年度は

10,082人， 28年度が10,214人と，こうなっておりまして，28年度が未達になって

いるということなんですね。ここは分母が少ないものですから，やはり１つここが

△になりますと，Ｂになってしまうと。

ここが○（ほぼ達成）の場合は，Ａになるんですね。27年度，28年度の実績をト

ータルいたしますと20,296人と。計画は19,900人ですからトータルすると計画を達

成，２年間で言うと達成をしているというふうなことからすると，△というよりは

○にいたしますと1.8になるんじゃないかと思うんですけども，そうなるとＡ評価

に変わっていくのではないかというふうに思います。間違っていたら，また御指摘

ください。

それから45ページですけれども，ここも分母が少ないんですね。分母が２つしか

ありませんから，ここも病児・病後児保育実施市町村数で22市町村が21市町村にな
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っているということで，１つがクリアできなかったということなんですけども，上

勝の場合はニーズがなくて，これからしっかりと指導していくというふうなことや，

那賀についても制度検討を進めていくと。牟岐についてはファミサポとの連携と，

こういうことで，ファミサポも広域連携というのができあがっているというふうに

お聞きをしておりますけれども，そういうことからしますと，45ページはＣ評価と

いうよりはＢ評価でいいのではないかというふうに思います。以上です。

（会長）

はい。追加で御意見あれば，お願いします。

（Ｅ委員）

45ページのところですが，やはりその項目がこれに限られているということでＣ

評価になっているのかなと思うんですけれども，先ほどＣ委員さんもおっしゃった

ように上勝でニーズがない。私は上勝町の顔ぶれが，ある程度分かるんですけれど

も，やっぱりニーズがないのが現状だとすると，そこに無理して設置するというよ

りはやっぱり，その現状を把握する段階でいいのではないかなというふうに思いま

すので，ここはＢでいいのではないかなというふうに思います。

（会長）

はい。いかがでしょうか。２か所，御意見ありました。１つが32ページ，33ペー

ジの重点戦略３の主要施策３，「雇用の場の確保」についてでございますが，こち

らはＢとなっているんですけれども，Ａ評価の方がふさわしいのではないかという

のが１点。

そして，もう１つが，重点戦略４の主要施策５，「病児・病後児保育の充実」に

関して，Ｃという評価案でございますが，こちらをＢに変更してはどうかという意

見ですが，いかがでしょうか。はい，どうぞ。

（Ｆ委員）

主要施策３の「雇用の場の確保」のところなんですけれども，33ページの番号70

番，介護保険サービス事業所の従事者数ですね。これが27年度は目標を，実績値が

クリアしたけれども，28年度は目標を下回っていると。というところで△なんです

が，そもそもの27・28・29・30の事業計画で，27～28年度が9,300人から10,600人

と相当増える計画になっていますよね。その後28～29年度は300人とか，29～30年

度は400人と，大体300～400人ずつ増える計画なのに，28年度が1,300人増えるとい

う計画に，その後のペースに比べると，かなり多めな計画になっているんですが，

そもそもそこがなぜこのちょっと多めの計画に急になっているのかというところ

を，教えていただければと思います。

（会長）

よろしいですか。はい。
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（保健福祉部）

保健福祉部の方から御説明申し上げます。

計画上は今後の取組方針にも書いてございますように，介護職員につきましては

処遇改善制度というのがございまして，介護職員につきましてはちなみに平成28年

度の賃金構造基本統計調査によりますと，産業の平均が大体33万3,700円なんです

けれども，福祉施設の介護員につきましては22万8,300円。ホームヘルパーさんに

つきましては22万8,500円ということで，約10万円ほど低いということがございま

して，介護職処遇改善制度を活用して，職員の参入を増やすという計画をしており

まして，例えば加算，平成21年度には15,000円，平成27年度には12,000円，平成29

年度には10,000円ということで，平成27年当初27,000円の大きく加算ができるとい

う見込みを立てておりまして，参入数が多いだろうということで想定しておったん

ですけれども，実際，今現在全事業所の加算の状況を見ますと約80％までしかなっ

ていないということで，それがまず第一の原因であろうというふうに考えておりま

すので，今後その介護保険制度にございます処遇改善制度の周知を行って，事業所

に対して指導していって，参入の介護員を増やしていきたいというふうに考えてい

ます。ですから，当時の人数の増加の要因につきましては，そういう加算制度が新

たに増えるということが決まりましたので，それを想定して計画を立てていたとい

う状況でございます。

以上でございます。

（会長）

はい。

（Ｆ委員）

今の説明ですと，加算制度が実際に想定したよりもうまく働かなかったというこ

とであれば，当初の想定が目標値をちょっと高く置きすぎたということなんで，実

績も27年と28年度は10,082人から10,214人と増えておりますから，それらを考えれ

ば主要施策３も評価はＢじゃなくてＡでもいいかなという感じになってきましたけ

ども。

（会長）

はい。その他，御意見，この２つの施策の評価の変更についていかがでしょうか。

変更するというのでよろしいですか。では確認いたします。

まず，重点戦略３，主要施策３「雇用の場の確保」はＢからＡ。そして重点戦略

４，主要施策５「病児・病後児保育の充実」はＣからＢというふうに変更したいと

思います。

その他に御意見・アドバイス・御提言など含めて，評価，もちろん評価の変更も

含めていかがでしょうか。はい。

（Ｄ委員）

評価は問題ないんですけど，今後の取り組みとして，46ページのワーク・ライフ

・バランスなんですが，いつも夜10時とか11時にこの国道55号を通りますと，県庁
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いつも灯が付いているんですよね。何かちょっと用事があって携帯に電話しても，

今県庁でいらっしゃるとかいう話があったりして。

今，国も働き方改革をしてますし，電通の問題もございますし，もう少しやっぱ

り帰って子育てということが大事だと思うんです。やっぱりお父さんお母さんがな

かなか帰ってこないっていうのも大変やと思うので，学校関係もそうなんですけど，

もう少し早く帰れるような，何らかの体制を。テレワークも大事だと思うので，何

らかの方策を考えて，県の方ももう少し早く帰れるようになったらどうかなという

ふうに。

（会長）

なるほど。ここには民間のといいますか，企業のことがいろいろありますが，皆

さんそもそも自分たちが働きすぎではないかという，「先ずは隗より」というとこ

ろかもしれないですが。もし何か県の方でのワーク・ライフ・バランスなりは。

はい。お願いします。

（経営戦略部）

経営戦略部でございます。非常に貴重な御提案ありがとうございます。確かに夜

遅くまで県庁の電気が付いていることもあるかと思いますけれども，今県の方では，

そういうようなワーク・ライフ・バランスを実現するというために，働き方改革と

いうのを進めておりまして，特に今年度は働き方改革推進方針というのを定めまし

て，全国的にですね，やはり本県の超勤時間，多いような傾向にございますので，

その超勤時間数ですとか，あと長時間超勤者数それから年休の取得日数，その辺り

の目標を掲げまして，それの達成に向けてやっているところであります。

その中で，お話にもありましたようにテレワークということで，モバイルワーク

とかサテライトオフィス，それから在宅勤務というようなこの三本柱で今テレワー

クも進めておりますところでありますし，また更に今年度からは座席を指定しない

フリーアドレス制とか，それから立ち会議というような制度を設けまして，いろい

ろな多様な働き方を進めているところでございます。

それから育児の方につきましても，知事をはじめ各部局長が，イクボス宣言とい

うのをやらさせていただきまして，トップマネジメントといいますか，管理職のマ

ネジメントを発揮して，風通しのいい，また職員が働きやすい職場づくりに努めて

いるところであります。

特に職員に子供が生まれた際には，いろいろ上司と管理職と，その生まれた職員

が話合い用の場を持ちまして，いろいろこういう休暇があるとか，育児休業をどう

するかとか，それからその後何年か先までのいろんな育児の計画とか，働き方の計

画とか，詳細にいろんな話合いをして，さらにはそういうようなのを所属全体で進

めていくような取り組みもしているところでございます。

これからも皆様方の御協力も頂きながら，県職員からまず率先してワーク・ライ

フ・バランスの実現に努め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，いかがでしょうか。はい。
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（Ｇ委員）

私も評価には関係ないんですけども，主要施策３の「子育て機能の向上」という

ところの，番号89番にシニア団体が行う子育て支援活動数ってあるんですけども，

具体的にどんなことをされてるのかちょっと知りたくて。結構回数も，114回，137

回と回数もあるので，具体的にどんなことをされているか教えていただけますか。

（会長）

はい。

（Ｃ委員）

関連しまして，85番のところの待機児童の解消なんですけども，実績が57人から

60人に増加しているわけですね。△は当然だと思いますけれども，特に先ほども出

ました女性の働き方にも関わるような，ここは大きな課題でマスコミなどでも大き

な注目を浴びたところなんですね。課題もさることながら，今後の取組方針として

は少し貧弱ではないかなというような気がしましたので，そこも併せてお願いした

いと思います。

（会長）

はい。

（県民環境部）

県民環境部でございます。先に89番，シニアの分でございますけども，シニア団

体が行う子育て支援活動につきましてでございますけども，内容といたしましては，

子育て支援活動を実施しておりますシニア団体には，主に55歳以上の方々を中心と

いたしまして構成されておりますボランティアグループや老人会，ＮＰＯなどがご

ざいます。

そういった方々の中で，特に28年度実績での活動内容といたしましては，地域の

子どもや親子を対象としました絵本の読み聞かせであったりとか，工作，ペープサ

ートの上演，それから田植とか稲刈り，餅つきなどの自然体験活動，それから地域

保育園の行事への協力参加であったりとか，そろばんとか習字の指導とか，勉強を

見るなどの学習支援と，こういった活動を行っていただいているところでございま

す。今後とも更にこういったことの働きかけについて，積極的にお願いをしてまい

りたいと考えているところでございます。

それから85番の待機児童の解消に向けてでございますけども，こちらにつきまし

ては今24市町村のうち，28年度現在では徳島市，それから石井町，北島町，藍住町

の４市町村でございまして，特にニーズの多いのが徳島市それから北島町，藍住町

といったころでございます。特にこちらにつきましても，それぞれの動向を調査す

る上で，各市町村担当と協力の上で，施設の整備であったりとか保育士の確保とい

ったことに取り組んできているところでございますけども，特に今年度につきまし

ては更に待機児童を解消すべく，各担当間での聞き取り調査を更に詳しく詳細に行

った上で，原因の分析などを行っているところでございます。それに併せました上

で，それにふさわしい対応策といったことをとっていこうと，今現在取り組んでい
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るところでございます。

なお，その支援の中身といたしましては，まずは保育所人材の確保対策といたし

まして，昨年度からは学生さんを対象にいたしまして，保育フェアといったものを

開催しまして，各大学，四国大学や文理大学におきまして説明会等を行い，学生さ

んの中から，保育現場に入っていただけるような体制を作っているところでござい

ます。

また職業体験といたしまして，学生の方から一般の方々を対象にいたしまして，

実際に県内の保育所での仕事体験をしていただきまして，そちらの方で興味を持っ

ていただいて支援をする。さらには，一般の方につきましては，そのまま就職を頂

くというようなことも支援をしているところでございます。

それから保育士の就職支援セミナーといたしまして，潜在保育士が現場復帰に必

要となる知識と技能についてもう一度学んでいただきまして，保育士としての再ス

タートが切れるような体制をとっていただくために，セミナーを開催し，支援を行

っているところでございます。

また，保育士の魅力アップ講座といったものも開催いたしまして，保育現場で取

り入れられている遊びであったりとか，保育士職の魅力を伝えるとともに，保育現

場への就職，職場復帰を促進するといった活動もしているところでございます。

さらに，保育士修学資金支援貸付事業等も行いまして，社会福祉協議会が実施し

ます保育士資格取得のための修学資金の貸付けなども行いまして，保育士の人材確

保などにも努めているところでございます。

そういったことを通しまして，あと地域の実情に合った形，また職場の実情に合

った形等も踏まえた中で，事業所内保育事業ですね，こういったものも進めまして，

実際に事業者さんが自分たちの職場に必要な人材確保をするための支援，それから

それに対しまして一定の地域の方も受け入れていただくような形も取った上で，解

消していこうと努め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。

説明は今のでよろしいでしょうか。これはもしかして評価はＡではなくＢという，

そういう話でしょうか。全体的，総合的に判断して主要指標が△，それ以外が◎（達

成）という今までとはまた別の，最も大切な指標が未達成で，しかも数値が増えて

いるのであればＡではなくＢと。そういう意味ではないと。

（Ｃ委員）

今後の取り組みが多岐に亘っておりましたし，丁寧に対応していくんだろうなと

いうふうに感じましたので，これから市町村含めて是非頑張っていただきたいとい

うふうなことで，私はＡでいいんではないかと思います。

（会長）

はい。分かりました。では，続きまして先ほどあったかと思うので。
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（Ｈ委員）

主要施策７「子どもの貧困対策の推進」，48ページ，103番です。項目自体がすご

く少なくてちょっと内容が見えてこないんですけども，評価はＣということで，と

りわけホームフレンドを派遣した世帯数の目標自体がちょっと大きいのか小さいの

かもよく分からないんですけれども，28年の実績値は６世帯となっています。これ

はホームフレンドを派遣したということは，登録件数自体，需要自体はあるんでし

ょうかね。どういう感じになっているのか，ちょっと教えていただきたいんですけ

れども。

（県民環境部）

県民環境部でございます。ひとり親家庭にホームフレンドを派遣した世帯数でご

ざいますけども，まずこの事業につきましては，ひとり親家庭に児童の訪問援助員

を派遣いたしまして，親との死別や離婚等によりまして精神的に不安定となってお

りますひとり親家庭の児童の心の葛藤や緩和など，心の支えとなるとともに，簡単

な生活指導や簡単な学習支援等を行うことによりまして，児童の自立心を養うこと

で児童の健やかな成長を支援しまして，ひとり親家庭の福祉の向上を図ることとし

ております。

28年度につきましては，この貧困家庭の連鎖を断ち切るために，経済基盤の弱い

ひとり親の子どもに対しまして，関係部局及び関係機関と連携をいたしまして，教

育・生活就労・経済にわたり総合的に支援しているところでございまして，ホーム

フレンドの派遣につきましては，児童訪問員でございますけども，こちらと依頼者

のマッチングがなかなか大変なところでございます。

現在20世帯ということで目標をあげさせていただいてるんですけども，なかなか

この要望数が少ないというところが現状でございます。それと実際には，こちらの

方に大学の方から，特に心理学等を専攻する学生さんにつきまして，派遣をしてい

るところでございますけども，こういった学校が県東部にあるということと，実際

の要望といたしましては県東部だけではなくて県西部・南部とあるということで，

なかなかうまくマッチングしていないというところも事実でございまして，この辺

も含めて，ニーズについては潜在的にはあろうかと思っておりますので，こういっ

たところにつきましては，特に児童扶養手当の届出の際とか現状把握の際に，更に

啓発をいたしまして，こういったところのニーズの掘り起こしなども積極的に行っ

ていきたいと思っております。その上で，更にマッチングをうまくした上で，こう

いった支援を行っていきたいと考えているところでございます。

（会長）

はい。よろしいですか。

そろそろ時間も随分経過してきたんですが，最初の方で確認を。ちょっとこれだ

け先に確認していいですか。

Ａ委員さんから説明が欲しいとあった，重点戦略３の主要施策２「『頑張る中小

企業』の取組推進」のところと，同じく重点戦略３の主要施策４「就労支援と職業

能力開発の充実」ですけども，担当課から説明を頂いた後に，その評価について確

認を忘れていたなと思ったので，評価はこれはこのままでよろしいということです
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か。何か説明を聞いて，やっぱり変更というのがあったりしたんでしょうか。

（Ａ委員）

そのままで。

（会長）

そのままですか。はい。分かりました。ありがとうございます。

はい。大丈夫です。では，お願いします。

（Ｆ委員）

38ページの主要施策「『攻め』の婚活支援」のところなんですけれども，これも

項目数は少ないんですけれども，指標が幾つかあるんですが，一番重要なのはです

ね，38ページの下から２つ目，要するに実際にいろんな支援をやって，カップルが

できたかどうかというのがこれがまさに結果の指標なんで，ここが一番重要だと思

うんですけども。

この出逢いの場等におけるカップル成立数というのは，多分結婚した，結婚が成

立した数ではないと思うんですけども，何をもってこのカップルの成立というのを

あげていらっしゃるのかというのがあまりよく分からないんですけれども。単にそ

のアンケートで「今後付き合っていきましょう」みたいなのを集計した結果がこれ

のような気もするんですけど，このカップル成立数の意味ですね。

（県民環境部）

県民環境部でございます。特にマリッサとくしまでの御利用につきましては，そ

れぞれ独身者の方に登録を頂いているところでございます。それで，個人個人のお

付き合いが始まった場合については，一旦その段階で登録を休止状態という形にさ

せていただくような形をとっております。

個人個人でのいろいろなイベント等はある中で，出会いが成立して，これからお

付き合いしますということになりましたら，一旦そこで登録を外させていただくと

いう形をとっておりますので，その段階でカップルにつきましては，カップルが成

立したという取扱いをさせていただいていると。

それで，もしそこで，不都合があった場合については，また登録を再開させてい

ただくという形をとっているわけなんですけども，そういったことでカップル成立

数といった形をマリッサの方では取らせていただいております。

今現在，その段階で成婚まで至った組につきましては，７月末の段階で３組とい

ったところでございます。

（Ｆ委員）

今のその３組というのが一番重要なところだとは思うんですけれども，まあ，で

もこれは一応お付き合いしようということになったカップルの数ということなんで

すね。
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（県民環境部）

そうですね。はい。お付き合いをしようとなった，若しくは今お付き合いをして

いるという状況だと思います。お付き合いが壊れた場合については，またもう一度

元に戻していただくような形で把握ができますので，そういうふうな形になってる

かと思っております。

（Ｆ委員）

分かりました。

（会長）

はい。100組のカップルで３という数字をどう捉えていいかよく分からないんで

すが，まあ，深入りするところではないと思います。

他，いかがでしょうか。はい。どうぞ。

（Ｂ委員）

お時間がない中申し訳ないのですが，ちょっと宣伝も加えさせてください。この

基本目標１の中で，学生たちに帰ってきてもらおうとか，県外から来ている学生た

ちを徳島で働いてもらおうというようなところも多く含まれていると思うんです

が，ＣＯＣ＋の授業がありまして，徳島大学・文理大・四国大・阿南高専・工業短

大の中で，今まで徳島で働いている，就職した人をプラス10％にしていきましょう

という目標を作っていまして，徳島の魅力を伝えて徳島で働くっていう，こんなに

いいんだよっていうことを学生たちにいろいろ教えているというところで，田村委

員さんも知事も，今度，集中講義でお世話になるんですけれども，そこの辺りでＣ

ＯＣ＋の取り組みっていうのも，是非大学からもっともっとしないといけないとは

思うんですけれども，そこともタッグを組んでいただけたらと思いますので，どう

ぞよろしくお願いいたします。

（会長）

はい。ありがとうございます。そろそろまだまだ意見はあろうかと思うんですが，

この辺りでですね，欠席の加藤委員さんから御意見を頂いていますので，こちらを

事務局から説明していただこうと思います。

（評価検査課長）

ただいまお配りしました追加資料を御覧ください。加藤委員からの御意見でござ

います。

まず，基本目標の１－１－４「公共交通の維持・発展」に関しまして，御意見・

御質問を頂いております。御意見といたしましては，公共交通の利用促進キャンペ

ーンの参加者のキャンペーン参加後のライフスタイル等への着目について，市町村

のデマンドバス運行実績の評価について，パーク・アンド・ライドの利用人数目標

の設定について，モビリティ・マネジメントの積極的な実施についてと。

御質問として，パーク・アンド・ライドの現在の継続状況について，モビリティ

・マネジメントの実施計画の有無について，以上の６点でございます。
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次に，基本目標１－２－１「移住・交流施策の推進」に関して御意見を頂いてお

ります。大学等の新卒者をターゲットとした移住ＰＲについて，週単位・月単位で

の移住方法の提案及び，移住先としての空き家の活用について，以上の２点でござ

います。

この他，ｖｓ東京を利活用した戦略の必要性について統括的な御意見を頂いてお

ります。

事務局からは以上でございます。

（会長）

はい。加藤委員からの御意見でございますが，パーク・アンド・ライドとモビリ

ティ・マネジメントについて質問がございました。これについて関係部局から説明

をお願いいたします。

（県土整備部）

県土整備部でございます。まず，「公共交通の維持・発展」につきまして，キャ

ンペ－ン参加者の後のフォローアップということで，御提言いただいてございます。

このことにつきましては，キャンペーン参加者の自動車からの転換，またライフ

スタイルの変化につきまして，県，国，市町村それとバス，鉄道事業者で構成いた

します徳島県生活交通協議会，この下部組織にワーキング部会がございます。こち

らの方におきまして，今年度から現状を分析するという作業を行っておりまして，

この中で御指摘の点につきましても，検討を進めてまいりたいと考えてございます。

それと，デマンドバス等につきまして運行実績なども評価にしてはどうかという

ような御提言でございます。このことにつきましては，県におきましては市町村か

ら提出された運行計画，これを確認の上，デマンドシステム等々につきまして支援

を行っているところでございます。実施主体でございます市町村におきましては，

運行実績の結果を踏まえまして，今後の運行計画の見直しを必要に応じてやってい

るところでございまして，運行計画の実施の評価ということにつきましては，市町

村の方で実施していただけるものと考えてございます。

次，２点目でございます。パーク・アンド・ライドの利用人数を目標にすべきで

はないかという御提言でございます。徳島県におきましては，ショッピングセンタ

ーなどを利用いたしまして，県内３か所におきまして，店舗利用型のパーク・アン

ド・ライドを実施しているところでございます。

この店舗利用型につきましては，ショッピングセンターの駐車場の一部を活用し

て実施しているところでございまして，駐車場の台数に限りがあることでございま

すので，今後につきましては，その実施箇所を拡大することで利用者の増につなげ

てまいりたいと考えておりますので，御理解願えたらと考えてございます。

次に，モビリティ・マネジメントの実施でございます。モビリティ・マネジメン

トにつきましては，自動車に頼っているという現状から，公共交通や徒歩などを含

めた多様な交通手段へ利用形態を変化していく一連の取り組みというものでござい

ます。

これにつきましては，先ほど申しました徳島県生活交通協議会のワーキング部会

におきまして，現状分析等含めまして今後の取り組み，利用，活用の仕方というこ
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とを検討してございます。御提言のモビリティ・マネジメント，こういう視点も含

めて今後検討してまいりたいと考えてございます。以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。

（商工労働観光部）

続きまして，商工労働観光部でございます。基本目標１－２－１「移住・交流施

策の推進」につきまして御提言を頂戴しております。現在徳島県におきましては，

県外に進学した大学生などのＵターン就職，さらには県外にお住まいの大学生のＩ

ターン，Ｕターン就職。これを支援する方策としまして，関西圏10大学と就職支援

協定を締結いたしております。

この中で合同の企業説明会でありますとか，大学で開催する就職説明会，それか

ら保護者説明会などにも県の方から出向きまして，きめ細やかな説明を行っている

ところでございます。また，大阪でのＵ・Ｉターン就職説明会，これを実施しまし

て，県単独あるいは四国４連携によりまして，就職のマッチングイベントを実施し

ております。

さらには，県内企業を実際に訪問いただく企業見学会，これはバスを用いたバス

ツアーでやっているものでございますけども，この開催でありますとか，就職支援

サイト「ジョブナビとくしま」を活用しまして，県内就職イベントの情報発信を行

うとともに，徳島県の奨学金返還支援制度，これを積極的に活用しまして，学生の

みなさんが自らの能力を発揮できる会社や仕事に出会う機会，これを創出いたしま

すとともに，県内企業に関する情報発信等を行っているところでございます。

今後ともこういった施策をブラッシュアップしまして，県外学生等のＵＩＪター

ン就職を支援してまいりたいというふうに考えております。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，そろそろ基本目標１の評価を決定した

いと思います。評価案から変更になりましたのは，３か所でございます。

まず１つ目，重点戦略１，主要施策３「ユニバーサルデザインによるまちづくり」

こちらが評価案ＣからＢへと変更になりました。

そして２つ目，重点戦略３，主要施策３「雇用の場の確保」，こちら評価案はＢ

でございましたが，評価としてはＡというふうに変更になりました。

そして３つ目，重点戦略４，主要施策５「病児・病後児保育の充実」，こちら評

価案はＣでございますが，評価としてはＢへと変更になります。

以上３点を変更して，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。それではそのように決定いたします。

次に，総合的な観点からの御意見・御提言へ移りたいと思います。基本目標１に

関して，ここまで27項目の主要施策についてＡ・Ｂ・Ｃの評価を行ってきたわけで

すが，基本目標を全体的に見て，こういうことに重点をおくべき，若しくは，ある

いは，このような観点を追加すべきなど意見・提言をいただけたらと思います。

先ほど，Ｂ委員さんからのＣＯＣ＋なんかもこちらに関わる御意見ということか
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と思います。まず，ここで評価案を作成いただいたＡ委員さんからいかがでしょう

か。

（Ａ委員）

この基本目標１については，テーマとしては「ふるさと回帰・加速とくしま」っ

てなってますけれども，ちょっといろんなテーマがいろいろ入り込んでいるんです

が，特に評価にも関わるところで言うと，重点戦略の３番の「しごとの創生」とい

う，多分ここが一番評価としても，あまりちょっと良くなかったところだと思いま

すし，それから相当重要であるというところもここだと思います。

つまり，一番はこれは考え方にもよると思いますけれども，最終的には雇用があ

るかどうかと，経済問題が一番重要になってくるかと思いますけれども，幾ら働く

意欲があるとか，地元に就職したいとか，徳島で頑張ってきたいと思ったとしても，

就職先がなかったとしたら，あるいは就職先がない状況で幾ら県が努力したとして

も，結果的には就職できないということになる。働かないという選択肢がないと。

自分で商売やれっていう言い方もできますけれども，そうでないということになる

と，結果的には大阪とか東京に出て行ってしまうと。

それで，その話になると最後はいかに雇用があるかと。雇用を作るってことが当

然大事だし，そのために県がやるべきこともたくさんあるかと思いますけれども，

だからといって全ての問題を県が努力すれば解決するというわけでも絶対ありませ

んから。

ただ，そこに対して，つまり企業に対して，いかに県が雇用を増やす，直接雇用

を作るというやり方もなくはないですが，今日的にはそういう手段は多分取らない

と思いますので，いかにして企業側に対して雇用を作っていくための間接的な努力

をできるかっていう，これはかなり限定された話だし，なおかつこれは徳島県独自

の問題でもないかと思います。日本全国のいわゆる東京以外と言ってもいいかと思

いますが，全ての地方と呼ばれるところが潜在的に持っている問題だし，なおかつ

この話は３年，５年で解決する，一応今回については４年計画ですけれども，４年

経ったら解決する問題ではないと思いますので，非常に大きな問題だし，そう簡単

には難しいということになるから，だからこそＣ評価という話にもなっていってる

かと思います。

だけれども，じゃあどうしたらいいかというところについては，簡単な答えもな

いかと思いますし，是非とも頑張ってくださいという，すごいいい加減な言い方し

かできないですけれども。ただ，そこの部分についてはより一層と。

それから，もう１つは短期的には今比較的景気がいいと。まあ，いいかどうかは

別として，悪くはない状況の中で，数値があまり良くないというのはちょっとまず

いかなと。

つまり，数値目標に関しては，４年計画の段階でどう考えるかっていう話。だけ

ど，毎年毎年景気動向というのは１年単位では変わりませんけれども，良くなった

り悪くなったりと。だけれどもっていう状況で言うと，比較的去年なんかはまあい

いと言っていい状況の中で，ちょっとあまり良くない項目が多いというところにつ

いては，それが先ほどもちょっとコメントさせていただいた，徳島県内独自の問題
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なのかそれとも日本全体の中で地方が持っている問題なのか，その峻別を是非とも

県にはしていただきたい。日本全体が持っている地方の問題が徳島にも影響を与え

ているという状況だったら，徳島県が頑張ったとしてもそんな簡単に解決できる問

題ではないとは思いますけれども。

ただ，徳島県独自の問題として，やはりこれはまずいというようなところがある

んだったら，そこは他の地方と呼ばれるような都道府県が頑張っているとかいうこ

とがあるんだったら，なぜ徳島県ができないのかというところについては，もう１

つ考えていただく必要があるかなと。とりあえず，ただ次の２つ目の問題にも絡ん

できますので，一応おおざっぱな話としてはそれ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。お願いします。

（Ｃ委員）

簡単に申し上げます。サテライトオフィスの関係ですけども，実態的には，増え

ているような印象ですけども，2013年，平成25年以降ぐらいからは横ばいになって

いるんですね。特に特徴的には，農山漁村地域に特化しているような状況になって

いるのではないかと思うんですよね。

特にサテライトオフィス，徳島県が何て言いますか，先鞭，先駆けといいますか

ね，取り組みを始めたわけですので，全国もそれぞれサテライトオフィスの取り組

みを進めておりますので，いわゆる誘致合戦のような形になっていると。

これからどういう特徴ある徳島県のサテライトオフィス，本社機能まで持ってい

けるのかどうかというところもありますけども，どう作っていくのかということが

やはりこれからこのサテライトオフィス，現行ではＡになっておりますけども，こ

れから年々危惧するような事態にはなりはしないかというふうなことが１点。

それからあと１点は，総合戦略の関係で，今日の資料の中にも市町村の連携であ

るとか，県と市町村の連携，市町村間の連携とか謳われておりますけども，過日ち

ょうど私の徳島地方自治研究所で，ちょうど折り返しを迎えておりますので，地方

版総合戦略の検証といいますか，都道府県と県内24市町村にアンケートを配布をす

ると。その打合せの際に，市町村の担当者にも御意見をお伺いしましたけれども，

隣の町がどういう総合戦略を持っているのか知らないというようなことも言われて

おりますし，連携が本当に取れているのかどうかということですね。課題の中にも

挙げておりますけども，今までも連携は多分取れていなかったんだろうというふう

に思います。

そういう意味では，この総合戦略，知事からも先ほど表明がありましたけれども，

やはり市町村間の連携，いわゆる市町村の中の連携ですね，それから市町村同士の

連携，県と市町村との連携という，そういうことを踏まえた上で，是非積極的に進

めていただきたいというふうに思います。以上です。
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（会長）

はい。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。はい。

（Ｆ委員）

よろしいですか。

（会長）

はい。お願いします。

（Ｆ委員）

「公共交通の維持･発展」のところで，国際ターミナル機能ができましたですよ

ね。あれができて，それを活用して具体的にどう変わっていくのかという具体的な

ところが，今ひとつはっきりしていないので，せっかく作った国際ターミナル機能

をいかに活用していくかというようなところを，具体的に是非県には進めていただ

きたいなと。

一方で，それは観光にもつながるので，徳島の観光の魅力をもっと引き上げると

いうのは，他の施策でどんどんもっとやっていただきつつ，それでターミナル機能

を活用して，来ていただく方を増やすという，その両面を是非お願いしたいという

ふうに思います。

（会長）

はい。ありがとうございます。他，よろしいでしょうか。

では，時間の都合もございますので，この辺りで次の議題に移りたいと思います。

続きまして，基本目標２の評価に移ります。

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２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２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した。

次に，基本目標２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いたし

ます。

（Ａ委員）

それでは，基本目標２につきまして案を説明させていただきます。コンパクトに

ポイントを絞ってお話させていただきます。

まず，１つ目は５ページになります。「地域経済の活性化」のところで，149番か

ら幾つか項目がありますが，特に149番，それから153，154，156番辺りについては，

目標がちょっと達成できていないと。それプラス154，155番については，前年より

実績値が減少しているということになっておりますので，この項目についてはＣ評
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価ということになっております。

それから11ページ，「経済好循環を支える基盤整備」についてです。169番ですけ

れども，ここについては評価しようにも，169番のこの項目１つしかありませんの

で，これが前年より実績値が減少し，目標も未達成ということになりますので，１

個しかないですけれども，これはＣを付けざるを得ないということになります。た

だ，ここはちょっと課題のところにありますが，解約された土地について売却を行

うとあるのですが，そんな簡単に売却できるのかなと，ちょっとそこが疑問に思い

ますので，またコメントいただければと思います。

それから16ページ，「ものづくり技術の高度化」の178，179番のところですけれ

ども，178番の競争的研究開発資金の採択件数というところ，これが目標を達成で

きてないのと，それから実績値が大きく減少しているということ，その下のものに

ついても減少していますし，それから179番の農業用アシストスーツの現場への導

入数についても，こちらについては前年がありませんが，ただ目標からは10台に対

して２台ということで，大きく目標に達していませんので，ここについてもＣ評価

ということになっています。

それから，17ページから19ページの「『もうかる農林水産業』の実現」のところ

で，180，181，183番辺りですけれども，この辺についても実績値が未達成という

ことと，それから18ページの一番上の180番のところですが，飼料用米の作付面積

が減少しているというようなところ，それから181番の「農地中間管理機構」等を

活用した農地集積面積について，これもこちらは増えていますけれども，目標値と

の差は大きくかい離しておりますので，平成30年の目標までに本当に大丈夫かとい

うようなところがありますので，こちらについてもＣ評価というふうにさせていた

だいております。

それから，25ページの「ブランド品目の振興とブランド産地の育成」のところで，

194番，それから27ページの198番ですけれども，198番はさっきの再掲かと思いま

すが，25ページの194番のところの３つの項目，下２つ，阿波尾鶏出荷羽数とそれ

からその下の阿波とん豚出荷頭数の方ですけれども，こちらについても未達成で，

上の阿波尾鶏出荷羽数については，これもほぼ横ばいながら減少ということになっ

ていますので，恐らくこの主要施策３番で言うと，ブランド品目の中の１つの大き

な目玉にもなるものだと思いますんで，目標からはちょっとかい離しているという

ことについては，何かコメントいただければというふうに思います。

それから，29ページの「ブランド育成に向けた研究開発と新技術の普及」の201

番ですけれども，農業用アシストスーツの現場への導入数がまた再掲で出てきてま

すので，この数値がちょっと平均値を下げているので，結果的にはＣ評価というこ

とになっております。ここはまた議論があるんじゃないかと思います。

それから，37ページの「６次産業化の促進」の221番ですけれども，六次産業化

法による「総合化事業計画」の認定数ですが，２年連続で未達成というようなこと

になっていますので，ここもＢ評価ということになっております。

それから最後に「『とくしまブランド』世界への挑戦」，40ページの227番のとこ

ろ，県産材の海外輸出量というようなところも未達成で，なおかつ前年より減少と

いうことになっております。県産木造住宅の輸出棟数については増えていますが，
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ただ目標とのかい離は大きくなっておりますので，ここも他の項目がクリアされて

いますので，Ｂ評価ということになっております。とりあえず以上になります。

（会長）

ありがとうございます。時間が押しておりますので，できるだけ担当課からの説

明ではなく，我々の議論に時間を割きたいと思いますが，幾つか質問として確認し

たいというのがあったかと思います。

まず，11ページの主要施策４の169番で，将来売却が本当にできるのかという点

と，あと29ページの主要施策４，番号201番の農業用アシストスーツ，これは大丈

夫なのかという質問ですかね。この２点，ちょっと手短に御説明いただければと思

います。

（県土整備部）

県土整備部でございます。169番の臨空用地の売却・貸付についてでございます。

これの現状をまず御説明させていただきますと，徳島阿波おどり空港に隣接します

海面につきまして，本県経済の活性化に資するということで，埋立て造成し，分譲

・貸付を行ったものでございます。

この面積につきましては，空港支援用地といたしまして３ha，それと物流施設用

地として5.5ha，それに加えまして発電施設用地として3.3haを造成したものでござ

いまして，このうち，物流施設用地5.5haにつきまして，平成27年度末におきまし

て全て売却・貸付を完了したところでございますけれども，昨年度に入りましてこ

のうち１社が約１ha強の用地につきまして解約をしたいという申入れがありまし

て，昨年の末をもって，１社約１haの解約となったところでございます。

今後につきましては，解約されました用地につきまして，徳島県に関係します物

流関係企業に対しまして，営業活動を行いますとともに，分譲又は貸付の公募を今

後実施したいと考えてございまして，できる限り早く，本県経済の活性化に資する

ような企業の誘致に努めてまいりたいと考えてございます。以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。

はい。お願いします。

（農林水産部）

農林水産部でございます。農業用アシストスーツの現場への導入数に関する御指

摘を頂いております。農業用アシストスーツでございますが，生産者の高齢化が進

む中で農作業の負担を軽減するための実用化に向けまして現地での実証であります

とか，研修会を通じて現場に浸透することを目標としたものでございます。

実績としては，28年度に初めて２台導入されました。具体的には，お米を運搬す

る際のアシスト器具を徳島市川内町の農家の方，また阿南市那賀川町の農家の方が

導入なさったということです。お米の袋を移動する際，30㎏とか60㎏とか重い袋を

置くとき，腰を痛めることが非常に多かったということだったんですが，このアシ

スト器具を導入して非常に楽になったというお声も頂いております。
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問題としましては，価格が数十万円するということでございまして，今申し上げ

た既に導入されているお米を運搬する際のアシスト器具の場合でも30～50万円する

ということでございます。今後は，今申し上げた実際に導入された方のお声を十分

お聞きし，農家の皆様方に周知をいたしまして，今後とも目標に向けて，取り組ん

でまいりたいと考え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委員さんよろしいでしょうか。評価はこのまま

でよろしいですか。はい。

それでは，議論ですがいかがでしょうか。この評価案に対しまして，特に評価案

から評価を変更するというところを中心に御意見をいただければと思うんですが。

はい。どうぞ。Ｂ委員さん。

（Ｂ委員）

先ほど御説明いただいた29ページのところなんですけれども，Ａ委員からもここ

は議論かなというお話がありました。ここを見ますと，農業用アシストスーツとい

うところだけが目標に未達というところですので，評価Ｂ若しくはＡでもいいかな

というようなところでございます。以上でございます。

（会長）

どちらがよろしいでしょう。

（Ｂ委員）

評価ですので，１つ未達というところがあって，まだ導入というのもどちらかと

いうと実験的な導入にとどまっていますので，Ｂ評価かなというところでしょうか。

（会長）

はい。評価をＣからＢへ変更してはどうかという意見ですが，いかがでしょうか。

はい。

（Ｃ委員）

農業用アシストスーツの項目が再掲で，△となっており点数を減らしてますけど

も，これを１か所にまとめたらいいんじゃないでしょうかね。29ページ，これを除

きますとＡになりますので。できてないのは16ページの方に集約をしたら，こちら

の方はＡになると思いますけども，ちょっと姑息な言い方で申し訳ありませんでし

た。

（会長）

どの事業をどこに位置付けるかというのは，計画を作成するところのことかと思

うんですが，総合計画審議会の方で，この事業は両方の施策に貢献しているという

ふうなところで挙げているんだとは思うんですが。なかなかそこは我々踏み込みに

くいというか，計画への意見としてはあるかもしれないですが。
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ただ，評価の観点というより，こちらの方には役に立っていないというふうな言

い方しかできないかもしれないですが。こちらから消すというのであれば。

はい。それで評価としてはいかがでしょうか。Ｃ委員さんもＢ。

（Ｃ委員）

私はＡでもいいと思います。

（会長）

Ａですか。いかがいたしましょう。Ａという意見も。29ページの方です。はい。

ぐるりと回ってＡ委員さんいかがでしょう。

（Ａ委員）

単に目標達成するという意味で言うと，じゃあどうすればいいかといったら，簡

単に言えば補助金を出せばいいのであって，それは多分そういう話ではないという

ことになると，基本的にマーケットに任せますっていう話になると，どこかの段階

で一気に誰かがドカンと買えばそれに基づいて価格が下がるので，一気に普及台数

は爆発的に増えると。その結果として，平成30年に20台というのはあり得る話だと

思いますけど，そこは全くよく分からないというか，現状でそういう見通しが持て

るわけではないので，ということになると，客観的にそのまま数字としては余りよ

ろしくないなという評価になってしまうと。ということになると，元に戻ると僕は

Ｃ評価という話になりますので，Ａ・Ｂ・Ｃあるんだったら真ん中を取ってＢでも

いいかと思うんですけど。

（会長）

なるほど。私としてはできるだけ全員一致，多数決ではなく，というところへ持

っていきたいんで。それではＢでよろしいでしょうか。

はい。ではこちら，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。Ｉ委員さん。

（Ｉ委員）

これは評価には関係ないんですが，一番最後の「『とくしまブランド』世界への

挑戦」，40ページの226番のジビエ料理のところですね。これは大学の食物科でも，

鹿肉とか，それから鹿革を使って何か商品化できないかというようなことが多分，

四国大学さんでも行われており，文理大学でも取り組んでいますので，非常にこう

いったところはこれからひとつの売りにできるんじゃないかなというふうに思って

います。

それとですね，ここの評価で，39，40，41ページで残念なのは，いわゆる227番

のところが，数値目標に到達していないということで多分Ｂだと思うんですが，こ

の目標の設定自体がかなりきついですよね，これね。例えば，県産木造住宅の輸出

棟数というので，平成28年度は15棟が目標で，実際は実績値が４棟なのかな。かな

り厳しいですね。だからこの辺り，ちょっと委員さん同士で振ってはいけないんで

すが，Ｊ委員さん辺りも林業の方のお話を聞かせていただいたら，ありがたいと思
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います。

（会長）

よろしいですか。

（Ｊ委員）

今，徳島県の方も主伐を架線とかを使ったりして，伐採の方をどんどんと進めて

いってくれているようなんですが，増産ということで，各事業体，林業事業体も増

えてもいって，仕事的には頑張ってやっていますが，なかなか増産をしていって，

木が海外輸出とか，もろもろ県内での需要があるかというと，木造住宅がどれだけ

県内でも建っているかというところも問題になってきますし，実際，木造住宅にし

ても県外で建てるとしても，どれだけのものが実際使われていくかというところが

問題になってくるので，今後やっぱり増産もしていきながら，どうやって使ってい

くかというところが問題になってくるのかなとも思っています。

それと，それに加えてなんですが，人材の育成ですね。やっぱり林業の方もなか

なか人材が不足していて高齢化も進みまして，現場での作業員等もどんどんと減少

してきておりますので，そういう点もちょっとまた今後の課題としては考えていっ

て欲しいなということもあります。

（会長）

はい。ありがとうございます。Ｉ委員さん，評価は。

（Ｉ委員）

でも，これやっぱりこういう数値目標を立てて，到達していないので，これをＡ

にというのはちょっと難しいかなとは思うんですけどね。まあ，でもある部分，非

常に◎がいっぱいあって，ここだけ△が２つでやっぱりＢというのはちょっと惜し

い気はしますけどね。評価に関してはもうやむを得ないと思います。

（会長）

はい。分かりました。他，いかがでしょうか。はい。Ｄ委員さん。

（Ｄ委員）

18ページの項目で180番になるんですけど，飼料用米の作付面積と，181番の「農

地中間管理機構」等を活用した農地集積面積，数値目標で言えばこれは本当に難し

い，対比で言えば△は仕方ないんですけど，まず飼料用米のほうから，現場の声と

いうことで言わせていただけましたら，飼料用米を作付けしたら今は補助金がある

ので，まあという部分があるんですけど，これがいつまで続くかという思いが農家

にはあります。飼料用米に少し先行きが見えないみたいな思いがあって，なかなか

飼料米の作付けに取り組めない。

それともう１点。やっぱり人が食べるお米を作りたいという思いが農家にはやっ

ぱりございまして，そういう面でやっぱりなかなか進まないという部分があるので，

先ほどＩ委員もおっしゃったけど，数値目標に対する評価ですので，数値目標がち
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ょっと大きいんじゃないかなみたいな気はいたします。

続きましてもう１点。農地中間管理機構で農地の集積というところも，中間管理

機構に貸し付けするという話なんですけど，徳島県は本当に土地自体が段差があっ

て，ほとんどが山が８割という県なので，濃尾平野とか関東平野みたいにフラット

な土地でしたら中間管理機構もすごく進むとは思うんですけど，徳島県で農地集積

するのはものすごく難しいと思うんです。

川内みたいなところでも段差がありますし，それと誰が作ってくれるのか分から

ないみたいな不安感があるのも，県民性としてあるんですよね。先祖伝来の土地を，

あの人には作ってほしくないみたいなのがあったりして。何か，そういう気持ち的

な部分も結構入ってますので。土地条件もあるし，県民性みたいなものもありまし

て，この数値目標がどういう設定か分からないのですけど，非常にこれは，あと２

年間待ってもなかなか現場の人間としたら，これはもうずっとこういう評価で進む

んでないかと。

でも，中間管理機構の方もすごく努力をしてくださってるんです。私もいろんな

ところで説明もお受けするし，知り合いにも勧めたりはするんですけど，でも皆さ

ん首をなかなか縦に振らないという状況ですので，やっぱり現場の状況から見たら

非常に難しい。でも，努力はしてくださっているので，ここまで努力したっていう

だけでも私はすごいもんやと思いますので，Ｂにならないかなと。これ，２つが退

いたらＢにならんかなみたいに思うんですけど。

（会長）

なるほど。まず評価についてはＣではなくＢにならないかなという意見と，あと

もう１つですね，元々の数値目標についてです。こちらは元々の数値目標に対して

は意見として，この意見も含めて，これ平成30年度にも恐らく到達できないでしょ

うという意見があったというところで，ちょっとそのままでもいいですし，決める

のは総合計画審議会の方で決めていただくと思うので，意見として目標に対しては

これちょっと無理な目標ではないかという意見があったというふうにお伝えしたい

と思います。

それで評価ですが，これはいかがでしょうか。Ｃでもという。

（Ｄ委員）

お米の生産調整は２年間達成できているんですよね。飼料用米に関しては。強い

て飼料用米を作らなくても，生産調整を達成できているんじゃないかみたいなとこ

ろがございまして。

（会長）

いかがでしょうか。

Ｋ委員さん。いかがでしょう。

（Ｋ委員）

よろしいですか。
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（会長）

はい。評価。一応，ＣからＢにと。一応農林水産業とあるんで，ここ。

（Ｋ委員）

私は水産関係なんですけれどもね。１次産業者って，ほんとに厳しいんですよね。

やはりある程度補助していただいても，自己資金が要るということがやっぱり多々

ありますので。これからも努力していただきたいなということで，私はそう思いま

すけれども。評価ですか。

（会長）

はい。この施策に関して言いますと，△が付いているのが17ページの農畜水産物

産出額，これが主要指標にはなっております。その次18ページの飼料用米，あと中

間管理機構のこの３か所で△が付いているというふうなところで。

（Ｋ委員）

だから評価がＣなんですよね。

（会長）

はい。それを，いやＢでもいいんではないかという意見があったんですが。

（Ｋ委員）

私はＢでもいいと思います。

（会長）

そうですか。

（Ｋ委員）

そうしたらもっと頑張ってくれるん違うかなと思うんやけどね。

（会長）

なるほど。いかがでしょう。他，Ａ委員さんどうでしょう。

（Ａ委員）

数値目標ではない質問をよろしいですか。

（会長）

はい。

（Ａ委員）

今の飼料用米の作付面積を目標として３倍に増やすという，ここ，その中身につ

いてはここでは議論する話じゃないからというあれなんですけど，これを増やすと。

それで，なおかつ先ほどのお話で補助金も出ていると。補助金は多分県がやってる
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んじゃなくて国がやってるんだと思うので，ですよね。ということは，国の方針も

ある。客観的に県の方針といってもいいですが，飼料用米をがんがん増やすべきだ

という立場に立った議論になっているという話なんですよね。それがそもそもおか

しいという話なんですか。そうですよね。

（Ｄ委員）

どれだけ飼料用米の需要とのバランスが取れているかなという思いもあったりし

て。

（Ａ委員）

という話になると，そもそもその目標を達成すべき，努力すべきという，そもそ

も論からしておかしいという話になっちゃうので。ただ，そこの議論はこの会議で

はやらないんですよね。という話になると，そうするともう数値及びという話で，

数字が出ているけど見ないことにするっていう話になるのかっていう話。

（会長）

やっぱりある以上は，つまり我々としてここに並んでいるもののうち，この目標

は見ない，これは見るという取捨選択をできない。

（Ａ委員）

ただ，できないけれども，議論の中身においてそのデータとしてはおかしくない

かという議論があるという話になると，それを含めるともう単純にもうＣになると

思いますので。そうでないという話になると，Ｂという選択も出てくると。という

話になると，じゃあどうしましょうというのはちょっとそこを決めるのはという話

になって原則論になると，もうＣかなという話になっちゃうということだと思いま

す。

（会長）

そうです。やり方として原則論はＣだと思うんですけれども，評価の方針でです

ね，議論の中でもし合意ができれば。

（Ａ委員）

達成できなかったとしてもという部分を。

（会長）

そうです。

（Ａ委員）

数値で測れない部分を議論の中で評価に生かすという話になった。それはその前

向きに努力しているから云々かんぬんの議論ではないという話になっちゃうので，

その下の方の中間管理機構については違いますけど。ということになると，ちょっ

ともうほぼ評価不能みたいな感じになっちゃいますから。ということになったら，
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そしたらもう，元に戻って原則論かなということです。

（会長）

なるほど。はい。

（Ａ委員）

他の委員の意見も聞いて，決めていただきたいと思います。

（会長）

はい。

（農林水産部）

会長，ちょっとよろしいでしょうか。

（会長）

はい。手短にすみません。

（農林水産部）

農林水産部でございます。今，飼料用米の作付面積の数字というのはどういう意

味合いのものかというような，そういうようなお話がございました。

この飼料用米の作付面積の目標数値は，委員さんからもお話ございましたように，

主食用米の生産調整というようなことが１つございます。それから，飼料用米の県

内畜産農家への安定供給にも対応していくために設けられたものでございます。

委員お話のとおり，26年に飼料用米への国の手厚い支援策，これは10ａ当たり最

大10万5,000円の支援が新たに創設されまして，また主食用の米価がこの時期，下

落したことがございます。

この２つの要因により，27年度は飼料用米を中心とした非主食用米への作付転換

がぐっと進みまして，結果として主食用米の生産調整を達成した経緯がございます。

この飼料用米につきましては，米価を維持していくという面ともう１つ，県内畜産

農家が購入する，輸入とうもろこしを中心とします従来の家畜飼料というのは，非

常に価格変動が大きいということがございまして，それに対してこういう地元の飼

料用米というのは価格が安定しているということがございまして，そういった県内

の畜産農家へも貢献があるということで数値目標を設定してございます。

それで，この後27ページの197番とか198番にも，県南部あるいは県西部でも，飼

料用米を進めて家畜の飼料として推進していくような数値目標も設定していると，

こういうような状況でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。ただいまの説明ですと，飼料用米，これも大切な

事業なんだということですから，評価としてはＣというところなのかなと。達成で

きなかったんだというところだと思いますので，Ｂでもいいんではないかという意

見もありましたが。ただ，意見として，これ，30年度もこのままでいけば現場とい
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いますか，農家の感覚では達成が難しいのではないかというところなので，そうだ

とすれば今後の取り組みとして，多分，さらなるといいますか，もうひと工夫ふた

工夫必要というところかなというのも，我々としては添えておきたいと思います。

こちらは評価は，あと元々評価案を作成いただいたＡ委員さんからもＣとありま

したので，Ｃということでよろしいでしょうか。

他，いかがでしょうか。もしよろしければ時間が押しておりますので，進めてい

きたいんですが，はい。どうぞ。

（Ｆ委員）

一点だけ施策の中身で教えていただきたいんですが。この概要版にも出ておるん

ですけど，２ページの一番下のですね，平成30年度にＬＥＤアートミュージアムと

いうのを作るというのがありますよね。仮称となってますけれども。このＬＥＤア

ートミュージアムというのは，どういうイメージの。

今，県がいろんなところにＬＥＤとかデジタルアートを常設で設置されたりして

おられますが。いろんなところに点在したのをひっくるめてミュージアムというふ

うに言いたいというのか，本格的に１か所に優れたＬＥＤアートを集めたミュージ

アムを作るというイメージなのか，ちょっとその具体的な施策の内容が分からない

んで，評価とは違う話ですけど。

（会長）

教えていただけますか。

（商工労働観光部）

それではＬＥＤアートミュージアム構想といいますのは，Ｆ委員おっしゃいまし

たように，県下に１か所にまとまったものを作るというのではなくて，県内各地に

ＬＥＤあるいはデジタルアート，これを用いた施設を順次作っていこうと。それは

恒久的なものもありますし，一時的な展示といいますか，そういったものを含めて

県内各地で広くＬＥＤに触れる機会を作っていこうというものでございます。

（会長）

はい。よろしいでしょうか。はい。どうぞ。

（Ｋ委員）

今のＦ委員さんの流れなんですけれども，ＬＥＤで漁具の開発というのが確かあ

ったように思うんですけど，ＬＥＤを活用した「新たな漁具」の開発。20ページの

184番の下から２番目ですかね。あれは30年に開発を始めるんですか，開発できる

んですか。

（会長）

よろしいですか。お答えいただいて。
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（農林水産部）

農林水産部でございます。この漁具の開発につきましては，私どもの美波にござ

います農林水産総合技術支援センターの方で，徳島大学・阿南高専さんと共同で，

漁具にどういうようなＬＥＤを付けたら，例えばこういうお魚についてはこういう

ような色のＬＥＤのライトを付けるとよく入るとか，そういうことの開発を進めて

いるというような状況でございます。

（会長）

ということは，この開発という平成30年度は。

（農林水産部）

30年度に向けて進めていくという意味合いでございます。

（会長）

完成しているということのようです。

（Ｋ委員）

お高そうやけどね，ＬＥＤなので。なかなか個人的にはＬＥＤでね，このブイの

ＬＥＤの色が魚が良いけんっていうて，それを，うちやだったらブイ，たくさん要

りますのでね，なかなかそれだけできないん違うんかなって，金額が分からないけ

ど，恐らくそうだろうなと思います。できるだけお安くしていただければと。

（会長）

はい。御意見や御質問あろうかと思いますが，評価に関しまして，もし変更等の

意見がなければ，評価を決定したいと思うんですが。よろしいでしょうか。

現時点で評価案から変更しておりますのは，重点戦略４，主要施策４「ブランド

育成に向けた研究開発と新技術の普及」，こちらがＣからＢへ変更になっておりま

す。それ以外は案の通りでございます。

よろしいでしょうか。それでは，ただいまのこの１点をＣからＢへ変更し，その

他は評価案のままというふうにして，評価を決定させていただきます。

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。基本目

標２に関しまして，まず評価案を作成いただきましたＡ委員さんからお願いします。

（Ａ委員）

はい。ここの基本目標２に関してですけれども，今日の議論にもなりましたけれ

ども，県産材の海外輸出とか，それから木造住宅を海外に輸出するとかっていう，

そこの数値もちょっと出ていましたけれども，恐らくそのブランドとかあるいは付

加価値の高い物をいかにして農林水産，今日のテーマのところで言うと農林水産中

心ですけれども，作ってそれを県内向けというわけではなく，県外にどんどんどん

どん持っていく。

県外だけではなく海外にも持っていくという，基本は人口が減っていってという

話になれば，単純に国内だけじゃなくて海外にも持っていきましょうという話だけ
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ど，ただその牛肉は良かったと思いますが，豚と鶏は多分減っていたように思いま

すので。そういうようなブランドをまず育てるっていうことが大事だっていうのは

あるけども，それをどうやって育てるかっていうことがそう簡単じゃない。ブラン

ド力があったとしても，そんなに増えてないというデータも出てきていると。

なおかつ，いかに良い，例えば徳島県産の木材が品質が良いということが物とし

ての評価はあったとしても，当然多分価格が高いと思いますので，高い価格であり

ながら，いかに国内あるいは海外に売っていくかと。そこが一番難しいし，だけど

そこを恐らくやっていくしかないだろうし。

なおかつということで，今日のこの４番のところのブランド品目とかブランド育

成というようなところ，それからＬＥＤももう１つのブランドかもしれませんけれ

ども，後は２次産業も当然あるかと思いますけれども，そういったものを作ってい

く，それから育てると。そのために努力をするというその方向性としては別に間違

ってはないと思いますけれども，幾らブランドが育ったとしても，それが増えてい

っていないという話になると，それはそれでちょっとまずいしと。

当然価格は高いというのが当たり前の話だと思いますので，その価格は高いけれ

ども，品質は良いよという物をまず作ること。それで，作ったとしたらどう売って

いくかという話になったときには，これはかなりマーケティングも含めてそのプラ

スαの努力を一層していく必要があるんじゃないかというのが，今日の数字のとこ

ろから出てたと思いますので，もうちょっと数字が良さそうかなと思ってたら意外

にあまりに数字が良くなかったっていう項目が多かったので，方向性としては間違

ってないと思いますから，是非とももっと数字，ここの項目の数字だけではないで

すけれども，その分野に関しての努力をもう１つしていっていただきたいというこ

と。

それから，何でもかんでもブランド化とか高付加価値化をすればいいわけでも当

然ないと思いますし，誰もがそれができるわけでもないという話になるので，そう

ではない物を作っている人とか企業に対してどういうような支えができるかという

ところは，別の基準に基づいた議論だと思いますが，そこについては今日のところ

にはあまり関係なかったので，議論にはならないと思いますけれども，そちらの視

点についても考えていただければと思います。以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。その他，基本目標２に関して。はい。お願いしま

す。

（Ｉ委員）

この概要版を見ておりましたら，５ページに移住就農者(きゅうりタウン構想）

と書いているんですが，この人たちと昨夜一緒に阿波おどりを踊りました。という

のは，明治大学と徳島大学とそれから徳島県で３者の包括協定を結んでいまして，

針谷農学部長が北野先生御夫妻と一緒にお越しになっていました。明治大学・平和

合同連っていうので，私，平和の連員なので，一緒に踊ったんですが，そのときに

随分議論になりまして，今は非常にきゅうりタウンが盛り上がっているんですが，

でも小さなお子さんも，若いカップルが連れて来られているんですよね。だからや
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っぱり永続的に，まあ言えば子育てができるような，そういうふうな将来設計って

いうかね，やっぱりそういうふうなものをもうそろそろ考え始めないと。

とりあえず今までは，きゅうりで何か全国的にばーっと宣伝して，どんどんどん

どん人が集まってきてくれて。「うわ，良いやん」ていう話なんだけれども，やっ

ぱり本当に定着してもらうためには，いわゆる，まさにもうかる農林水産業ってい

うかね，そういう視点が必要なんじゃないかなっていうふうに思います。

だから，ただ単に基本目標１と２っていう分け方で当然ここは出てくるんですけ

れども，県外からいろんな人がやって来る，それは非常にアイディアとしては大成

功なんだけど，今度はそのステージ２までやっぱり一応考えておく必要があるんじ

ゃないかなっていうふうに。それは多分ＪＡだけではできないし，市町村だけでも

できないし，やっぱりだから県とかいろんなところが，いわゆる包括協定等も有機

的に利用していく視点が必要なんじゃないかなというふうに思います。以上です。

（会長）

はい。

他に御意見。はい。じゃあＤ委員さん。

（Ｄ委員）

今，Ａ委員もおっしゃってくださったんですけど，この阿波尾鶏なんかの需要は，

これやっぱり，需要が成熟するっていうこともあり得ると思うんですよ。19年連続

で地鶏生産量日本一の算出してますので，鶏の嫌いな人に鶏を食べって言っても食

べませんので。やっぱり海外に出すとか，何らかの方策を今後考えていかなんだら，

この目標数値だけを追いかけていくのもなかなか難しいんじゃないかなっていうふ

うに思います。

それとその隣に「阿波ふうど」っていう言葉が今後の取組方針というので出てい

るんですけど，非常に阿波ふうどっていう言葉がいいし，ロゴマークもすばらしい

と思うんです。これを阿波の食「フード」だけじゃなくて，風と土で「阿波風土」

で観光，それから文化，全面にこれを使っていただいて徳島県を売っていただくよ

うな，そしたらほんとにすばらしいんじゃないかなと，農業の女性たちが申してお

りますので。はい。よろしくお願いいたします。

（会長）

はい。お願いします。

（Ｆ委員）

この行動計画を作られた時点では，多分あまり強く意識してなかったと思うんで

すけど，今，東京オリ・パラのエンブレムにジャパンブルーが採用されたこともあ

って，急速に徳島の藍を国内外に発信しようと，いろんな取り組みが出てきており

ますので，やはりブランド化というところに徳島の藍とか，藍関連産業をブランド

化していくというような施策を，今後も是非追加的にどんどん入れていっていただ

きたいというふうに思っています。以上です。
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（会長）

はい。ありがとうございます。他に，ありますでしょうか。

よろしいでしょうか。

はい。まだ恐らくいろいろ御意見あろうかと思いますが，時間に御配慮いただき

ありがとうございます。この辺りで次の議題に移りたいと思います。

■議事２：「とくしま目安箱」等に寄せられた建設的な意見・提言の採択

（会長）

続きまして，議事２の「とくしま目安箱」等に寄せられた建設的な意見・提言に

ついて事務局から説明をお願いします。

（評価検査課長）

建設的な意見・提言の説明（資料４）

（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

言を決定したのでしょうか。

（評価検査課長）

昨年度につましては，委員アンケートに基づき選定いたしました11件全てを採択

いただきました。

（会長）

今回は候補の10件の中から委員の皆さんの意見をお聞きして更に絞るのがいい

か，それとも10件全てを採択するのが良いか，どのようにして進めましょうか。

（Ｄ委員）

いいですか。

（会長）

どうぞ。

（Ｄ委員）

あらかじめ全委員さんにアンケートを実施して絞り込んでおりますので，10件全

部採択されたらいかがでしょうか。

（会長）

はい。ただいま10件全てを採択するのがよろしいのではないかとの御意見，御発

言を頂きましたが，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）
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（会長）

はい。それでは御賛同いただきましたので，県民等からの優れた意見・提言は，

10件全てということで決定させていただきます。

以上で本日の議事を全て終えました。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・提言等につ

きましては，今後事務局で整理をいたしまして，皆様に御確認を頂いた上で，総合

計画審議会の方に提言をしたいと考えております。

本日の会議録につきましては，これも事務局で取りまとめをいたしまして，会長

に確認を頂いて，県のホームページ等で公表していきたいと考えておりますので，

よろしくお願いをいたしたいと思います。

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）

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。

以上をもちまして本日の議事を終わります。議事の進行に御協力いただきありが

とうございました。マイクを事務局にお返しいたします。

（監察局長）

長時間にわたりまして，熱心に御論議を頂きましてありがとうございました。以

上をもちまして，第２回の県政運営評価戦略会議を終了させていただきます。

なお，第３回の会議につきましては，８月22日火曜日の午後１時30分から，当会

場におきまして予定しておりますので，次回もよろしくお願い申し上げます。本日

はありがとうございました。


