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第５回 県政運営評価戦略会議 会議録

１ 日時 平成２７年８月２０日（木） １３：３０～１５：１５

２ 会場 県庁１０階 大会議室

３ 出席者

委員 県

井関 佳穂理（敬称略，以下同じ） 清水 英範 監察局長

坂本 真理子 相田 芳仁 政策創造部副部長

田村 耕一 安原 寿人 経営戦略部副部長

鳴滝 貴美子 東端 久和 県民環境部副部長

南波 浩史 松浦 博 保健福祉部副部長

福島 明子 仁木 弘 商工労働観光部副部長

山本 俊也 農林水産部副部長

瀬尾 守 県土整備部副部長

森 繁生 南部総合県民局副局長

森 裕二 西部総合県民局副局長

木下 慎次 教育委員会副教育長

岡田 芳宏 監察局次長

辻 雅人 評価検査課長

ほか

（会議次第）

１ 開 会

２ 議 事

（１）「いけるよ！徳島・行動計画」の評価について

（２）その他

３ 閉 会

（議事項目と概要）

１ 評価私案の説明（資料１）

２ 質疑（以下，概要は別に掲げる）

３ 評価結果の決定
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■質疑

（班長）

それでは，質疑に移りたいと思います。なお，議事の都合上，総合的な観点

からの意見・提言も含めまして３時10分を目途に評価を終了したいと考えてお

りますので，御協力をよろしくお願いいたします。進め方としましては，今回

の基本目標１につきましては，５つの重点項目に分かれておりますが，時間の

制限もありますので，重点戦略ごとということではなく，いくつかの重点戦略

をまとめて協議したいと思います。100項目ほどありますので，できれば30項

目ずつくらいと思っておりますので，まず，１番から38番までの１－１「ひろ

がる交流とくしまづくり」というところで，ページ番号で言いますと12ページ

辺りまでのところにつきまして御審議いただきたいと思っております。理事者

の取組内容や実績をもう少し詳しく聞きたいとか，ただ今の評価私案に対する

御意見や御質問など，何からでも結構ですのでお願いしたいと思います。それ

ではよろしくお願いいたします。

（Ａ委員）

１点質問というか，どうなっているのか伺いたいのですが，４ページの８番

の項目で，四国横断自動車道の整備について95％という目標に対して実績が92

％になっているのですけれども，何かこういうインフラの整備について多分資

材の高騰とか，あとは人手不足といったようなことがあって，こちらが幾ら働

きかけでもどうにもならないようなこととか，予算内でできなくなってしまっ

ている，計画とは価格が変わってできないようになってしまっていれば，それ

って不可抗力というか社会の流れをいかに読み解くかにかかるかもしれないの

ですけれども，そのあたりってどんなふうにしてこの目標が達成できなかった

のかな，どういう状況かなというのをお教えいただけたらと思います。お願い

いたします。

（県土整備部）

四国横断自動車道（小松島～阿南間）の整備の用地取得率95％の目標に対し

て92％ということで，どういう理由なのかという御質問ですけれども，用地取

得率というのはもちろん相手があることでございまして，目標として95％を掲

げさせていただいたのは，できるだけ早く用地を取得して工事にかかって完成

を目指すというような意気込みの表れで95％ということを掲げさせていただき

ました。ただ，個別に用地取得の事務を進める中で，境界の混乱ですとか，様

々な行政の問題も起こったりいたしまして，処理に少し時間がかかるというと

ころでございます。残る用地につきましても，27年４月末時点では，もう少し
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数字が上がっておりますけど，更に土地収用法に基づく事業認定の手続きを５

月から行っており，早期に全ての用地の取得を終えるように努力をしていると

ころでございます。

（Ａ委員）

ありがとうございます。私の確認不足で用地に関する進捗だけを数字で表し

てくださっているというところでしょうか。

（県土整備部）

そうです，ここの一番下のパーセントは用地取得率ということでございます。

（Ａ委員）

わかりました。応じてくれそうでしょうか。

（県土整備部）

土地収用法に基づく手続きをやってますので，最終的には収用も視野に入れ

させていただくのですけれども，できるだけ任意交渉で応じていただけるよう

交渉を進めております。

（Ａ委員）

その他の項目に関しては，達成度◎もついたりしてまして，ここも大きなと

ころがあれば，そこの用地だけが取得できなければパーセントが伸びないとい

うこともあり得るかと思いますので，評価としてはＡでもいいかなというよう

な気はいたしております。またこれ皆さんで議論かと思います，よろしくお願

いいたします。

（班長）

今の点，あるいは他の点も含めまして，いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

ちょっと何点か教えていただきたいという点なのですけれども，３ページの

６番，年間の延べ宿泊者数のところで，真ん中の文章の※で「H26年版では，

宿泊者数の集計対象とする施設を拡大したことから，目標値を修正している」

とありまして，それで目標値として21年，26年，27年とこの数字が出ているの

ですが，これは21年の数字は前の数字なのですかね。ちょっとここの意味がよ

くわからなかったので，それをあとで教えていただきたいというのが１点であ

ります。
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次に，８ページの21番で水上ネットワークの構築のところで，これは徳島市

とも関係することかもわからないのですけれども，水上バスの実証実験を実施

されたということで，この水上バスというのは具体的にはこのひょうたん島は

船を使って，例えば通勤とか通学とか，そういうのに利用する人が何人いるの

かという，そういうことを実証実験されたのかどうか，その実証実験の意味が

ちょっとよくわからないので教えていただきたいというのがあります。

それから，11ページの34番でシルバー大学校の大学院においてＩＣＴ講座を

４つ開講して，シニアＩＴアドバイザーの資格取得等のための講義を行ったと

いうことで，シニアＩＴアドバイザーという方がかなりたくさん取得されたと

いう方が今，実績としても出ているのですけれども，このシニアＩＴアドバイ

ザーという方は，これを資格取得したら，そのあと具体的にＩＣＴを何か教え

る実際の役割を，そのあと皆さん結構果たしておられるのかどうか，その辺を

ちょっと教えていただければと思います。

（班長）

ありがとうございました。それでは，できれば今の順番通りにお願いできれ

ばと思いますが，３ページのところからですが，どちらが。

（商工労働観光部）

宿泊統計の関係で，数値が人数の把握の仕方が変わっているのがいつかとい

うことと，どういうふうな状況かという意味合いだと思います。宿泊は国の旅

行統計調査から引っ張ってますが，これが変わったのが22年３月までは従業員

数が10名以上ということになっていたのですが，その後は10名未満の方の宿舎

についても対象になっているということで，現在は全ての旅館，ホテル等が対

象になっているということでございます。

（Ｂ委員）

ですから，この目標値の26年とか27年の数字は，その対象拡大されたことを

踏まえての目標値の数字ですよね。

（商工労働観光部）

確か，これは去年も議論になったように思うのですけども，その数値目標が，

統計の指標が変わって途中で迅速に変えられるかというのがあったのですけれ

ども，計画を作るときは前の数字のままでいってて，新しく変わったのが今回

の数字からになっているはずです。
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（Ｂ委員）

今回の数字からというのは，その実績値の今回の数字ということですか。

（商工労働観光部）

そうです。

（Ｂ委員）

事業計画の平成26年の数字は前の基準での数字ですか。

（商工労働観光部）

記憶とするところでは27年は変わっているのですが，26年度から変えたか，

その前の年から変えたかどっちかだったと記憶してます。だから230万人と変

えているのは，27年230万人と変えているのは徳島県の宿泊全ての統計指標に

対してでございまして，それが287万人になっているということでございます。

（Ｂ委員）

26年ですけど，この26年の実績の287万人というのは，幅広い対象になって

からの数字が287万人ということですね。

（商工労働観光部）

そうです。

（Ｂ委員）

それは，その対象を広げたベースでの実績，要するにこの実績の流れの数字

は同じ基準での数字というふうに見ていいのでしょうか。

（商工労働観光部）

そうです。だから今回は延び率はぐんと伸びて全国１位になっておりますの

で，それは同じ土俵での25年と26年のこの数字になっております。

（事務局）

昨年度の評価について少し御説明させていただきます。昨年度，ただ今御説

明ありましたように，10人以上の宿泊者施設を対象とする数値目標でございま

して，21年現在で120万人を，26年に148万人にするという数値目標でございま

した。今回10人未満の施設を加えるということで，今回からは21年，これはそ

の当時の現状でございますが，166万人から26年は210万人に，目標に増加させ

るというふうに変わっております。
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（班長）

ちょっと今の点で質問なのですけど，26年の目標の210万人は新しい定義で

いいわけですか。その確認だけお願いしたいと思います。

（事務局）

そういうことです。10人未満の施設を含めた数値でございます。

（班長）

今の項目，御意見，他によろしいでしょうか。そうしたら次のどれでしたか。

（県土整備部）

21番，水上バスの件でございますけども，通勤・通学の実証実験というので

はなくて，22番の項目にありますように，万代中央ふ頭における様々なイベン

トのときに両国橋の今ある乗り場のところから，そこの万代中央ふ頭までお客

さんを輸送したかという人数でございます。

（保健福祉部）

１点，34番の御質問を頂いております。シニアＩＴアドバイザー，今現在シ

ニアアドバイザー634名が資格取得していただいておるのですけども，主にそ

のシルバー大学のＩＣＴ講座の講師でありますとか，アシスタント，地域の小

学校のホームページを修正したり，ＩＣＴ教材を作るのをお手伝いをいたした

り，あとそういうふうなパソコン教室のアシスタントをしたり，もともとシル

バー大学，大学院を修了してというあれでございますので，まずは自分達の後

輩を教えると。あとそれからいろいろな地域の方から「ＩＣＴの教室を開きた

い」でありますとか，教育機関からお手伝いをというふうなお話があれば，行

ってお手伝いをするというか，そういう活躍をいたしてございます。

（Ｂ委員）

21番の水上ネットワークのところは，この水上ネットワークの構築で何を期

待というか，念頭に置いてらっしゃるかというのは，その水上バスみたいなの

をゆくゆくは作って，日常の交通手段としてこの水上を使うというのをイメー

ジして，念頭に置いておられるのか，あるいは日常的なものではなくて，何か

イベントがあったときに使うという方に主眼があるのか，この水上ネットワー

クの構築というのは具体的にどういうことをイメージしておられるのかという

点はいかがですか。
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（県土整備部）

両方といいますか，いろんな観光資源を今の船で見ていただくというのがあ

りまして，ネットワークというのは船着場をもうちょっとたくさんあちこちに

作って，そこで降りていただくと。観光目的とそれから混雑時，ひょっとした

ら川を渡った方が早いというような場合もあろうかと思いますけれども，どち

らかというと通勤・通学というのではなくて観光資源としてひょうたん島を巡

って，もう少し船着場を整備しようという観点の方が強いと思います。

（Ｂ委員）

どうもありがとうございました。

（班長）

今の点ちょっと質問なのですけれども，観光という意味だったらいいのです

けれども，日常的なその通勤・通学で使うといった場合に，川をぼんぼんぼん

ぼん水上バスを走らせるということに関して，何らかの規制とか制約みたいな

ものは別にないのですか。つまり，鉄道とかバスというような公共交通機関的

な役割を担ってもらうという側面は現状としてはあまりないというお話でした

けれども，それを将来的に市バスであるとかというような，あるいは鉄道と同

じような形で通勤・通学に使ってもらうといった場合に，無制限にバスの数を

増やしていいかというか，勝手にやっていいかというところについて，その辺

の何らかの制約みたいなところをちょっと質問なのですけれども。

（県土整備部）

特に規制とかそういうものはないと思うのですけれども，川幅も御存じの通

りですので，そんな大きい船も当然無理ですし，台数もなかなか広そうで結構，

船が行き来するような幅ではないので，安全面から考えて通勤・通学時間帯に

何隻も船を出すというようなことはちょっと難しいかなというふうに考えてお

ります。

（班長）

今の点，あるいは他の点も含めまして，委員の方，お願いいたします。

（Ｃ委員）

34番のシニアＩＴアドバイザーの件なのですけれども，私はまちづくりに関

わっているのですけれども，高齢者の情報共有，高齢者の地域の方々との情報

共有って大分困難なことでして，そこでＩＣＴを是非活用できたらと思ってい

るのですけども，例えばこのＩＴアドバイザーの方々を派遣してもらったりだ
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とか，こういうやっぱり同世代の方に教えてもらうということはすごいいいこ

とだと思うので，そういう方々に活動の幅を広げていただくようなことができ

ればと思うのですけれども，例えば外部からの派遣依頼というのは可能なので

しょうか。

（保健福祉部）

まさに地域，もともとそのシルバー大学校であるとか，シルバー大学院は地

域の担い手づくりというような，そういう目的で始めておりますので，基本的

にそこで資格取得した方々は，シルバー大学を運営しております「とくしま“

あい”ランド推進協議会」のホームページに自分がこういう資格をもっている

ということを登録して，一般の方からそういうＩＣＴのアドバイス，ほか教室

を開く講師依頼とかがあれば，“あい”ランドのホームページの中にそういう

様式がありまして，そこへ申し込んでいただくと派遣をできるような，そうい

う仕組みになっております。ホームページを使われても，お電話で頂いてもそ

れは可能なのですけれども，いわゆる高齢者の方がやっぱり生きがいづくりと

いうことだけでなく，地域の人たちの地域づくりであるとか，地域の担い手と

しての生きがいも当然あろうかと思いますので，そういう仕組みの中でＩＣＴ

講座であるとか，あと歴史文化の講座であるとか，そういういろいろな講座を

開催いたしておりますので，是非御一報いただけましたら。

（Ｃ委員）

はい，ありがとうございました。

（班長）

他にいかがでしょうか。はい，お願いいたします。

（Ｄ委員）

先ほどのＡ委員の４ページ８番の分にちょっと戻るのですけれども，先ほど

Ａ評価でもいいのではないかとおっしゃっておられたと思うのですけど，やっ

ぱり目標達成全部がしてないということがありますし，用地取得はすごく難し

いので今後どういうことがあってきちんと順調にいくかどうかもわからないと

いう側面もあると思いますので，評価はＢのままの方がいいと私は思います。

それともう１つ10ページの28番なのですけれども，鉄道高架事業の推進という

ところで，数値目標の達成度が△というふうに自己評価されてまして，都市計

画の決定がなされてないということで△，取組内容と成果のところも△という

ふうな自己評価があるのですが，これをＢというふうに評価されてますので，

ちょっとその評価した理由を教えていただきたいなと思います。
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（班長）

28番につきましては，数字がありませんので評価しにくいのですけれども，

一応は前向きに進んでいるのではないかというような評価ということで，今お

っしゃったような評価のところから考えると確かにもう１つ下げてもというよ

うなところはあるかなと思っております。どうしても数字がありませんので，

文章のところから読む限りにおいてはというようなところで，こういう評価が

でてきたということになっております。

（Ｄ委員）

私が感じたのは，文章からは努力はされているのだろうなというふうにすご

く思うのですけれども，実際に成果が上がっているかどうかでやっぱり評価す

るのかなというふうには思いまして，ですので計画通りにいってないとは，か

なり遅れているか，かなりなのか少しなのかちょっとわかりませんけど，ちょ

っと難しい問題があるのだというふうなところで，Ｂだと相当程度成果がある

というふうな判定になってしまうので，Ｃでもいいのではないかなというふう

に思いました。

（班長）

それでは時間の制約もありますので，評価の方に移りたいと思います。いく

つか議論が出ていたと思いますので，意見の中で出ていたのは２点ほどだった

とは思いますが，それ以外の点も含めましてということでお願いしたいと思い

ます。まず，１ページの方につきまして３つはよろしいでしょうか。では，多

分議論になるのは２ページの４番だと思いますけれども，ここを案としてはＣ

ということになっておりますが，ここは４番，５番につきましては，これも原

案通りでよろしいでしょうか。それから３ページの６番，７番についても原案

通りよろしいでしょうか。では，４ページの８番でＢ評価ということになって

おりますが，Ａでもいいのではないかという御意見も頂きましたが，他の委員

の方いかがでしょうか。どうでしょうか。ということは，原案通りでよろしい

でしょうか。Ａ委員さん，よろしいでしょうか。では８番についてはＢという

ことで。

あと９番，それから10番，11，12番，このへんについてもよろしいでしょう

か。それから６ページにいきまして，13番から７ページの20番辺りにかけまし

て，このあたりもよろしいでしょうか。原案通りでよろしいでしょうか。８ペ

ージにいきまして，21番，それから９ページの27番辺りにつきましてもよろし

いでしょうか。では10ページの28番なんですけれども，原案Ｂ評価になってお

りますが，Ｃ評価でもというような御意見いただきましたが，他の委員の方28
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番につきまして，ＢかＣかということだと思いますが，いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

現場の方も△というふうに書いておられますので，いろいろ努力はもちろん

一生懸命されておられると思いますけど，結果で見たらＣでもいいのではない

かなと私は思います。

（班長）

他の委員の方，いかがでしょうか。それでは28番については原案Ｂになって

おりますが，これＣ評価とさせていただきたいというように思います。29番か

ら34番まで，10ページ，11ページいかがでしょうか。原案通りでよろしいでし

ょうか。12ページ，35番から38番まで，ここまでにつきましてもよろしいでし

ょうか。では一応１番から38番までに関しましては，ちょっと修正したところ

もありますが，そのようにさせていただきたいと思います。

それでは続きまして，１－２観光立県とくしまづくりで39番から62番までに

つきまして，御審議を頂きたいと思っております。13ページから23ページまで

につきましてよろしくお願いいたします。

（Ａ委員）

20ページの54番について質問させていただきたいと思います。ずっとメディ

カルツーリズムということを推進しますと言われているのですけども，実際に

受け入れ，海外の方とか特に受け入れするとなると，かなりのハードルがある

というようなことを伺ったことがあるのですが，現状でどれくらいの期間に，

どれくらいの時期にどれくらいの人数を受け入れ可能なのかということをお教

えいただきたいと思います。実績として３年間で10名というのは，先ほど班長

からもコメントがございましたように，何かちょっと少ないかなという気もす

るのですが，どのくらい推進して本当はどれくらい受入れ可能で，どれくらい

の受入れをしようとなさっているのかというのがちょっと見えてきませんの

で，そのあたりお教えいただけたらと思います。

（商工労働観光部）

医療観光について御質問いただきました。まず実績，これは22年，暦年でご

ざいまして，22年から26年までということで10名ということになっております。

この受け入れ態勢につきましては，現在受入れ機関は，徳島大学病院でお願い

しておりまして，毎週金曜日に最大４名まで受けていただけるということで進

めております。そのどれだけ受け入れるかということにもよるのですけども，

当初，中国とのチャーター便の関係で中国からおいでたときに「徳島は糖尿病
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の医療の先進県だよ」ということでＰＲさせていただきまして，それと合わせ

まして観光を交え，医療ツーリズムという格好でさせていただいているもので

ございますけれども，その後24年に尖閣諸島に端を発します日中関係の悪化等

々がございまして，思ったほど進んでないというところでございます。ただ，

現在「日本で糖尿病検診といえば徳島」ということで，上海の方の旅行会社か

らも徳島のパンフレットの引き合いも来ております。そういったこともありま

して，受け入れ態勢の準備はさせていただいておりますけれども，その数値目

標的に年間何人というところまで至ってないのは確かでございます。

（Ａ委員）

ありがとうございます。今の御説明ではやっぱり対象としては海外の方，外

国人の方で日本国内には目を向けていないというか，何て言うのでしょう，そ

れぞれの地域でいろんな医療機関があると思いますので，そちらにいらっしゃ

るということをお考えなのかもわからないのですが，日本国内には今のところ

は対象としていないというところでしょうか。

（商工労働観光部）

日本国内での医療観光という，国内でしたら保険等の仕組みがきちんとでき

ておりまして，先に検診を受けていただいたりする中で，同じように糖尿病な

んかの検診もできますので，それと医療をセットでというところまではなかな

かいってないのですけども，ただ，昨年から鳴門病院の方でも専門的に受入れ

をしておりますので，徳島が糖尿病に対するメディカルな面で先進県であると

いうことで来ていただける方もこれから増えていくのではないかという期待し

ておりますけれども，なかなか国内で大々的に徳島へ徳島へというところまで

至ってない状況でございます。

（Ａ委員）

わかりました。ありがとうございます。

（Ｃ委員）

53番についてちょっと教えていただきたいのですけども，この県内への外国

人宿泊者数なんですが，これも先ほどのように10名以内の宿泊施設も含まれて

いるのかどうかというのを１つお聞きしたくて，それとここの項目が東アジア

とか東南アジアを重点エリアということなんですが，そこだけじゃなくてヨー

ロッパとかそっちの方も念頭に置いているのかなというのがあって，実は私，

祖谷の方の古民家を活用した宿泊施設をされている「空音遊」という施設をさ

れている方の話を聞きましたら，古民家の宿泊施設なんですが，１年間に
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1,000泊あるということだったのです。しかもその半分がリピーターというこ

とで，しかも観光客はヨーロッパの方の方がリピートでいらっしゃるというこ

とだったので，そこの方針としてはもてなしはしない，体験メニューは準備し

ない，来る人が自分の好きなことをするのだということなのですけれども，そ

ういった外国人観光客といいますか，外国人の方の訪問目的をちょっと見直す

というか，私としてはすごく，これからの徳島県の観光，外国人の方を呼び込

む１つの戦略に持っていけるのではないかなと思ったりするのですけども，そ

こらへんのことをもしお考えがあれば教えていただきたいと思います。よろし

くお願いします。

（商工労働観光部）

海外からの誘客についての御質問であろうかと思います。53番は宿泊者数と

いうことで，この宿泊はやはり従業員数に関わらず宿泊施設全て対象といたし

た数字でございます。それは国内の分と同じでございます。外国人の宿泊者数

につきましては，こちらにも書いてございますように，50,000人の目標に対し

て35,000人ということですが，前年32,000人ということで，１割ほど増加して

おります。ただ，52番の入込のところを見ていただけたらと思うのですけども，

入込は26年33,000人の計画に対して27,000人ということなんですが，前年

21,000人から27,000人ということで，入込は率にすると26％ほど増えておりま

す。全国値も29％ほど増えておりますので，入込については，全国が中国等か

ら，いろいろ爆買いとか言われておりますけど，来ている分について徳島の方

にも来ていただいているような傾向になっていると思うのですが，宿泊につい

ては全国値が３割ほど延ばしているのに対して徳島は１割くらいしか伸びてな

いというような実態がございます。

特に今，お話がありましたように，西の方の地域に，主として台湾等からで

すけれども，宿泊においでてまして，篪庵（ちいおり）という古民家を改修し

たところも泊まっていただいたりということで，西の方は特に増えている状況

でございます。特に今，全国的な傾向は，海外からお見えになって，東京や大

阪で泊まろうと思ってもなかなか泊まれないという状況がございますので，そ

ういった方々に徳島に来ていただいたり，徳島で泊まっていただいたりしなが

ら，近いですから，そういったことを売りにしていこうということで，思案を

しているところでございます。

（Ｃ委員）

はい，ありがとうございます。もう１ついいですか，この内容の中に書かれ

ているＭＩＣＥ専門見本市というのがあるのですけども，初めてＭＩＣＥ専門
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見本市に出展して，ベルギーからのボーイスカウトを500名というのがあるの

ですけども，それの，ちょっと私もこのＭＩＣＥというのを注目していて，ど

こで開催されたもので，どれくらいの頻度で開催されているものかちょっと教

えていただきたいのですが。

（商工労働観光部）

それはＭＩＣＥ等の開催された場所ということですか。

（Ｃ委員）

はい。

（商工労働観光部）

ドイツの方で昨年出展した分についてベルギーの方がご覧いただいて，それ

でボーイスカウトさんが，確か山口で大会があったということで来ていただい

て，徳島まで足を運んでいただいたというのがこの事例でございまして，他に

もいくつかその計画があったり，いろんな出展をさせていただいてますけども，

是非日本へ，あるいは徳島へということで呼び掛けをさせていただいていると

ころでございます。

（Ｃ委員）

ドイツで出展というか，説明されたということですか。

（商工労働観光部）

はい。

（Ｃ委員）

すごいですね。ありがとうございました。

（班長）

今の点というか，この53番，52番のところに関してなんですけれども，先ほ

どお話されたように，52番のところのデータで言うと，この１年で言うと非常

に数字は伸びていると，つまり外国人の方が徳島県に来られているその全体数

は非常に増えているけれども，53番の方の宿泊者数については増えているけど，

その伸び率というか，あまり増えていないということは，たくさん来られてい

るけども結果的に宿泊せずにどこかよその県に宿泊したという，恐らくそうい

う解釈になると思うので，それはそのお客さんというか，外国人が泊まろうと

思わないというか，泊まりたいと思う魅力がないからそうなったのか，それと
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も供給側の制約で泊まろうと思っても泊まる宿泊施設が足りないからそうなっ

たのかと。後者の場合だったら可能性としては阿波おどり期間中にたくさんの

人が来たけども，泊まるホテルがないからよその都道府県に泊まったというこ

とになれば，今の52番と53番の数字の解釈というのは何となく合点がいくので

すけれども，それ以外の要因とかは何かあるのでしょうか。ちょっと質問です

が。

（商工労働観光部）

分析ということで，これなかなか難しい側面はあろうかと思うのですけども，

徳島に来ていただいて必ず泊まっていただければ我々も一番ありがたいのです

けども，例えば西の方に行って，それから体験されてから高知に向かうとか，

その訪日の方が徳島に長期滞在というのではなくて，四国を回っている中で泊

まっているような例もあろうかと思いますし，関西圏においでて足を伸ばして

見に来て，また関西圏に帰られるという方もおいでるでしょうし，いろんな要

因があるように思いますけれども，私どもとしましては，せっかく来てくれた

のだったらそこでどこか泊まってもらうような，もっと仕掛けづくり，そうい

ったことをこれから進めていかなければいけないというふうに，このデータも

含めまして分析させていただいているところでございます。

（班長）

ありがとうございます。多分恐らくその話と四国全体という話で言うと，徳

島の西の方の話で言うと，Ｃ委員さんがおっしゃったような西の方で，比較的

そのホテルではないけれども宿泊施設というようなところに，それをあまり泊

まりたくないと言う外国人の人もいるかもしれないですけど，そちらの方に誘

導するだとか，あるいはもう１つは53番のところにある，恐らくその阿波おど

り空港の問題というか，恐らくチャーター便だと思いますけれども，徳島に来

て大阪とか神戸に戻るということは空港があるからというところが，多分それ

が大きな要因だと思いますので，宿泊，あるいは外国人の人に来てもらう観光，

ホテルだけではなくて，恐らく空港の問題も大きいのかなというところで言う

と，ちょっとなかなか難しい問題かなというふうには思います。他の点も含め

まして，はい，お願いいたします。

（商工労働観光部）

今の補足させていただきますと，外国人誘客についてなんですけど，日本に

来た場合にやはり東京から，京都，大阪あるいは神戸までというゴールデンル

ートというのがございまして，そちらの方が日本に来た場合は非常に多いとい



- 15 -

うことが前提にございます。国内に来られる方は，国籍別で言いますと，香港，

中国，アメリカ，台湾，韓国の順で，今，旅行統計等から出ておりますけども，

やはりアジアの方が多くて，特に徳島は台湾の方が西の方にツアーでよく来て

いただいているというふうに認識しております。それをどうやって徳島に迎え

るかということなんですが，先頃，観光庁で発表しまして広域観光の周遊ルー

トというのが全国７か所で選定されたのですけれども，その中で徳島は四国の

お遍路とかお接待の文化ということで四国，それから瀬戸内観光ということで

瀬戸内，それから関西広域連合は関西の中でも鳴門という設定で，この７つの

ルートのうち３つ位置付けられているというようなこともございまして，地の

利的には来ていただけるポテンシャルは高いと思いますので，今，様々な御意

見頂戴いたしましたけども，いろんな魅力を発信いたしまして，誘客から宿泊

客の増加ということにつなげてまいりたいというふうに考えております。

（班長）

ありがとうございます。では，Ｅ委員さんよろしくお願いいたします。

（Ｅ委員）

20ページ56番の下の方なんですけど，農林漁家民宿数というのですか，それ

が26年度は17軒なのですけどね，それが実績では33軒となって非常に多くなっ

てるかと思うのですけども，これは農家の方なんでしょうか，それとも漁家の

方が多いのでしょうか。それとすみません，もう１つ，この21ページ58番の下

の方なのですけれども，新たな観光スポットの整備箇所というのが23年から25

年，これは全部２箇所で，そのままで◎になっているのですけれども，２箇所

以外は新たに考えてないということなんでしょうか。お願いいたします。

（農林水産部）

まず，最初に御質問いただきました農林漁家民宿の33軒の内訳ということな

んでございますけれども，結論から申しますと，ほとんどがいわゆる中山間地

域といいますか，漁業というのではなくて農業系のものでございます。地域的

にも，これ上の55番とも関係するのですけれども，県西部三好市でありますと

か，美馬市，これは県西部の方で体験型の教育旅行等を積極的に受け入れてい

ただいてまして，そういう事業もしていただいておりまして，そういうのとあ

いまった形で，特に県西部の方で民宿の登録といいますか，指定を受けていた

だいているケースが多いというのが実態でございます。

（南部総合県民局）

58番について補足させていただきます。この項目につきましては，環境保全



- 16 -

活動と連携をした新たな観光スポットということでございまして，ただ単なる

観光スポットではなくて，環境保全活動に特化したような観光スポットを２箇

所，平成25年度までに設定をして，地元の活動団体等と協力をして，観光スポ

ットとして活性化をしていこうというような目標であり，一応26年度までにこ

の２箇所を活性化していくということでございますので，御理解をいただけた

らと思います。

（Ｅ委員）

場所はどこなんですか。

（南部総合県民局）

１つが牟岐町にございます千年サンゴについて，もう１つは南つるぎ，剣山

といえば北の方から入ってくるのが通常なのでございますけども，南側にも手

つかずの大自然が広がっております。こういった辺りにつきまして，いろんな

取り組みを進めているところでございます。

（Ｅ委員）

はい，ありがとうございました。

（Ｂ委員）

何点か質問と意見も若干ありますけども，最初13ページの39番なんですけれ

ども，評価はこれで結構だと思うのですけど，平成25年に「おどる宝島！パス

ポート」というのをスタートされておられますけれども，このパスポート的な

のはいろんな地域でもやっていると思うんですけれども，これが本当にその効

果があるのかどうかという点なんですけども，多分このパスポートがあるから，

それで徳島へ行こうという，そのきっかけには多分ならないと思うんですよ。

ただ，来た方がこのパスポートを使えば結構お得感はあるなというのは，もち

ろんそうだと思うのですが，それでそれを使って消費がすごく増えたりとか，

あるいはこういうパスポートがあるならまた次回徳島に来ようかという，その

次へつながるような展開になっていかないとあまり意味がないと思うのですけ

れども，その辺のフォローをどういうふうに分析していらっしゃるのかという

のが第１点です。

例えば，高知だと「龍馬パスポート」というものですけれども，最初が確か

パスポートがブルーで，いろいろ高知でお金を使ったり泊まったりすると，次

の段階は赤いパスポートになって，更にもっといろいろお金を使うと，今度は

ブロンズのパスポートになって，更に使うと今度シルバー，更に使うとゴール

ドという感じでどんどんパスポートが変わっていって，パスポートがグレード
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アップするたびに特典もグレードアップされるという感じで，かなりこの次回

以降もそれを使おうというふうな仕組みが龍馬パスポートなんかは組み込まれ

ているのですよね。だからそういうのと比べて，この徳島の「おどる宝島！パ

スポート」というのは，その効果をどういうふうに見てらっしゃるのかという

のをお聞きしたいというのが第１点であります。

それから16ページの48番で「おもてなしの国とくしま」づくりの推進という

ところで，これは評価Ａになっているのですけれども，確かに観光ボランティ

アガイドの団体数なんかは，目標どおり実績も増えてますので，こういうのを

見る限りは，その点については非常によく成果が上がっていると思うのですけ

れども，その取り組み内容の中にタクシードライバーなどを対象にした研修の

実施など受入れ体制の強化を推進とありますけれども，このタクシードライバ

ーさんの徳島のイメージというのは，全然よくなってなくて，市民，県民の人

も特に駅前なんかのタクシーに乗るのは非常に躊躇するようなそういうタクシ

ーも多いと，ましてや県外から来られた方々がタクシーに乗って非常に不快な

思いをされるというのは，徳島新聞の投書でもしょっちゅう出てきてますので，

その「おもてなしのとくしま」と言っているわりにはタクシードライバーさん

のマナーが非常に悪いのではないかなと。これが長年，前から言われているの

ですけれども，一向に改善されてないということは，この評価はちょっとＡで

はないのではないかなという感じはしております。

それから，21ページ57番の吉野川の取り組みについて，私もこの吉野川の委

員にもなっておりますので，私もいろいろ検討する立場でもあるんですけれど

も，ここでのやっぱり目標は全国へ誇れる「徳島ならでは」の魅力あるブラン

ドとするというのが大きな目標だと思うのですけれども，実際の取り組みで三

大河川の兄弟縁組とかっていうのは非常にいいと思うのですけども，あといろ

んな吉野川の歴史・文化・環境に関する講座を今，いっぱい開いておられて，

それはそれでいいと思うんですけれども，この講座というのは，基本的には県

内の人達が参加して吉野川の魅力をぐっと深めるという講座なんですよね。で

すから，吉野川の魅力をブランド化するということは，県外に吉野川の魅力を

もっと発信するようなことをやらないと本当はいけないと思うのですが，予算

の制約もあると思うのですけども，そこのところがまだちょっと弱いのではな

いかなと。ですから四国の川というと大体みなさん，四万十川というふうに全

国の人は思い浮かぶわけで，四万十川よりも吉野川の方が水質は今よくなった

りしているのですけども，吉野川というのはブランド力で，まだもっと可能性

を秘めているのではないかなという感じがいたします。

それから，14ページの43番の阿波おどりを活用した観光振興で，評価はここ

もＡでいいと思うのですけども，これは私どもの研究所も今年の６月に観光ビ
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ジネス活性化のいろんな具体的な提案をさせていただいた中に，やっぱり阿波

おどりというのはひとつ大きな構想の柱として入れておりまして，徳島はいろ

いろ魅力あるある中でもやっぱり阿波おどりというのが最大の観光にとっての

コンテンツだと思うので，それをもっと観光に活用するということが，いろい

ろ今，県の方でも展開されて，前よりは大分いろいろなことが具体化されてい

ると思うのですけれども，まだまだ阿波おどりについては可能性があるのでは

ないかなと。具体的には例えば夏の阿波おどりの期間以外でも，もっと阿波お

どりで集客するような，そういう企画をやったらいいのではないでしょうかと

いう，私どもの方も提案したのですけども，県の方も春の阿波おどりとか秋の

阿波おどりに更に力を入れておられるというので，これは非常にいいと思うの

ですけども，例えば私どもが提案したのでは，その冬とかだと春節の時期に中

国，あるいはアジアの方々がいろんなところに旅行するわけですね。そういう

人たちをターゲットにした春節祭の時期のいろいろなイベントが日本の各地で

も行われてて，あまりそんな有名じゃないようなところでも，そこにアジアの

方がたくさん行っているというのが今の状況ですから，せっかく阿波おどりと

いうコンテンツが徳島はあるので，その春節の時期に阿波おどりをちょっとメ

インにした大きなイベントをやって，それに合わせていろんな観光もしてもら

うような商品パッケージを作って，冬の時期にも呼ぶとかですね，あるいは阿

波おどりの練習風景というのは観光客の方もそれ，練習風景を見るだけでも非

常に満足されて，練習風景を見たら「こんだけ一生懸命練習をやっている阿波

おどりの本番を見たいな」と皆さん思うと思うので，やっぱり練習風景につい

てもＳＮＳで今日は何時からどこどこの公園で有名連が練習していますとかっ

ていう，その的確な情報を練習風景についても発信していくとか。それから阿

波おどりの期間中は，なかなか徳島市なんかだと宿はとれないのですけども，

周辺地域の宿との連携をしていくとか，それからその阿波おどりの期間中だけ

特区で一般の旅館やホテルじゃないところでも客を泊められるような，そうい

う特区申請を阿波おどりのときだけ，例えば徳島市を対象にするとか，阿波お

どりを核にしてもっともっと観光振興を図れる可能性があると思ってますの

で，今回の評価はＡでいいと思うのですけど，更に来年度以降，いろんな具体

的な提案をしていただければ非常にありがたいなと思います。来年，パリに阿

波おどりに行きますし，それから東京オリンピックで絶対阿波おどりは開会式

か閉会式で絶対使われると思うので，ますます盛り上がると思いますので，是

非それを有効に使っていただきたいというふうに思います。

（班長）

39番は多分質問だったと思いますので，そこについてお願いいたします。
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（商工労働観光部）

いくつか頂きましたので，順次お答えできるところはさせていただきたいと

思います。盛りだくさんな内容で御提言いただきましてありがとうございまし

た。まず，１点目はパスポートだったかと思います。このパスポートについて

は，徳島のいろんな物産をそういうパスポートの願いに込めましてお渡しする

ということで，発行当初７万部ということでスタートさせていただいておりま

すけども，現在は７万部を超えているということで，施設数も280施設から700

施設まで増えております。特に最初スタートさせましたのは，県内のいろんな

施設でありますとか，イベントでスタンプラリー的なものだったんですけども，

その後，例えば大鳴門橋の開通に合わせたり，もっと言えば淡路の花博が先頃

行われましたけれども，そういったところとタイアップしまして，淡路から徳

島に来てもらうとか，そういったところで配布させていただいたりということ

もしております。先ほど，効果測定のお話があったかと思います。その効果測

定で，どこまでどういうふうに見るかというところがあるのですけども，ただ

先ほど委員がおっしゃいました高知県の色を変えるとか，いろんな面でステー

ジを上げていくというか，そういう顧客の思いをだんだん上げていくという取

組は非常に参考になると思いますので，至らざる点がまだまだあるとは思いま

すけれども，そのパスポートについて進化させていきたいと，せっかく先ほど

も観光誘客，あるいは宿泊者数が徳島で増えておりますので，そういった一助

になればというような思いを持っておりますので，さらなる工夫を進めてまい

りたいと思います。

それから，２点目でございます。タクシーの啓発ということだったかと思い

ます。確かにタクシーにつきましては，つい先ごろの徳島新聞等にも掲載され

ておりましたように，まず空港で降りて，あるいは徳島駅に着いて一番に利用

する乗り物でございますので，非常に重要であるということは重々承知してお

ります。かつてもやはり同じような御指摘があって，やはりタクシーのマナー

に対するというお話もあったかとは思いますが，そういったことも踏まえまし

て県の方から観光協会に委託したり，あるいはそれぞれ商工会議所であります

とか，関係団体の方での各種研修とか，いろんな接客のマナー向上のための取

り組みをしているところでございます。いろいろお聞きもしておりますけども，

まだ今年も記事が載ったということがございますので，更に徹底をして，まず

第一印象で決まるようなところございますので，そのタクシーだけではないの

ですけれども，全体として徳島に来てよかったと思っていただけるような，そ

ういう接客の在り方という面で向上を図るべく，また日々努力してまいりたい

と思います。
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それから，３点目が阿波おどりについてもっといろんな面で活用できないか

ということでございまして，先ほどこれも委員の方から御紹介いただきました

けど，夏の本番だけではなくて春，そしてこのたびは秋についてももっと大々

的にやっていこうということで，今，たちまち今年11月に実施させていただき

ますけれども，徳島に来て本場の阿波おどりを体験していただいて，それで交

流を進めていただいて，本当に徳島が阿波おどりの大元だよというところでも

って，発信をしていきたい。県外に行きましても阿波おどりを踊りますと黒山

の人だかりになると申しますか，やはり本場の力というのはすごいということ

は私も重々承知しておりますので，この阿波おどりをもっともっと活用させま

して，通年化ということを今，考えておりますけども，先ほどお話しいただい

た春節とかいろんな機会，まだまだ出せる機会あろうかと思います。そういっ

たことを視野に入れまして，取り組んでまいりたい。それから練習風景をいろ

いろ流してはどうかとか，そういう御提案も頂いたところでございます。これ

についても数年前から商店街の方で，お盆の前の練習の風景を流させていただ

いておりますし，今年は取り組みとして，例えば有名連がどこに本番中いるか

とかいうようなことも，ＳＮＳで配信するような取り組みも行われたと聞いて

おります。そういったことも十分視野に入れまして，阿波おどりを最大限に利

用して徳島にもっともっと来ていただいて，楽しんでいただけるような，そん

な取り組みを進めてまいりたいと考えておるところでございます。また，いろ

いろアドバイスいただければ幸いでございます。

（班長）

それでは，まだまだ御意見あるかと思いますが，一応評価の方させていただ

きたいと思います。13ページの39番から62番までということなんですが，まず

13ページ，それから14ページ，15ページ39番から46番辺りにつきまして，いか

がでしょうか。原案通りでよろしいでしょうか。では，39番から46番までは原

案通りとさせていただきます。それから，48番がちょっと議論が出てたと思い

ますけれども，原案Ａ評価になっておりますが，Ｂ評価でもいいんじゃないか

という御意見いただきましたが，他の委員さんいかがでしょうか。ＡかＢかと

いう感じだと思いますけれども。Ａ委員さんいかがでしょうか。

（Ａ委員）

私もいつも評価をさせていただくときに，どういう観点でしたらいいのかな

というのが一番悩ましいところで，本当はもっと総合的に見ていろんな視点か

ら見るべきかと思います。その点からすると，この１つの指標だけで図るのは

Ｂ委員がおっしゃるように，ちょっと厳しいのかなというような気もいたしま
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すし，実際にそういう御意見が出てきているということですので，総合的に見

てこの本当に指標だけを見ると達成をしてますので，評価的にもＡかなという

気もしないではないのですが，Ｂでもいいかなという気はいたしております。

（班長）

他の委員さんいかがでしょうか。それではＢ評価ということでよろしいでし

ょうか。では，48番についてはＢということにさせていただきたいと思います。

それ以外の47番から51番辺り，16，17ページ，原案通りでよろしいでしょうか。

それから，18，19の52，53番，こちらについてもよろしいでしょうか。それか

ら，20，21ページの54番から58番にかけてなんですが，こちらもよろしいでし

ょうか。それから，22，23ページ59番から62番辺りまでにつきましても，原案

通りでよろしいでしょうか。では１点，ちょっと原案から変わっておりますが，

それ以外は原案通りということにさせていただきたいと思います。

ちょっと時間の方も押しておりますが，最後63番，24ページの63番からちょ

っとまとめてということで最後の104番までということで御審議いただきたい

と思います。質問，あるいはコメント等ありましたらよろしくお願いいたしま

す。いかがでしょうか。はい，お願いいたします。

（Ａ委員）

１つ伺いたいところが，33ページの86番です。ここで入館者数が年々増加を，

累計なので増加はするのでしょうけれども，これに対して，どういう人を対象

にしているのかなというのが，ちょっとわからなくて，県外の方にこういうと

ころ来ていただくのってすごく大きなイベントをしないとなかなか難しいのか

なという気はするのですが，対象にしている人と，あとはどういうふうにＰＲ

をされているのかというのを伺いたいと思います。お願いいたします。

（教育委員会）

この入館者数につきましては，文化の森にあります博物館と近代美術館と鳥

居龍蔵記念博物館，ここの入場者数ということで，県内県外関係なく数えてお

ります。それで，これの入館者数を増やすということにつきましては，もちろ

ん常設展であるとか企画展，これの魅力を継続，魅力アップするということと，

それからユニバーサルデザインといいますか，来ていただきやすい施設にする

という，その２点から入館者数を増やすというような取り組みをしているとこ

ろでございます。最初に申し上げました魅力のある企画展といいますか，常設

展につきましては，文化の森の中で独自でするものももちろんあるのですけど

も，民間の機関と連携して行うことということで，例えば26年度でありますと，
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徳島新聞社さんと連携させていただいて「空海の足音四国へんろ展」というよ

うな，他ともタイアップして，入館者数が増えるような企画もしてございます。

またこれ今年度になりますけれども，東京富士美術館の所蔵作品展「美の競演」

ということで，これは３万人くらいの入館者数もありましたので，そのような

ことも取り組みしていきたいと考えております。

それからもう１点，ユニバーサルデザインのことを申し上げましたけれども，

これにつきましては特に見やすい表示といいますか，サインの改善とかも含め

てやっておりまして，来た方があまり迷わずに行っていただけるような取り組

みをしまして，来館しやすいような取り組みをしているところでございます。

（Ａ委員）

ありがとうございます。私も美術館とか好きで結構行くのですけれども，や

っぱりそこでの対応とかっていうのが，他のところの美術館とは少し違うなと

いうところがありますので，何か工夫していただいてもその方によって違うの

でしょうけど，魅力ある展示を継続していただけたらと思います。ありがとう

ございます。

（班長）

他に御意見，あるいは御質問等いかがでしょうか。はい，お願いいたします。

（Ｃ委員）

では77番の「阿波藍×未来形プロジェクト」の件なのですが，23年度から26

年度の取組内容が書かれているのですけれども，26年度については「藍染手ぬ

ぐい展示」だけの活動なのか，23年度からの活動の継続で続けてらっしゃるも

のがあるのか，どうなのかなと思って。藍染手ぬぐいの展示はどれくらいの期

間でされているのかなというのをちょっと教えてもらえたらなと思います。

（班長）

よろしくお願いいたします。

（県民環境部）

77番の阿波藍の取組について，御質問を頂きました。阿波藍の26年度に特化

した取組といたしましては，「藍染の手ぬぐい展示」ということで，観光部局

と連携し，阿波の藍染研究会の所属作家の方による手ぬぐい制作をいたしまし

て，阿波十郎兵衛屋敷の母屋に手ぬぐいを200枚以上，８月１日から10日まで

の間に展示をさせていただきました。

また，その同じ時期でございますけれども，その藍染手ぬぐいを限定販売と
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いうことで，手ぬぐいを阿波十郎兵衛屋敷で御希望の方に販売をさせていただ

くということもさせていただいております。それと８月12日の阿波おどり連で

それを着用し，阿波藍のＰＲをしたということでございます。阿波藍につきま

しては徳島の文化を支える４大モチーフの１つでございますし，我々としまし

ては，今後とも阿波藍の魅力を広めたいと思っています。先ほども吉野川の話

が出ましたけども，吉野川が阿波藍を育み，そしてその阿波藍で育まれた民の

力が阿波人形浄瑠璃とか，あるいは阿波おどりへと伝わったと。そういうスト

ーリーの中の１つのものとして，今後とも振興したいと思ってます。具体的に

は手ぬぐい展示ということでございます。

（Ｃ委員）

ありがとうございます。阿波藍すごい好きなので，もっと頑張ってもらえた

らなという思いもあって，この「阿波藍×未来形プロジェクト」というテーマ

なんだけども，阿波十郎兵衛屋敷で８月の10日間だけの展示というのはちょっ

と寂しいかなというふうに思って，もっと思い切って徳島の藍を活用したまち

づくりに波及させるような活動に展開してもらえたらなという思いがあって，

Ａでいいのかなとちょっと思ったのですが，皆さんどうでしょうか。

（班長）

今の点含めまして，他の点もいかがでしょうか。はい，お願いします。

（Ｂ委員）

私もこの藍染というのは，本当に徳島が誇る非常に大きなコンテンツだと思

っておりまして，この会合の第１回のときも何か藍染関係で意見を言ったので

すけれども，観光でもやっぱりその町の風情というのが，特にこれから滞在型

で町を楽しんでもらうような個人客がメインですから，そういう方たちを惹き

付けるというのは，その町の風情というは非常に大事で，その徳島の町の風情

づくりには藍染が絶対に欠かせないというふうに思っております。ここの77番

で「伝統産業で栄えるまちづくりを推進するため」とありますので，要するに

県の施策も藍染の歴史とか文化的な魅力を伝えるという施策にとどまらない

で，いかに藍染のいろんな製品が売れるかと，売れるようになるかというよう

な施策をなるべく考えていただきたいというふうに思ってまして，ですから例

えば，いろんなデザイナーとのコラボレーションを企画していただいて，新し

いデザインでの藍染の魅力的な商品ができてくるような，そういう仕掛けを県

で関与していただいたり，あるいは私どもが観光ビジネス研究会で提案したの

ですけれども，特に観光客が行くようなお店はなるべく従業員の制服とか暖簾
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とか，いろんなところでも藍染をとにかく使うと，徳島は。ほっておいても徳

島の方はなかなかやらないので，そういうまとまって，そういうことをやるよ

うなところには，一定の金額以上そういう藍染製品を買う場合は，少し行政が

補助を出すとか，そういうちょっとしたきっかけづくりになるような，で，い

ろんなところがそれを使うようになれば藍染の製品が売れるわけですから，歴

史文化的な藍染の魅力発信だけにとどまらないで，どうやったら藍染製品が売

れるかと，そしてそれが栄えるかと，そのための施策というのを更にいろいろ

やっていただければいいなというふうに思っております。

それからもう１点は，26ページの70番なのですね，これは評価はこれでいい

と思うのですけども，音楽文化が息づくまちづくり事業で，いろんな一流演奏

家の定期演奏会とか，いろいろやるということで書いておられるのですけども，

やっぱり町の風情として，例えばヨーロッパのウィーンとかドイツとか，そう

いう町に行くと，その街角でいろんなミュージシャンの人たちがいろんな演奏

を，音楽の演奏をやっているのですよね。それはたくさん楽器をそろえてなく

ても，例えばサックスだけの演奏をしているとか，アコーディオンの演奏をし

ているとか，バイオリンの演奏をしているとか，１人で。街角，街角で人が集

まるようなところで，そういう音楽を演奏しているという感じがすごく旅行で

行っても魅力的に感じるので，是非徳島もこういう立派なホールで一流の演奏

家の音楽を聴く機会をつくるというのももちろん大事なのですけども，街角で，

特に人が集まるようなところで，そういう何げなくいい音楽が街中で流れてい

るような，そのきっかけを作るような施策を是非来年度以降は考えていただき

たいなというふうに思っています。

（班長）

ありがとうございます。他に御意見いかがでしょうか。それでは時間の方も

ありますので，評価の方に入りたいと思います。ちょっと数か多いですが，63

番からということでお願いいたします。24ページ，25ページ，63番から67番辺

りにつきまして，原案通りでよろしいでしょうか。それから26ページ68番から

73番，27ページ辺りまで，よろしいでしょうか。それから28，29ページのとこ

ろで言うと，まず28ページ74番から76番辺りまではよろしいでしょうか。29ペ

ージの77番がちょっと議論になっていたと思いますが，原案Ａ評価になってお

りますけれども，この点いかがでしょうか。Ｂでもというような意見かなと思

うのですが，他の委員の方，いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

私も期待度が非常に高いので，藍染をもっとやっぱり際立たせていろいろ発
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信していただきたいなと思いますので，先の期待も込めてＢでいいかなと思い

ます。

（班長）

他の委員の方，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では，77番につき

ましては，Ｂ評価というふうにさせていただきたいと思います。78番について

はよろしいでしょうか。では，30，31ページ79番から82番辺りにかけまして，

よろしいでしょうか。32ページ，33ページ83番から86番辺りについてはいかが

でしょうか，よろしいでしょうか。34ページ，35ページ87番から90番辺り，よ

ろしいでしょうか。では36ページ，37ページ92番から97番ですが，よろしいで

しょうか。最後38ページからですが，98番から104番につきまして，いかがで

しょうか。では，一応１点だけ変更になりましたが，77番以外につきましては，

そのまま原案通りということにさせていただきたいというように思います。あ

りがとうございました。

（班長）

続きまして，総合的な観点からの意見，提言ということになっておりますの

で，委員の方々からも是非ともコメントをお願いしたいと思っております。基

本目標１につきまして，ここまで104の事業についてＡＢＣの評価を行ってき

ましたが，基本目標を全体的に見て，こういうことが足りないとか，あるいは

このような観点を追加すべきというような，意見提言をいただければというふ

うに思います。全体的なというようなところで何か意見・提言等ありましたら

是非ともよろしくお願いいたしたいと思います。

私の方からちょっと簡単に意見を言わせていただきますと，恐らく今回のと

ころ，時間的にも観光の部分に対してのいろんな議論が多かったかと思います

が，徳島だけではなく，今，特に中国人の中国を中心とした外国人の方々がた

くさん来られて，単に観光としてくる，あるいは宿泊するだけではなくて，そ

こで消費をするということで，経済的な側面という意味において大きな効果が

あるということは，全国的によく言われている話と。そういうところで言うと，

データのところにもありましたように，外国人の方が来られている数は多いけ

れども，ただ宿泊者数がなかなか，伸びているのだけども，そんなに伸びてな

いと。難しい話だと思いますけれども，そこの問題なんかについてはもっと，

そもそも論としての外国人の方々が来てないということだったら，かなり大変

なのですけれども，来られているということは，やはりそこからそれを徳島の

活性化につなげるというチャンスは非常に多いのではないかなと。あとはその

チャンスをいかにして大きくしていくかというところがこれからの課題かな
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と。ただ先ほど，Ｃ委員さんからも意見ありましたけども，中国だとかあるい

は台湾とかのアジア圏の観光客というか外国人だけではなくて，もっとヨーロ

ッパの外国人の方なんかにも視点を向けるべきではないかという御意見もあっ

たと思いますし，そういう点も含めまして外国人中心の観光の問題，あるいは

当然日本人も含めてということになるかと思いますけれども，それをいかにし

て伸ばしていくかと。ただ，そうするとやはり当面については中国という話に

なると，チャーター便の問題というか，空港の問題というか，どうしても足の

問題で言うと，新幹線というようなところからは，徳島の場合は少し距離があ

るということになるかと思いますので，メインとしては空港をいかにして利用

してもらうかというところが関連してくるという話になると，もう１つ大きな

テーマになるのかなというようには思っております。ただ，ビジネスチャンス

というような側面からすると非常に大きいのかなと。

それからもう１点は，ちょっとなかなか時間の都合で議論できなかったので

すが，後半部分のところで，スポーツに関連するようなところで言うと，ヴォ

ルティスだとかインディゴソックスというような部分については，当然ですけ

れども，その教育とか，というような側面が強いですが，観光というわけでは

ないですけれども，経済的な側面からしても，そういうプロスポーツのチーム

が強くなっていく，あるいはそこに対してのお客さんというか，見に行こうと

思う人が増える，あるいはそれをいかにして，野球とかサッカーとは関係のな

い経済問題にリンクさせていくことができるかというところで言うと，Ｊ１に

上がったけれども残念ながら１年だけだったというようなところにもなってま

すけれども，Ｊ１であるかＪ２であるかは関係なしというようなところも含め

まして，いかにして教育というような側面だけではなく，商工関係の方でもっ

と経済活性化の方につなげていけることができるのかというところについても

大きな問題ではないかなというように思っております。他の委員の方，何かご

意見等ありましたら，お願いいたします。よろしいでしょうか。

それでは，皆さまの御協力を頂きまして，ちょうど時間になりましたので，

このあたりで意見交換につきましては終了したいと思います。本日の会議内容

につきまして，何かご意見等がございましたら，後日でも結構です，事務局ま

で御連絡いただけたらと思います。なお，第１回目の会議で決定したことにな

りますが，本日御議論いただいた評価結果や基本目標ごとの意見，提言等につ

いては，事務局で整理し，私が確認した後，更に石田会長に御確認していただ

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，会議録の公

表についても，私が確認した後，石田会長にまた確認をしていただいた上で，

ホームページ上などで公表したいと考えております。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。委員の皆さま，長時間の会議お疲れさまで
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した。また終始熱心に御議論いただき，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。おかげをもちまして有意義な会議を

開催できたと思っております。ありがとうございました。それでは，マイクを

事務局の方にお返ししたいと思います。

（監察局長）

班長さん，大変ありがとうございました。そして，委員の皆さま長時間御苦

労様でございました。それでは，これをもちまして，第５回の県政運営評価戦

略会議を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。


