
第 ６ 回 　 県 政 運 営 評 価 戦 略 会 議 　 会 議 録

１　日時　　平成２５年８月２９日（木）　１３：００～１５：１０

２　会場　　県庁１０階　大会議室

３　出席者　委員　　　　　　　　　　　　　県

　　　　　　石田　和之（敬称略，以下同じ）犬伏　秀之　監察局長

　　　　　　坂本真理子　　　　　　　　　　七條　浩一　政策創造部副部長

　　　　　　田村　耕一　　　　　　　　　　森　　繁生　保健福祉部副部長

　　　　　　土佐　和恵　　　　　　　　　　清水　英範　商工労働部副部長

　　　　　　南波　浩史　　　　　　　　　　中本　頼明　農林水産部副部長

　　　　　　浜口　伸一　　　　　　　　　　田尾　幹司　県土整備部副部長

　　　　　　濱口　英代　　　　　　　　　　榊　　茂　　南部総合県民局副局長

　　　　　　福島　明子　　　　　　　　　　蔭山　真応　西部総合県民局副局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小原　直樹　教育委員会副教育長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生原　敬　　警務課企画官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　章人　監察局次長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河野　功　　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　主要施策説明

　　２部局より，資料に基づき説明。

２　評価私案の説明（資料１）

３　質疑（以下，概要は別に掲げる）

４　評価結果の採択

■質疑

（班長）

　それでは，２－１につきまして，どなたからでも結構ですので，ご意見ご質問等ありま

したらよろしくお願いします。
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（Ａ委員）

　６番に関してまして，取組内容と進捗状況のところに，海外の企業との個別の指導をし

ています，交流会を開催していますということが書かれています。様々なところで海外に

出向いていただいて，そこで現地の状況はどうかということも調査なさっているかと思い

ますし，成果はここに数字として出てきているのですけれども，それだけではなく，海外

に出て行ったときに，実際に海外の量販店でどのような売り方をしていくかというところ

に目途がついているのかに関して，具体的な内容をお教えいただけたらと思います。まだ

仕掛けの段階ですので，なかなか実績として表れないかと思いますので，その内容を伺っ

た後に我々で議論していくべきと感じております。

　次が17番でございます。ここは先程の６番の輸出というところと関係してくると思いま

すけれども，取組内容と進捗状況の２のところで「グローバル化への対応」，「人材育

成」ということを掲げておられます。これも同じように，どのようにグローバル化に向け

て取組を行っているのか，またどのような成果が現時点で得られているのかということを

お聞かせいただけたらありがたいです。

　次が21番でございます。先程，班長からもお話がございましたけれども，民間の団体で

すので，なかなか強制力は持たせられず，県がどのような役割を担うべきかというところ

について，非常に困難かと思います。県の役割がどういうところにあるかということに対

してお考えを伺いたいのと，目指しているところは機能の強化ということかと思いますの

で，機能の強化に関しまして合併以外に県がどのように具体的なサポートを行っているの

かということをお伺いできたらと思います。

　25番に関して，農業法人よりも農業者数が重要ではないかという，ご指摘がございまし

たけれども，国全体として法人化を進めているというところもございますので，県の方針

として法人化を進めているのかというところのご返答をいただけたらと思います。

　以上でございます。お願いいたします。

（班長）

　他に，意見等いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

　17番については，カロリーベース，生産額ベースともに，全国よりも大きく上にあり，

既に頑張った上にまだまだ頑張っているというところがあります。そういったところと，

「もうかる農林水産業」に関して，ブランド戦略などでは，非常に力を入れているという

感じがありますので，ＣではなくＢぐらいかなと思います。

　21番に関しても，今年度から徳島県漁連の参事が変わって，今まで以上に積極的に合併

の推進もするようになってきています。目標が１というのは非常に高い目標です。５年ぐ

らい前に漁業協同組合が１組合になる１歩寸前まで行っていましたが，最終的には過半数

の合意が得られず，できなかったという経緯もありますので，実際の現場で努力はしてい

るけれど，結果として出なかったというところで，もう少し評価を上げて，Ｃぐらいにし

て推進はしていってもらいたいと思います。
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　それと25番，これに関しても，法人化がすごく進んできているのがよくわかります。で

すので，認定農業者数は未達成ですが，法人数がクリアしているのであれば，もう少し上

の評価でもいいのではないでしょうか。

（班長）

　他にありますでしょうか。

（Ｃ委員）

　私も17番について，「もうかる農林水産業」ということで，１円でも農業者として高く

売りましょうというようなことで，中央会やＪＡの農業支援センターと連携をして，昨年

ぐらいから力を入れております。中央会の会長も「どうしても農業を今頑張らないかんの

だ」ということで，今出ております評価がＣということですが，もっと頑張ってほしいと

いう評価が良いと思います。評価は別にしても，農業者としても認定農業者として頑張っ

ております。

　また18番でしたら，農業支援センターが野菜について，今年は特に一作ではなくて裏作，

二毛作というようなことで，県にも力を入れていただいて，「農業者としても野菜方面を

頑張って作っていきましょう」という力強い声をしております。番号17，18，21，25と，

の評価を見せていただいて，一番に感じたことは，皆さん徳島県の野菜に力を入れており

ますので，評価が厳しすぎるのではないかということです。

　25番については，担い手育成ということで「人・農地プラン」，これも一丸となって頑

張っております。農業も，震災があったときはどうかなと思うのですが，その後，徳島県

の野菜もこれからだというようなことで頑張っておりますので，評価ももう少し上にして

もらいたいと思います。

（班長）

　はい，ありがとうございます。

　いくつか質問等もありましたので，簡単にお話いただければと思います。

（商工労働部）

　いくつか質問をお受けしておりますので，まとめてお答えをさせていただきます。

　まず，６番について，小松島の税関の輸出入総額に占める輸入額の割合がいかにという

質問でございます。24年の実績で申し上げますと， 1,061億のうち，輸出が 139 億，輸入

が 922 億となっており，圧倒的に輸入の方が多いです。輸出額ベースでいいますと23年度

が 171億で，それが24年度 139 億ということで大きく減っております。その理由について，

輸出を構成している中身を見てみますと，タンカーなど船の割合が非常に高くなっていま

す。タンカーでは，平成23年度の輸出額が87億だったものが52億ということで，30億近く

減っております。もちろん，単体で大きな品物でございますから，年度によって大きく増

減するといったこともあると思われます。

　また，数値を輸出額に限って置けばどうかというご質問をいただいております。この数
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値は，小松島の税関を使って輸出輸入をする額ということでございますから，必ずしも県

内企業のみの数字ではございません。地場にある施設を使ってどれだけのものが動いてい

るかという数値でございます。一方，県内企業が輸出入する場合，主に神戸などを使う場

合が多いようです。県内では２割ぐらいしか使っていないという数値も出ておりますので，

その辺りは今後どのような数値を使うのが適正なのか，十分検討してまいりたいと思いま

す。

　それから，そういった取組も含めて県外へのグローバル化について，どういう売り込み

活動をしているのかというご質問でございます。これについては，７番をご覧いただけれ

ばと思います。中国や香港，シンガポール等々，順次重層的に，販路拡大に向けて商談会

に参加してということを継続的にやっております。その結果，数値目標につきましても，

ご覧の通り 669 件ということで，24年度の数値目標を上回っている結果になっています。

今後も，商談会等で海外への売り込みを行い，それに伴って商談件数も増やしていきたい

という意気込みで取り組んでまいりたいと思っております。

（農林水産部）

　ご質問等ございましたので，何点かお答えさせていただきたいと思います。

　まず，17番の「もうかる農林水産業の推進」でございますけれども，基本計画の改定と

いうことで26年に改定の予定でしたが，24年度にいち早く見直しを行いまして，25年度の

４月から新しく基本計画をスタートしております。改正した点については，従来からの課

題に加えて，１点目としてグローバル化に対応した輸出戦略，農林水産業に係る新成長分

野での強化，２点目してこれからの農林水産業を担う人材の育成と強化，３点目に23年に

東日本大震災を契機とした減災防災の強化，このような３点の新たな視点を加えて改定し

たところでございます。

　グローバル化の対応というお話もございましたけれども，輸出の戦略についてもこの１

月に策定を行い，３月に農畜水，木材に関してそれぞれサポートセンターを作って，ネッ

トワークを構築し，25年から本格的に進めていこうということでございます。25年の当初

予算で初めて，輸出に取り組む際の調査や商談に関する経費などを支援する助成制度を

作っております。また，６月補正におきましても，試験輸出の試験用サンプルの提供や広

告宣伝を支援する助成制度などを創成したところでございます。

　食糧自給率の関係については，資料を作った時点ではまだ国から発表されておりません

でしたが，先日発表がありました。生産額ベースで，概算でございますけれども，徳島県

は平成23年度で 136％となっています。確定するまでには１年かかります。全国では，23

年度が67％で確定しております。カロリーベースでは，徳島県が概算で44％，全国が39％

となっています。徳島県としては，野菜，果樹などの園芸品目を主体として産地形成を

行ってきたところでございますので，カロリーベースより生産額ベースの自給率を重視し

ておるところでございます。

　カロリーベースですと，国では39％程度で推移しておりますが，県の目標は50％と高め

になっています。生産額ベースでも，国では67％程度ですけれども，県の目標は 155％と

いうことで非常に高い目標を設置しております。今回，カロリーベースは概算で44％で都
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道府県で大体25位程度，生産額ベースは概算で 136％で12位です。生産額ベースで上がっ

たのは僅かに５県のみ，中国四国九州で上がったのは徳島県だけということで，農林水産

部としても頑張ったのかなと感じております。

　自給率を向上させるためには，少し長くなりますけれども，生産拡大を図りますととも

に食生活の改善を促す生産消費が一体となった取組を進めることが重要でございます。生

産面では，ブランド戦略の展開や，農商工連携による新たなビジネスの展開ということで

生産力を高めていき，消費の面では，食育の推進，地産地消の推進，それから現在力を入

れております学校給食での県産品の活用ということで，給食を 100％県産材にしようとい

う，モデル事業に取り組んでおります。地元県産品 100％の学校給食ということからも生

産消費の両面から積極的な取組を進めて食糧自給率のアップにつなげてまいりたいと考え

ております。

　それから，21番の合併の話でございます。農協につきましては，平成24年度に合併推進

の組織を作り，県からも正課長級の職員を派遣しております。漁協の方も今年度から正課

長級を派遣しております。合併は，それぞれの組織が主体的に行うものでございますけれ

ども，組合の経営基盤のためには必要なものということで，自主的に合併するところには

県としても最大限の支援をしてまいりたいと考えております。農業共済組合につきまして

は，ここに書いておりますように，来年の４月１日で１つになるということになっていま

す。

　それから，認定農業者のことでございます。従来は認定農業者にあらゆる支援が集中し

ておりましたが，21年の政権交代に伴い大きく舵を切られて，今は国の新たな担い手対策

として「人・農地プラン」というのができており，その中で，「地域の中心となる経営

体」の方に各種の支援が集中しております。制度の過渡期ということで，県市町村生産者

の方も振り回された形になっております。25年度からは，この認定農業者数ではなく，地

域の中心となる経営体に目標をシフトしております。その数は，24年度末では 128でござ

いましたが，この経営体にならなければ青年就農給付金ももらえませんので，中心となる

経営体になる方が多くございまして，今年度末には 1,000 程度になる見込みでございます。

国の制度が大きく梶を切ったということで認定農業者が減るのは仕方ないところで，そう

いった違った目標について県としてもしっかり力を入れてまいりたいと思います。

（班長）

　ありがとうございました。はい。お願いします。

（Ｄ委員）

　３番の徳島経済飛躍ファンドの支援額で，実績額もかなりの金額が出ています。これを

見るとＡということになるのですが，お金を付けた結果，その後のフォローをやってい

らっしゃるのかどうかをお聞きしたいと思います。そのお金が本当に活かされているのか，

例えば作った商品の売り上げが伸びているのかどうかなど，そういうチェックをやってい

るのかということがはっきりとわかりません。その辺りをもしやってないのであれば，

しっかりやっていただきたいのでＡではなく，評価を下げてもいいのではないかと思いま
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す。

　それから５番について，「情報発信拠点づくり」で基本的にはコンビニのローソンを

使ってやっており，その数は増えているということで，Ｂになっているのですが，そのコ

ンビニのアンテナショップで徳島の発信が本当にできているのかどうかというところの実

情をお聞きしたいと思います。そこで置いている徳島産の物がどんどん売れているのかど

うかです。単に徳島産の物を置いているだけで，積極的な徳島からの情報発信がもしかし

たらできていないかもしれません。

　それから７番について，中国等における海外でのいろいろな施策をやっていらっしゃる

のですが，商談会をやったということが目標で上がっています。他の事業でも多いのです

が，やった結果，商談に結びついているのかどうか，そこがあまり結びついていなければ

機会だけ作ってもなかなか中国に食い込めていないのではないかという感じもあります。

いろいろと聞きますと，徳島県産を海外で売っていく際，そこに入るスタッフの中に，海

外ビジネスのノウハウを持った人がもっと必要なのではないかという声があります。です

から，単にサミットを開いた，商談会を開いたというだけで，本当にうまくいっているの

かどうかというところをお聞きしたいというところがございます。

（班長）

　ありがとうございます。今の点について，よろしくお願い致します。

（商工労働部）

 とくしま経済飛躍ファンドに関して助成を行って，その後どのようにチェックしている

のか，とのご質問に関してお答えさせていただきます。

　とくしま経済飛躍ファンドにつきましては ，１２５億円を原資に，その運用益を活用

して県内中小企業に対する助成を行っております。そのフォローに当たりまして は，と

くしま産業振興機構を中心に事業者にフォローアップを行いまして，事業者の展示会出展

や技術的課題などの支援ニーズ，そういったものの把握を行っております。開発された製

品等につきましては県のお試し発注制度を活用し，官公庁での受注実績を作ることにより

販路開拓の支援を行うほか，特に， ＬＥＤ応用製品の販路拡大支援といたしましては東

京で初の常設展示場を開設しＰＲに努めております。とくしま産業振興機構や工業技術セ

ンター等と連携し，ニーズに応じた適切な支援を行う体制を構築しており，引き続き事業

のフォローアップに努めてまいりたいと考えております。

（商工労働部）

　続いて，アンテナショップについてのご質問についてでございます。徳島県のアンテナ

ショップにつきましては，東京において虎ノ門と飯田橋のローソンで，それから「徳島・

香川トモニ市場」ということで，こちらは認定のアンテナショップになるのですが，３店

の運用をしているところでございます。

　その実績はどうかというご質問もございました。売り上げから申し上げますと，虎ノ門

のローソンにおいては月平均50万前後を上げているところでございます。飯田橋の方につ
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いても，直近では同じ程度の売り上げです。品数についても，順次売れ筋を確認し，置き

換えながら，徳島のＰＲをしているところでございます。

　それから，中国あるいは東南アジア等へのサミットや商談会に行った際，「もう少し工

夫をすべきではないか」というところでございます。商談件数については，順調には推移

しているのですけれども，各企業がどういう実績でどれだけの商談を成立させたかという

ことについては，聞き取らないとわからないということもあり，正確には把握できており

ません。今後，そういった各企業のその後のフォローも含めて，県としてどのようにグ

ローバル化の推進のために支援ができるかということについて，十分検討してまいりたい

と思っております。

（班長）

　ありがとうございます。

　それでは２－１の最終的な評価に入りたいと思います。３番についてはＡが原案になっ

ておりますが，いかがでしょうか。

（Ｄ委員）

　フォローはしているということなので，それは引き続きやってもらいたいと思います。

本当に，お金を出した後のフォローが重要だと思うので，それをしっかりやっていただれ

ばということで，Ａでいいと思います。

（班長）

　それでは，３番はＡ評価ということにします。

　６番について，ほとんど徳島で作ったけれども，最後の１割を大阪で作ったら神戸から

輸出されるという話になったら捕捉されないというところもありますので，その意味から

言うとＢでもいいかなと思うのですが，いかがでしょうか。

　それでは，６番はＣになっていますが，Ｂ評価に変更ということでお願いします。

　７番については，いかがでしょうか。

（Ｄ委員）

　本当に順調にいっているというのがＡですよね。順調にいっているかどうかがよくわか

らないのです。

（班長）

　今のお答えでは，データとしてはなかなか難しいということでしたので，Ｂということ

かなとも思います。

（Ｄ委員）

　まだ，評価するのが時期尚早なのかもしれませんが，他の委員の方のご意見も聞いてい

ただければと思います。
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（班長）

　他の方はいかがでしょうか。

（Ａ委員）

　Ｄ委員がおっしゃったように，機会を作っても，実績に繋がっていなかったらそのアプ

ローチは適切ではないということになると思います。そういうところが捉えられていない

という意味で，Ｂ評価が適切と思います。

（班長）

　それでは，この７番につきましてはＢ評価ということでお願いします。

　17番については，カロリーベースではなく，生産額ベースの方がふさわしいというお話

もありましたし，それから元々の水準がかなり高い水準にあるというお話でしたので，Ｃ

になっていますがＢ評価でいいかなと思いますがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは17番についてはＢ評価ということでお願いします。

　21番ですけれども，これについても方向は合っていて，その方向に向かっているという

ことなのでＤではなくＣかと思います。あるいはＢかということですが，その点について

はいかがでしょうか。合併することが目的というより，体力を強化した上で何をするかが

おそらく一番重要な話になってきます。

（Ｃ委員）

　合併問題も一時はどうかなという年もありました。昨年ぐらいから小さい組合も力を入

れて合併の方向に進んでおりますし，地方会も連携をして頑張っておりますので，Ｂ評価

が良いと思います。

（班長）

　Ｃ委員からお話がありましたが，他の方々はいかがでしょうか。

　それでは，21番はＢ評価ということでよろしくお願いします。

　25番のところですけれども，これについては農業法人数の方が重要という意見がありま

すので，これについてもＤではなくてＣ，Ｂということになるかと思いますが，これにつ

いてはいかがでしょうか。

　農業法人数を基本に考えるということであれば，実績値もクリアされていますので，Ｂ

評価に変えてもいいかなと思います。よろしいでしょうか。では25番についてはＢ評価と

いうことでお願いします。

　残りは原案どおりということでよろしいでしょうか。

（Ｄ委員）

　５番の情報発信拠点についてＢのままでいいのですが，このコンビニで今後やっていく

ことで本当に情報発信ができるのかどうか，そこのところはもう一度原点に立ち戻って是
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非考えていただきたいと思います。課題のところで，新たな情報発信拠点の整備というの

がありますが，現状，コンビニに徳島のコーナーがあって情報発信ができているという感

じがしないのです。ですから，着実に増えていってはいるのですが，それだけでいいのか

どうかということは真剣に考えていただきたいと感じています。

（班長）

　それでは２－１につきましては，以上のような評価としたいと思います。

　続きまして，２－２「産業活性化とくしまづくり」になります。

（Ｂ委員）

　まず38番についてです。これは，様々な取組をされているものの，なかなか商談の成立

は難しいということが見て取れます。やはり，こういう努力を続けないと，ビッグカンパ

ニーとの取引はそう簡単にできるものではないと思います。それと，件数などの数字を目

標値を掲げると，我々評価する側は，すぐに「０じゃないか」と厳しい方向に評価が向い

てしまいます。先程の17番もそうでしたけれども，あまりそれを追求してしまうと，数字

を出していただけなくなり，さらにわかりにくくなるので，高い目標値であっても恐れず

出していただきたいとお願いをしたいと思います。そういった中で，重要なマッチングビ

ジネスの項目ですけれども，Ｄで，いきなり「こんなん辞めてしまえ」というのは少し強

烈な評価のように思いますけれども，この辺りはどういう状況にあるのか，将来的にどう

なのか，一気に増える場合もあると思いますので，その辺りの感触をお聞かせ願えれば，

また印象が変わるのではないかと思います。

（班長）

 よろしいでしょうか。それでは商工労働部からお願いいたします。

（商工労働部）

　いろいろとご質問いただきましたので，項目を追ってご説明をさせていただきたいと思

います。

　まず，38番でございます。これについては関西広域連合の商談件数の実績が全く上がっ

てないではないかということでございます。ご承知の通り，この項目の本旨は，本県単独

ではなく，他の県，四国あるいは近畿と商談間に入って，その成約をしようという趣旨で

ございます。従いまして，関西広域連合に限った思想を持っているわけではありません。

そういった意味で，関西広域連合を含めて四国全体で捉えると，23，24年度で91社が出店

しており，成立件数16件，成立金額 760万となっています。この項目につきましては，現

在，関西広域連合においても各府県単独でこういう企画をされているということもあり，

将来的には，この共同開催を見直すという動きも出ております。従いまして，この数値目

標の立て方自体，これでいいのかという反省もしているところでございます。これらの近

畿の商談件数等も含めて，もっと大きな視点で数値化できないかということで考え直させ

ていただければと思っております。繰り返しになりますけれども，四国４県の共同分ある
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いは本県単独での商談会も別途やっておりますけれども，それらを合わせた全体での推進

を強力に図っていくということで考えております。

　次に41番の e コマースサイトでございます。時代も変わり，民営化もされているという

ことで，民間委託等も視野に置くべきではないかということでございました。これにつき

ましては，平成19年にとくしま産業振興機構という県の外郭団体で，そのサイトを新設し

ております。初期の目的は，商取引に慣れていない下請け企業に積極的にご参加いただく

ということでした。そういうことで現在まで推移しているのですけれども，この問題点は，

商取引はできるものの，決済機能が備わっていないということでございます。そのため，

各企業は，自社で決済機能もあったサイトを開く，あるいは他で出店しながら取引をする

ということで，この e コマースサイトから旅立って，そちらで発展されているという傾向

になっています。そういったことで，会社は増えてないのですけれども，県全体としての

ＩＣＴは推進しているかと思います。県としましては，そういった企業の下支えをすると

いうことで，新たに商取引をする企業に対して，積極的な研修や講座を設けながら推進す

るという方向で，今後ご支援を差し上げたらと思っております。

　42番のＢＣＰについては，目標に達していないという指摘でした。ここでは商工単独で

表記をさせていただいたのですが，実は県土整備部でも非常に頑張っていただいており，

建設業のＢＣＰを平成24年度で99社作成していただいております。加えて，現在策定進行

形の会社が36社ございます。そういった会社も含めると，将来的には十分クリアできると

考えておるところでございます。

　それから，52番，53番の伝統産業の振興，しじら織りについてでございます。班長のご

指摘もあった通り，数値目標も掲げていないということで具体的にどのように進行してい

るかが，わかりづらい記述になって申し訳なく思っており，その実態を説明をさせていた

だきます。まず，52番について，どのように県外に売り出しているのか，具体例を申し上

げます。平成23年には，「全国伝統的工芸品センターの特別展」ということで，23年の６

月10日から10日ほど出店をさせていただいております。その中で各県が持ち寄って，それ

ぞれの特産品，伝統工芸品を売るのですが，その実績は，全国で５番目に多いということ

になっております。また，「ＷＡＺＡ」には，2012年，2013年と続けて出店するなど，ね

ばり強く県外への出店を進めていければと思っております。

　53番の藍染めのしじら織りについて，どのように進行を図っているかということでござ

います。まず，クールビズに協賛して，昨年はアイディアコンテストということで女性の

藍染めの製品の募集をしました。85点の募集があり，その中から最優秀商品を選定して，

それを主に県職員のクールビズ衣料品といったものに販売などをしているところでござい

ます。実績を申し上げますと，平成17年当時では50着程度でございましたけれども，平成

24年度では 234着ということで，数量的には大きく増えているところでございます。県内

だけにとどまらず，そういった製品の拡大を県外に図っていければと思っているところで

ございます。

　以上でございます。

（班長）
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　ありがとうございます。

　他に，ご意見等いかがでしょうか。

（Ｄ委員）

　38番の商談成立数や売上高のところはＤになっておりますけれど，本当に商談がどれだ

け成立したか，どれだけ売り上げが上がったか，そこが最終的に満たすべき目標なので，

これを前面に掲げられているという姿勢を非常に高く評価したいと思います。実績は，あ

まり出ていないのですけれど，具体的な最終目標を目指すべきところに掲げてやっていく

ということは，非常に良いことだと思います。これは，ねばり強く続けていかなければな

らないので，実績はかなり低かったですけれども，Ｃでもいいのではないかなと思います

し，昨年度はＢだったので，Ｂでもいいと思います。他の施策も，こういう目標を掲げて

取り組んでいただきたいということで，他の委員の方の意見もお聞ききしたいと思います。

　それから53番目の藍染め・しじら折り製品についてです。徳島の人が率先してこういう

ものを沢山着ないといけません。知事を初め，県庁の職員の方にも藍染めのものを着てい

らっしゃる方もおられますけれども，ここの部分にある程度予算を投入しても，県庁職員

が全員，徳島に行ったら藍染め，しじら織りを着ているというようなことをするのが一番

ＰＲ効果が大きいと思うので，そういうことも含めて施策を更に考えていただきたいと

思っております。

（班長）

　ありがとうございます。他にご意見いかがでしょうか。

　それでは評価に入りたいと思います。

　38番については，非常に重要なテーマであると思うのですが，現状はなかなか厳しいと

いうことになっておりますので，これについてはＣ評価ということでいきたいと思います。

　41番については，これをきっかけとして次に民間のサイトの方へという説明をいただき

ました。Ｄ評価になっておりますが，いかがでしょうか。このままでよろしいでしょうか。

それでは，41番についてはＤ評価ということでいきたいと思います。

　42番については，将来的にはクリアできるのではないかというお話を頂きました。Ｃ評

価になっておりますが，これはいかがでしょうか。それでは，そのままＣ評価ということ

にさせていただきます。

　47番については，現状は１件ということになっておりますので，Ｃ評価でよろしいで

しょうか。それでは，そのようにさせていただきます。

　最後の52番，53番のところは，ご意見も頂きましたし，是非とも取り組んでいただきた

いということも含めて，そのままＣでよろしいでしょうか。それでは，52，53番はそのま

まＣ評価ということでお願いいたします。

　それでは，２－３「創業応援とくしまづくり」に入りたいと思います。54番から67番ま

でに関して，委員の方々のご意見よろしくお願いいたします。

（Ａ委員）
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　56番についてでございます。創業に関する講座の受講生というのは，また先ほどと同じ

ように機会を設けてそれでいいのかという議論も併せてあるかと思います。それと，若者

世代とシニア世代とではどちらの方が受講者が多くて，更にその中から満足度はどうなの

か，実際に起業，創業した方がいらっしゃるのかというところを教えていただきたいと思

います。

（班長）

　他にご意見等はありませんでしょうか。それでは，今の質問に関してお願いします。

（商工労働部）

　まず，班長からご指摘のございました件について，補足説明をさせていただきたいと思

います。

　57番のベンチャー企業等の育成支援の事業については，長い経過をたどっており，事業

期間は平成16年から10年間で，原則として前半５年は新規投資，後半５年は追加投資とい

うスキームでございました。この計画策定時，平成21年には，今後新規投資の案件が２件

ぐらいあるという見込みから，この計画上は２件の増を見込んでおりました。経過を申し

上げますと，投資総額は６億 5,500万円で，そのうち約９割の５億 9,900万円を既に投資

しております。今後の支援につきましては，制度終了まで僅か２年になっております。

従って，ここに書いておりますように，キー投資先への支援にシフトするということで

やっています。昨年度は，キー投資先１件に対して追加投資 2,000万円を実施したところ

でございます。この中から東証二部上場を達成した企業も出ています。今後の支援の指標

ですが，おっしゃる通り，企業数については期間も迫ったということで８社以上の進展は

ありませんが，昨年度のご指摘も踏まえまして，既に25年度計画の中では投資件数と併せ

て投資先の売上高という目標数値を設定させていただいております。平成25年度までに

270 億円を達成するということで，その売り上げについては厳しいデフレ基調の中ではあ

りますが，平成22年度では 239 億，平成23年度では 242 億，平成24年度では 248 億という

ことで，順調に推移しているところでございます。従いまして，開設の増だけではなく，

そういった中身を斟酌していただければ非常にありがたいと思っておるところでございま

す。

（班長）

　他にご意見いかがでしょうか。

（商工労働部）    

　56番について，若者世代とシニア世代とではどちらの方が受講者が多いのかというご質

問をいただきました。シニアの方が，国の創業支援などもあり，かなり力を入れていると

いう状況です。我々としましても，やはり創業支援ということで応援しています。創業し

た後のフォロー，研修などの辺りも含めて対応していくように考えております。

12



（班長）

 ありがとうございます。２－３につきまして，ご意見いかがでしょうか。

　それでは評価に入りたいと思います。

　57番に関しては，商工労働部からご説明もありましたが，いかがでしょうか。難しいの

は，客観的な数値に基づいて評価するという話になると，厳しい評価にならざるを得ない

ということがあり，抜本的な見直しという評価になってしまうのですけれども，他の委員

の方いかがでしょうか。

（Ａ委員）

　投資する先を新規には見出さず，今後は追加投資でやっていこうという説明もございま

したし，順調に売上高も伸びているようですので，ここに出ている投資企業数の指標だけ

で申しますと，Ｂ，Ｃ辺りという印象はありますけれども，具体的な中身を伺ったところ

では順調なのかなという感じがしますので，Ｂ評価でもいいのかなと思います。

（班長）

　Ｂでどうかというご意見をいただきましたが，他の委員の方はいかがでしょうか。よろ

しいでしょうか。それでは，57番はＢ評価ということでお願いします。

　58番からについては評価私案のとおりでよろしいでしょうか。

　それでは，時間の都合もありますので，２－４と２－５をセットで議論したいと思いま

す。92番までで，ご意見ご質問等ありましたら，よろしくお願いいたします。

（Ａ委員）

 85番でございますが，先程から意見が出ているように，フォーラムを開催してどうかと

いうようなところです。ここの事業に関しては，目的自体が情報発信ということなので，

ビジネスフォーラムを行われたことが成果という評価なのかとも思います。サテライトオ

フィス等については成果が聞こえてきているところなのですけれども，実際にフォーラム

を行って，その結果どのような動きがあるのかというところで，何か特筆するべきことが

あれば教えていただけたらと思います。

（班長）

　他にご意見ご質問等いかがでしょうか。

　それでは，今のＡ委員からのご質問についてお願いします。

（商工労働部）

　ビジネスフォーラムに関してご質問をいただいております。このビジネスフォーラムは，

東京と大阪で開催しています。県のポテンシャル，強みであるＬＥＤ，光ブロードバンド

といったところを十分にアピールしています。今年度については更に高速道路などについ

ても含めてＰＲしていきたいと考えているところでございます。企業の誘致となると，か

なり長い取組というところもありますので，直接的にすぐということはなかなか難しいと
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ころではありますが，こういった場を通じて，来ていただいた方には本県のポテンシャル

ということを十分にＰＲできますので，非常に有益と考えています。

（班長）

　他にご意見ご質問等いかがでしょうか。はい，お願いします。

（Ｅ委員）

　80番の「雇用の場の確保」について，最近は有効求人倍率の数字が非常に良いというこ

とを聞いております。おそらく，徳島市を中心とした地域では相当改善されていると思う

のですが，郡部の方ではまだまだ仕事がないという若者が居るように見受けられます。こ

のような地域間格差をどのように認識されているかをお伺いしたいと思います。評価につ

いては，数字が上がっておりますので，Ａでよろしいかと思いますが，もっと雇用対策を

やってほしいという意見もあるかと思います。

（班長）

　それでは，担当部局からよろしくお願いします。

（商工労働部）

　ただいまのご質問について，お答えさせていただきたいと思います。

　７月の有効求人倍率は1.05で，21年ぶりに１を超えた数字が発表されました。しかしな

がら，Ｅ委員がおっしゃったように，県西部，県南部については 0.6 や 0.7ということで，

まだまだ１に遠い数字になっています。そのように地域的な偏りがあるということで，県

南部，県西部，それぞれの県民局で特徴ある取組をされていると思っております。特にＳ

ＯＨＯということで，サテライトオフィスについて，県南，県西で顕著な取組をされてい

るということですから，そういった特徴を活かしながら，県内のどこに住んでいても同じ

ような雇用の場を確保できるように，そういった意気込みで商工労働部としても取り組ん

でまいりたいと思っております。

（Ｄ委員）

　今のご質問は地域格差の問題でしたが，もう１つは，正規雇用とパートとの中身が重要

だと思います。県でも緊急雇用などで相当お金を出していて，一時的に有効求人倍率が上

がるということは，今までもありました。ですが，それが終わっても緊急雇用された人達

がそのまま継続して雇用されているかというと，必ずしもそうでなく，終わったらまた数

字が下がるという問題もあります。今，表面的には数字が上がっていてそれはそれで良い

のですが，最終的には，一時的ではなく，継続的に雇用される人がどれぐらい増えるかと

いうところが非常に重要だと思いますので，ここで掲げられる目標の中に，求人倍率だけ

ではなく，正規とパートの中身の内訳など，そういうところも目標に置いて，今後チェッ

クしていただきたいと思います。
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（班長）

　はい，どうぞ。

（商工労働部）

　有効求人倍率を指標に使っておりますが，まず，地区的な有効求人倍率の差についての

対応をご説明させていただきたいと思います。

　南部，西部が県央に比べて有効求人倍率が低いということがございましたので，Ｄ委員

がおっしゃっていたような緊急雇用で昨年度，９月補正予算を通じててこ入れをさせてい

ただいたところでございます。数字的には順調に上がってきたというところでございます。

それと，有効求人倍率以外の指標を使ってはどうかということについて，もちろん正規雇

用というのが非常に大事なのですけれども，正規雇用は，厳しい経営状況の中で，企業に

とっては非常に大きな経営判断を有する部分であり，一律に正規雇用，これだけというよ

うな形は，県内は中小企業がほとんどでございますので，体力的な面もあり，難しいと考

えております。

（班長）

　他にご意見等いかがでしょうか。それでは，評価に入りたいと思います。

　まず，２－４について，74番がＣ評価になっておりますが，このままでよろしいでしょ

うか。それでは，74番についてはＣ評価ということでお願いいたします。

 次に，２－５について，86番がＣということになっておりますが，これについてはいか

がでしょうか。それでは，86番はＣ評価のままでお願いします。

　残りは，原案どおりということでよろしいでしょうか。

　それでは，２－６，２－７もセットで進めたいと思います。ご意見ご質問等よろしくお

願いいたします。

（Ａ委員）

　２点質問させていただきたいと思います。

　 108番は，先程，班長からのお話にもございましたように，目標に対して実績値が下

回っているという状況ですけれども，徳島県は少子高齢化と人口減少という状況にある中

で，就業者自体が減っているというところが予測されます。その中で，この目標値が適当

なのかというところがあります。就業者が減る中で，認定数は累計でどんどん増えていっ

ているというところは評価できるのかなという思いがございます。その中で，どのような

推進方法をとっているのかを伺えたらと思います。Ｄになっていますが，皆さんにご議論

いただいて，検討していくべきかなと思います。

　もう１点， 122番でございます。「商品開発を行っていきます」という目標に対して，

「センターを設置しました」ということが実績として挙がっているのですけれども，県産

材の利用促進条例が前倒しで制定されたということで，それに基づいて取組を行っていか

れるかと思うのですが，課題と今後の取組方針がここでは見えてこず，不明瞭かなという

ところがありますのでご説明いただけたらと思います。
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（班長）

　他にご意見ご質問等いかがでしょうか。はい，お願いします。

（Ｄ委員）

　93番の「ひろがるとくしまブランド戦略の展開」のところです。マスメディアを活用し

た情報発信を戦略的にするために，「首都圏に向けての農林水産物メディア戦略を策定し

た」とあるのですけれども，それで実際には，どういう取組をして，その結果，「メディ

アにこれぐらい載る数が増えました」といった成果のところが，この資料からはあまりわ

からないという感じがしまして，Ａでいいのかどうか，他の委員の意見を聞いてみたいと

思っています。

　それから，次の94番で，具体的な目標項目がいろいろとあるのですけれど，やはりその

中で一番重要なのは，最終的にそれで販売額が伸びたかどうかというところなのだと思い

ます。一番上の目標が大阪中央卸売市場における販売金額になっているのですけれど，こ

れが１位という目標に対して実績は３位だったということになっています。北海道などと

闘わないといけないので，１位のハードルは厳しいと思うのですけれども，ここのところ

で本当に１位をとるということが，最終的には一番重要なところだと思っていまして，そ

れが今いろいろとやっていらっしゃるようなことを続けていけば，本当に１位になれるの

かどうかというところをお聞きしたいと思います。

　それから， 116番について，耕作放棄地解消面積が着実に増えているということで，Ａ

になっていると思います。既にある耕作放棄地がどれだけ解消されたかは，ここで目標の

数字として出ているのですが，一方で，毎年新たな耕作放棄地が増えているのではないか

なと思います。解消面積が増えていっても，新たな耕作放棄地が生まれているのとどっち

が大きいのかというようなところがはっきりしないので，それについてお聞きしたいと思

います。

（班長）

　ありがとうございます。他にご意見ご質問等いかがでしょうか。

（Ｅ委員）

　96番についてです。先の震災以降，やはりこの食への期待というのは非常に大きく再三

テーマに挙がっています。トレーサビリティシステムなど，新しい安全性をアピールする

ものについて目標が出ていますが，全出荷に対して何％など，もっとレベルが高い数字の

方が良いのではないかと思います。分母がどれくらいなのかわかりませんが，もっと攻め

た数字を掲げていただければ良いのではないかと思います。数値目標は達成しているので

Ａでいいと思うのですが，そういうところが少し気にかかりました。

　それから， 108番です。省エネ， CO2削減というのは震災以降，原発がだめで火力発電

の方が安全ではないかとかいうことで世相も変わってきたりしたと思うのですけども，や

はり食の安全と同様に重要なテーマだと思います。そういった中で，徐々に新規の認定者
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が増えています。それから，農業などは，非常に高齢化が進んでいるので数を追いかける

よりも質を追いかける，実質の生産量やそれに占める割合という表現に変えていただいた

方が評価もしやすいのではないかと思います。Ｄ評価というと，この取組そのものがだめ

だというような意味になりがちなので，もう少し評価を上げてもいいのではないかと思い

ます。

（班長）

　ありがとうございます。

（Ｄ委員）

 「とくしまブランド戦略の発信」のところについて，これは農林関係の部局の施策とい

うことになっていますが，食のブランド戦略を進めていく際には，食だけではなく，観光

も含めた総合的な徳島のブランド戦略が非常に大事だと思っています。ですから，観光な

ども含めたブランド戦略を是非推進したいと思っており，その辺りの連携体制を是非やっ

ていただければと思っています。現状も含めて，その辺りについて部局のお話をお聞きし

たいと思います。

    

（班長）

　他にご意見等ございますか。

（Ｃ委員）

　 108番について，先程Ｅ委員がおっしゃいましたように，エコファーマーの新規認定者

は少しずつ増えていますし，高齢者という関係も書かれておりますが，安全安心を主体に，

業者としてこれからも有機農業共に頑張っております。これからも良い製品を作っていき

たい，送っていきたいということで生産者も同意をしています。私案の評価が非常に厳し

いですが，夢を持てるように県にも頑張っていただいておりますので，評価も少し上げて

ほしいと思います。

　 112番については，砂地に適した作物ということで，川砂を利用ができるということに

なっておりますが，もう１つ欲を言えば，鳴門金時は川砂では１年は良い製品ができます

が，３年以上になると粘りが出てしまいます。これからの課題として，できればミネラル

の入った海の砂を，少しずつでも手入れ砂として是非入れていただけたらと思っておりま

す。

（班長）

　はい。ありがとうございます。

　ご意見，それからご質問を頂きましたので，お答えいただければと思います。

（農林水産部）

　エコファーマーについて，ご説明したいと思います。エコファーマーとは，化学肥料や
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化学農薬の使用を従来の基準から２割程度削減する，環境に優しい農業に取り組む農業者

ということで，国が定めている基準があり，始まってから10年以上が経っております。認

定者の方の中には，高齢者の方や農業自体を辞められる方もおりますので，更新を断念さ

れるケースも多々見受けられます。また，更新する時には同じ技術ではなく，新しい技術

が必要で，ステップアップしなければならないということもあり，それはなかなか難しい

ということで，実数としては減っております。ですが，ここに書いてあるとおり，新規認

定者はここ数年増加傾向にございます。

　国全体では，24年は対前年比で７％ぐらい減少しておりますが，徳島県は，その半分の

約 3.5％に留まっています。今後，農業支援センターやＪＡと充分に連携して，また，技

術についてはこの４月にできた石井の農林水産総合技術支援センターとも連携してサポー

トを行い，さらには，エコファーマーの制度やメリットなどを積極的に周知して，環境に

興味のある農業者の方の掘り起こしにも努めてまいりたいと考えています。また，エコで

安心安全な農産物の消費拡大ということで，エコファーマーの方が生産した環境に優しい

農産物も，県でＰＲを行い，「もうかる農林水産業」につなげてまいりたいと思っており

ます。

（農林水産部）

　続きまして，Ｄ委員から93番，94番についてご質問いただいております。まず，93番の

マスメディアを活用したメディア戦略についてでございます。これについては，昨年度末

に策定しており，マスメディアにいかにして取り上げられるかということが重要だと考え

ております。そこで，お金を使ってＣＭなどを打つのではなく，我々の持っているポテン

シャル，あるいはバックボーンをどんどん掘り起こしていき，マスメディアに対して，

「徳島に行くとこういうおもしろいネタがあるよ」ということをこちらから発信したいと

考えております。そこで，ご意見にあったように，農林だけではなく，観光や物産も含め

て掘り起こしをして，首都圏のメディア関係者に企画提案していくという取組をしており，

現在は，プロジェクトチームを組んで，掘り起こしをしている最中です。そういった中で，

東京から徳島にロケに来られる方も出てきており，最近では，東の梅酒の取組が全国放送

の30分番組で取り上げられました。今年は，そういった番組がＢＳも含めて５つぐらいは

来るのかなと考えています。目標としては，来年はその倍の10番組ぐらいにはしたいと

思っています。現在，具体的な番組のイメージもしながら，進めておるという状況でござ

います。

　それから，94番の青果物の販売をいかに伸ばすかというところで，徳島は３位で，１位

が北海道，２位が和歌山となっております。北海道については，ジャガイモ，タマネギを

中心に物量でどんどん本州に来ております。和歌山については，ミカンを中心に特化した

販売で，こちらも物量で攻めてきています。徳島は，以前から野菜を中心に幅広い品目で

やってきておりますけれど，高齢化等で生産量が落ちてきております。そこで，昨年度か

ら野菜増産 1,000ヘクタールを目標として，県内各地域でプロジェクトチームを作ってお

ります。野菜増産のためにプロジェクトチームを作り，さらに東京と大阪に販売プロジェ

クトチームを作りまして，いかに売れる物を作っていただくかということについて，販売，
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生産の両面から強化を進めております。そういったことで，１位を目指して，生産力，販

売力の強化をしてまいりたいと考えています。県だけでは，なかなか難しいというところ

もございます。ＪＡと一体となった協力が必要と思いますので，ＪＡでも地域ＪＡ飛躍戦

略が今年３月に作られまして，県と一体となって進めてまいりたいと考えております。

    

（農林水産部）

　 122番の木材利用創造センターについて説明させていただきます。このセンターについ

ては，昨年の４月に設置しており，県産材を使った新たな需要を拡大するために，新商品

の開発や新技術の開発に取り組んでおります。それと併せて，県民の皆様方からの木材に

対する相談にも応じており，昨年度は 1,500人程から相談等を受けております。

　この中で，取り組んでまいりました成果としては，県産材を使った耐震建具などがあり，

新聞やテレビで紹介されました。最近では，耐震シェルターということで，過去には８畳

ほどのシェルターを作っていたのですけれども，実際には，もう少し狭いものが必要で

あったり，逆にもう少し広いものが必要であったりというご要望もありますので，ここに

課題として書いているように，魅力ある商品開発ということで，需要者のニーズにあった

商品を開発していくことが必要であると考えております。また，最近では，燃えにくい木

材も，建物の使用用途によって求められることがあります。そういった新たな用途開発に

ついてもこのセンターを中心として進めていきたいと考えております。

（農林水産部）

　続きまして，耕作放棄地全体としてはどうなっているのかというご質問についてでござ

います。

　農業上重要な地域を対象として解消しており， 442ヘクタール解消してきておりますが，

一方で中山間地域を中心して，条件の厳しい傾斜地であったり，機械が入らないところで

新たに 525ヘクタールほどの耕作放棄地が発生しており，全体としては，残念ながら83ヘ

クタールほど耕作放棄地が増えているという状況になっております。今後とも，継続して

農業生産ができる農業上重要な地域，農業振興地域内の農用地というところを中心に，解

消に努めていきたいと考えております。

    

（農林水産部）

　また，Ｅ委員から，よりよい的を射た指標を考えてみてはどうかという意見もございま

したので，今後とも十分考えさせていただきたいと思っております。

（農林水産部）

　 112番の川砂の手入れ砂利用に関しては，定期的に少量の砂を入れて，砂地畑の通気性

をよくするための手入れ砂について，一番良いものが吉野川河口の海砂であるということ

が過去の研究の成果でした。それと同じ成分のものが，どこかにないかということで，吉

野川の中流域の砂も手入れ砂として，海の成分はございませんが，石の成分は同じという

ことで，それが使えないかいろいろと試験して，ほぼ同等の効果があるということになり
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ました。ただ，海砂ほど粒子が細かくないものもあり，場所によっては乾きすぎるなどの

欠点もあります。川砂を手入れ砂にするための管理方法をすれば同等の効果が出るのでは

ないかという試験成果が出ておりますので，その辺りをよろしくお願いします。

　それと，先程のエコファーマーの件で補足します。エコファーマー以外の方，観光を

やっておられる方についても，肥料を減らすマニュアルを作り，支援センターを通じて技

術支援をしております。環境保護，環境負荷軽減にいろいろな努力をしているところです。

（班長）

　よろしいでしょうか。それでは評価に入りたいと思います。

（Ｄ委員）

　林業のところについて，どの項目がということではないのですが，林業はいろいろな施

策を非常にきめ細かくやってらっしゃると思うのですけれども，他県も力を入れてやって

おり，愛媛や高知などでは大規模な製材工場が稼働していたりしますし，岡山や東北，九

州などではバイオマス発電等で突っ込んだ施策をやっております。もちろん，担当部局の

方はそういったことも研究されていると思いますけれども，他県の施策なども是非参考に

して，今後の施策を更に充実していただければと思います

（班長）

　はい。ありがとうございます。

（農林水産部）

　大規模な製材工場ということについて，本県においても昨年12月に横浜に本社を置いて

いるナイス株式会社が製材工場を置くことが決まっており，そういったことでいろいろ取

り組んでまいりたいと考えております。　

　

（班長）

　それでは，93番からの評価に入りたいと思いますが，93番については，原案がＡになっ

ておりますがいかがでしょうか。そのままでよろしいでしょうか。それでは93番はそのま

までいきたいと思います。

　 108番については，Ｃ委員さんからＣでどうかというご意見がございましたが，Ｃ評価

ということでよろしいでしょうか。それでは， 108番についてはＣ評価にしたいと思いま

す。

　 109番以降については，評価私案のとおりということでいきたいと思いますが，よろし

いでしょうか。

　それでは，基本目標２の全ての評価が済んだということになります。

　まだまだご意見等あるかと思いますが，時間の関係もありますので，ここまでで意見交

換を終了したいと思います。15時20分から第７回の会議に移りたいと思っておりますので，

よろしくお願いいたします。
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　県の関係部局の方で，入れ替わりで退席される皆様にはお世話になりました。引き続き

残られる方は休憩後もよろしくお願いいたします。

　それでは，マイクを事務室にお返しさせていただきます。
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