
第 ５ 回 　 県 政 運 営 評 価 戦 略 会 議 　 会 議 録

１　日時　　平成２５年８月２２日（木）　１３：３０～１５：３０

２　会場　　県庁１０階　大会議室

３　出席者　委員　　　　　　　　　　　　　県

　　　　　　坂本真理子（敬称略，以下同じ）犬伏　秀之　監察局長

　　　　　　田村　耕一　　　　　　　　　　七條　浩一　政策創造部副部長

　　　　　　土佐　和恵　　　　　　　　　　安井　俊之　経営戦略部副部長

　　　　　　南波　浩史　　　　　　　　　　長野　輝雅　県民環境部副部長

　　　　　　浜口　伸一　　　　　　　　　　森　　繁生　保健福祉部副部長

　　　　　　濱口　英代　　　　　　　　　　清水　英範　商工労働部副部長

　　　　　　福島　明子　　　　　　　　　　中本　頼明　農林水産部副部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田尾　幹司　県土整備部副部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　茂　　南部総合県民局副局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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，質疑に移りたいと思います。質疑の進め方に関しましては，基本目標１は５

つの重点戦略に分かれておりますので，１－１から１－５，それぞれ１つずつ議論したい
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と思います。

　まず，１－１「ひろがる交流とくしまづくり」ということで，番号１から37までになり

ます。今，Ｆ委員からいろいろとご説明もいただきましたが，何かご意見，あるいは担当

部局に質問等ありましたらお願いしたいと思います。

（Ａ委員）

　１番の空港の利用促進について，高速道路が26年度に空港まで完成するということをお

聞きしました。先日，空港で接待をさせてもらったのですが，その時に感じたことは，海

外よりも，国内の利用者が本当に減っております。資料を見ると，ターミナルのイベント

も減っておりますし，チャーター便も休止というようなことが出ております。26年度に高

速道路や松茂のスマートＩＣもできる予定になっておりますが，その周辺で農業関係など

の事業はできないでしょうか。飛行機と高速道路と事業の３つを揃えることが必要ではな

いでしょうか。地元にも，温泉や海浜公園などがあり，それを利用したイベントもしてお

りますが，回数は少ない状況です。それをもっと，県に橋掛けをしていただき，地元の関

係者が連携をしていけば，県外，あるいは海外からも来ていただいて，阿波おどりも見て

いただいて，もっと感動ができて，それでゆっくりして飛行機で帰れるようになると思い

ます。地元の農協関係では，今年も厳しい状況なのですが，何かそれを持ち上げて，農業

も活かして，県外からお客を呼び寄せてという考えを持っております。それを県にももう

少し応援をしていただいて，みんなが感動できるようになれば，徳島県にもお客が入るの

だと，そういうことをもう少し考えていただきたいと思うのです。農業者もそういう気持

ちでおりますし，農協関係や町からも声があるようにも聞いております。もう少し，皆さ

んにおいでてもらえるように，イベントなら年間数回ではなく，年中行って，徳島県を皆

さんがいつでも寄れるような地域にしていただきたいと思います。せっかく，高速道路が

松茂の空港まで続くのだから，それも活かしていただいて，そこへみんなが寄っていただ

ける，県外からも来ていただけるような場所にしていただけたらと思いますので，今，Ｂ

になっておりますが，もう少しこれからの将来を考えて，お願いいたします。

（班長）

　ありがとうございます。今の１番の問題も含めて，それ以外のところでもいかがでしょ

うか。

　空港と高速道路，それからＪＲの徳島駅の辺りが，おそらくコアになるような施設と

言ってもいいと思います。それから対東京という意味では，当然，そのアクセスは基本的

に空港になりますので，単に観光客に来てもらうというだけではなく，地元の人々にとっ

てのというようなところも含めてという意味合いだと思いますけれども，どなたかご意見

等ありませんでしょうか。

（Ｂ委員）

　今のご意見も踏まえながら，６番について，数値目標が出ていますけれども，実績が目

標に達しなかったようです。様々な理由があり，これを今後，相当な取組で増やしていく
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努力が必要なのだろうと思うのですけれども，交流人口や宿泊数，交通量というのは，

もっと細かく数値化して目標を設定した方が良いのではないかと思います。この資料だけ

では，数値目標が少ないために細かく分析もしにくいということがありますし，どうして

も計画自身が消極的に見えてしまうのです。やはり，もう少しチャレンジ精神を出して，

計画を達成できないからお叱りを受けるという考え方ではなく，そこを目指そうという気

持ちをもっと前に出した表現の方が良いのかなという印象を持ちましたので，数値目標を

もっと出して，細かくわかりやすいようにしていただいた方が，県民の皆さんにもわかり

やすい評価になるだろうと思います。先程，県土整備部から説明していただいた内容は，

ものすごく素晴らしくて，わくわくするような時代が来たなと思いました。あとは人をど

う呼び込むかというところに来ていると思うので，各部局をまたいでもう少し細かく目標

設定をしていっていただいた方が良いのではないでしょうか。

　

（班長）

　私からも今の６番のところで意見を述べさせていただきますと，年間の延べの宿泊数と

いう数値目標があります。それから，１－１から外れるのですが，39番のところでは人口

一人当たりの宿泊者数が40位台というところなど，いろいろなデータの話に関係するかと

思いますが，宿泊数でいった場合，当然目標としてはその数を上げれば良いという話にな

ると思うのですが，単純に増やせば良いのかという疑問もあります。１つは，宿泊施設が

前提としてあって，その宿泊施設を増やすというやり方があり，それができるかどうかで

す。もう１つは，宿泊施設が増えない状況で宿泊数を増やすということになると，単純に

稼働率を上げることになります。そこで，稼働率を上げるという場合に，その宿泊者は観

光客であるのか，それともビジネスの関係の人であるのかということです。例えば，東京

や京都では，平日はビジネス客に宿泊してもらい，ビジネスホテルではあるけれども土日

には観光客に宿泊してもらうことで，稼働率が上がっています。ここで言う宿泊数は，観

光客かビジネス客か，あるいは，観光客とビジネス客をその宿泊施設は完全に分けた形で

考えることができるのかというところです。もし観光客ということであれば，阿波おどり

の期間などは典型ですが，宿泊需要は多いかもしれないけれども，ホテルの数をその１週

間だけ増やすわけにはいかないので，泊まりたいけれど泊まれないという人が出てきます

し，だからといってホテルの数を増やしたとしても，阿波おどり期間以外の時にそのホテ

ルがやっていけるのかという問題があります。稼働率を上げるというのが１番簡単な結論

だと思うのですけれども，そう簡単に上がるのかという話になったときに，ビジネス客が

相手なのか，観光客が相手なのかというところを考える必要があるのではないでしょうか。

もし観光客が相手ということであるならば，曜日の問題や，どういうイベントを考えてい

くのかということが重要になります。ビジネス客であったとしたら，高速道路ができたこ

とや飛行機の便が増えたことの影響で，東京や大阪からでも日帰りということになると，

利便性が高まった結果として宿泊数が増えないという話にもなりかねません。そういった

ことから，もう少し細かく見る必要があると思い，単に宿泊数という数字で判断するのも

難しい部分があるのではないかと思いました。

　その点，あるいは他のところも含めていかがでしょうか。
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（Ｃ委員）

　４番のコンテナ貨物の取扱量のところで，目標値があるのですけれど，この移転前の数

字がどうなのかがわかりません。そこから移動するための道路がすごく関係してくるので

はないかと思うのですが，現状，赤石地区のコンテナターミナルは，車が不便なのではな

いかと思うのです。今後，高速道路ができれば，また違ってくると思うのですが，以前の

場所との比較がわからないので知りたいと思います。それと，今の道路では，１本しか道

がなく，もう少し最短で動けるような道路ができないのかなということを感じました。ま

た，多くの船が入ってくるようになると，経済にとっては良いことなのですが，漁師との

トラブルが増えることも考えられます。何にしてもそうですけど，１つが良くなれば片方

に害になることができたりすることもあり，この中には，いろいろなことが全て絡まって

いると思います。全部が良くはならないと思うのですけど，良い方に絡めていくようにで

きたら良いのではないかと思います。

（班長）

　ありがとうございます。それでは，担当部局からよろしいですか。

（県土整備部）

　Ｃ委員から頂いた小松島のコンテナターミナルの件ですが，まず，道路のアクセスの関

係については，今のところ，あの形で完成という状況でございます。もちろんこの先，小

松島まで高速道路ができると，さらに良くなるだろうと思います。それと，沖洲にコンテ

ナが着いていた頃との比較ということですが，沖洲は水深が少し浅く，クレーンはジブク

レーンというもので，１時間にコンテナを15個くらい動かすことができます。今，小松島

の赤石岸壁にあるガントリークレーンというのは四国最大級と言われており，倍の能力が

あります。コンテナはＴＥＵという単位で，20フィート約６メートル少々の大きさのコン

テナを１つのコンテナの単位として数えるのですが，クレーンの能力が倍になったという

ことで，荷主，それから船会社にとっては小松島が使いやすくなったのかなと感じており

ます。

　それと，漁業との兼ね合いというお話がございました。確かに，その部分は漁業の関係

者の方が大変心配されるところだろうと思いますが，今のところは，そういう状況にまで

頻度が上がっておらず，ご案内の通り週３便ということでございます。我々としては，利

用頻度を上げたいという思いもあって，ポートセールスをやっておりますけれども，なか

なかご心配されているような海上での混雑という状況にまでは至らないと思っております。

（班長）

　ありがとうございます。他のところでもいかがでしょうか。

（Ｄ委員）

　20番について，班長からもご意見があったところで，宿泊客数を増やすにはどこを考え
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なければいけないのかというところです。基本的にはビジネス客の稼働率を上げることだ

と思います。現状も県内の大手企業の関係でビジネス客は多く来ているのですけれども，

それ以外のところを大きく増やすというのはなかなか難しいです。また，観光で稼働率を

上げるというのは，適切な手を打っていけばまだまだ可能性があると思います。その中で，

重要な地域となるのは，ホテルや旅館が多くある徳島市です。ですので，徳島市の魅力を

高めて，そこで滞在してもらって，周辺の観光地へ行ってもらうように，観光客を呼び込

むことが非常に大事だと思っております。この徳島市の特徴というと，水都の徳島で，川

も非常にきれいになっていますので，ひょうたん島周辺の整備が観光の面でも非常に重要

ではないかと思っています。「ＬＥＤアートフェスティバル」や「とくしまマルシェ」を，

ひょうたん島周辺を活用してやったらどうかということが提案され，実現しています。こ

の20番のところは，評価はＢになってますけれども，課題のところには，徳島市との連携

強化が必要，徳島市が策定するひょうたん島川の駅ネットワーク構想と調整が必要と書か

れています。現状は，徳島市と連携をしてのひょうたん島の魅力を高める取組が，どの程

度進んでいるのかというのがあまりはっきりしませんし，この連携強化が本当にできるの

かという懸念もありますので，その辺りの実状を少しお聞きしたいという点と，そこが今

後の課題ということであればここはＢではなくＣと思ってます。

（班長）

　担当部局からお願いします。

（県土整備部）

　Ｄ委員からお話いただいた件について，ひょうたん島の回廊の整備という部分では平成

26年度の着手ということで，いろいろなものの配置が具体的に決まって図面がつまびらか

になり，実現可能なものになっていくという段階をイメージしているのですが，徳島市が

現在，川の駅やひょうたん島全体のグランドデザインを策定しており，県の県土整備部も

その中に入れていただき，一緒に議論しているという状況でございます。新町川は吉野川

水系ということもございますので，河川の管理者として今年度中に吉野川水系新町川圏域

河川整備計画の策定に着手するという運びとしております。ですので，河川にはいろいろ

な手続きがございますが，順を追って，市と協調しながらやっております。

（Ｄ委員）

　ひょうたん島の魅力を高めるような中身になりそうでしょうか。

（県土整備部）

　ひょうたん島の魅力という部分で言えば，ＬＥＤアートフェスティバルや新町川を守る

会がやっている活動などがあります。昔は，川に背を向けて生活をしていた部分があった

のですが，川が表舞台に出るようになり，それが自然にマッチしながら，しかもそこが都

市であるという部分で，徳島市には新町川を守る会やＬＥＤアートフェスティバル，万代

の倉庫群などいろいろなツールがありますので，それぞれ高めあって魅力が出てきて，そ
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れが顕在化してきているのかなと思っています。それは，どなたが見ても行ってみたいと

いうものになるのではないかと思います。その辺りに住んでいる人もそうでしょうし，遠

くの方から見てもそれは魅力的だなというものになるのかなと思っています。

（Ｄ委員）

　その期待感を込めて，このひょうたん島周辺は県全体の観光の観点からも非常に重要だ

と思いますので，市と連携をしっかりとって良いものにしていただきたいと思います。そ

ういうことであればＢでもいいと思います。

（Ｅ委員）

　宿泊者数を増やすということに関して，私は，中山間地への人の呼び込みにすごく期待

をしています。徳島県には，上勝町や神山，佐那河内，祖谷など，特徴的な取組をしてい

るとろが多くあり，魅力がたくさんあります。ですが，そこに訪れる人は，泊まりたいけ

れど泊まれないという人が多いようです。例えば，上勝町で行われた棚田サミットでは，

「宿泊したいけどできない」という方が多かったです。にぎわいの取組の中で，ほんもの

体験や公共交通機関の利用など，そういった要素が全て中山間地を対象にして可能性があ

るのではないかと思うのでけれども，そこに対する取組があれば教えていただきたいのと，

考えていらっしゃるようなことがあればぜひ聞かせていただきたければと思います。

（商工労働部）

　県内の入込客及び宿泊数のご質問等をいくつかいただきましたので，可能な限りまとめ

てご説明させていただければと思います。まず，数字上の話ですけれども，宿泊者数の統

計には 133万という数字が入っておりますが，直近では 182万という徳島県の数字が発表

されております。なぜこうなったかと言いますと，平成22年４月以降，統計手法が変わり

まして，従前は従業員10人以上の大規模の宿泊施設のみの調査だったのですけれども，小

さい宿泊施設も含めて，ある程度サンプル調査をして推計をしながらトータルで全数を把

握しようというように数字の出し方が変わっております。しかしながら，この場では従前

の10人以上という調査の数字でございますので，変更せずにそのまま使っています。この

ように統計手法もいろいろと変わっており，かつ，Ｂ委員がおっしゃったようにいろいろ

な観点から，例えば旅行目的かビジネス目的か，あるいはその稼働率の話ということも統

計上は出ております。従いまして，ご指摘がございましたように，そういったものを精緻

になお一層分析しながら，どういったところに力点をおけば，宿泊客数が増えるかという

ことをもう少し分析したいと思います。その結果，新たな目標数値として何か良い指標が

あればそちらに，例えば全数の数字に置き換えて新たな目標にするなど，そういった努力

をさせていただければと思っております。

　Ｅ委員からご質問があった体験型宿泊旅行につきましては，特に県南部，県西部で教育

旅行として小中学生の受け入れも進んでおります。目標数値を上回る数字で，この３月に

は全国大会をしたということもあり，かなり進んでいるかなと思っております。ですが，

統計上はそういった民泊やキャンプ場などの数字が宿泊統計には入っていません。ですか
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ら，私どもとしては，この度の政策提言の中で，そういった数字も全数に入れていただけ

るようにという要望も合わせてさせていただいているところですので，徳島県の特徴を活

かした中山間地域での宿泊者の増というのも，非常に大事な観点だと思っておりますので，

推進をさせていただきたいと思っております。

　それから，Ｄ委員から，特に徳島市の宿泊者数の増が，県全体の宿泊者数を増やす大き

なポイントだという意見を頂き，まさにそのとおりだと思っております。徳島市内での普

段の交流の活性化を呼び起こすための大きなツールは非常に大事だと思っております。と

くしまマルシェで常設の店舗を作っていただくということで，さらに魅力が増すと思いま

すし，そういった観点で今後の対応も必要かなと思っているところでございます。そして

何よりも，全国共通料金制度で，26年度からは徳島に来やすくなるということで，県全体

として特に入込客の増というのを，一生懸命やっているところでございます。その中で，

この秋口ぐらいにはできると思うのですけれども，「徳島パスポート」ということで県内

の観光地を回ってスタンプを押していただくスタンプラリーに，各施設の方に協力してい

ただこうとしております。県民の方，あるいは県外の方も，それに参加していただき，県

産品等の応募をやっていただくというようなことで，各施設間のネットワークも増やして

いくといったことで交流人口，宿泊人口の増にも繋げていければと思っているところでご

ざいます。

　それと，Ｆ委員から，低迷している宿泊者数をどのように打開するのかを具体的にとい

うご発言がありましたので，それも合わせて答弁させていただきます。これにつきまして

は，本四高速への全国共通料金制度の導入もあり，非常に重要な時期だと思っております。

商工労働部としても，それを活用して，できるだけ県外のお客さんを迎え入れることが非

常に重要なことと思っております。現在，やっておりますのは，関西圏でのキャンペーン

やメディアの活用等の積極的な情報発信，それから，即効果はございませんけれども，こ

の７月にコンベンション推進組織を立ち上げております。できるだけ県外，あるいは国外

からも呼ぶということで，県内 300社からなる協議会を立ち上げて，積極的な誘致活動を

しようということを考えております。さらには，50周年事業ということで剣山国定公園の

周年事業を既にやっていただいておりますけれども，室戸阿南でも周年事業が開催される

ようになります。そういった取組に加えまして，旅行商品の魅力を増すということで企画

旅行の商品造成といったものの働きかけもしながら，最下位脱却に向けて一生懸命頑張っ

てまいりたいと思います。

（班長）

　ありがとうございました。

　まだまだご意見あるかと思いますが，時間の都合もありますので，１－１の評価の決定

をしたいと思います。６番がＣ評価ということになっておりますが，いかかでしょうか，

それから，18番，19番，21番，32番にもＣがついています。

（県土整備部）

　18番と19番の辺りで説明を付け加えさせていただきます。
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　まず，都市公園・緑地について，社会情勢の変化に対応して，その必要性や実現性を再

検証するというところでございます。県内都市公園の95％くらいはできているのですが，

６カ所についてまだ未着手でございます。その未着手の部分について，40年も前に都市計

画決定をされたという経緯もございまして，最近の社会情勢の変化の中でそれを見直して

いこうということで，これを位置付けたわけなのです。３．１１というような事情が出て

きて，公園の防災機能も合わせて，もう一度，そこを再検証しながら，スピードを持って

見直すという取組をやっており，それが18番の事業でございます。

　19番は，先導的な中心市街地の再開発事業ということで，新町西再開発事業につきまし

ては平成24年の11月に徳島市が最終的に県と協議をしまして，市で都市計画決定が行われ

たという状況にございますので，県としてはひとまず区切りがついております。新町西再

開発事業の計画については，徳島市から意見を求められたのに対して，財政上の問題，そ

れから十分な市民への説明，そういうところをしっかりしてくださいというご意見を添え

て，徳島市に回答して，徳島市が最終的に都市計画決定を行ったという状況でございます

ので，県としての役割はひとまずそこで終えたという状況になってます。現在，徳島市で

その計画を実行すべく組合の設立に向けていろいろ調整をされておるという状況でござい

ます。私どもも，徳島市と連携を密にして，市の財源の確保に向けて協力をしていくとい

うところでございます。

　最後に21番のところですけれども，万代中央地区における来場者数の数値が下がってお

ります。これは，平成25年度においては，ＬＥＤアートフェスティバル等で人員の増が見

込まれておりますので，これについても引き続きＮＰＯと努力をしていきたいと思ってい

ます。

（政策創造部）

　Ｆ委員から，32番のＩＣＴとくしま大賞について，数値目標の実績値が下がっているが，

質的にどうかというご質問をいただきましたので，それについて答えさせていただきます。

ＩＣＴとくしま大賞につきましては，優秀な人材発掘，デジタルコンテンツの普及啓発な

どを目的に，23年度からやっている表彰制度でございますけれども，平成23年度は97件と

いう数字になっております。初年度ということで，デジタルコンテンツを開発するクリ

エーターの皆さんが貯めおいていたようなコンテンツを応募していただきましたので，大

きな数字になったのですけれども，24年度につきましては，その次の年ということで，新

たに作ったアプリやソフトを応募していただきまして，また，ハレルヤさんの包装用紙な

どに受賞した作品が使われるなど，質的には相当上がっていると考えておりますので，ど

うぞよろしくお願いいたします。

（班長）

　ありがとうございます。今，ご意見をいただきましたけれども，それを踏まえていかが

でしょうか。お話を聞いていると，いろいろ思うところはあるのですけれども，このまま

Ｃ評価でよろしいでしょうか。
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（Ｄ委員）

　今のご説明だと，19番の中心市街地の再開発事業は，県としては，一応ここまではやっ

たということなのですよね。ただ，その再開発事業の中身自体が，まだはっきりしてない

こともあって，それは市の問題と言えば市の問題なのですけれど，そうすると，この県の

施策の評価はどこまでを評価するかというのは少し難しいように感じます。19番はＢでも

いいかもしれません。

（班長）

　他の委員の方，いかがでしょうか。それでは，19番はＢ評価ということでよろしいで

しょうか。

（Ｄ委員）

　徳島市が考えている中身に関して，今後も，意見やアドバイスなどを，お金のことだけ

ではなく，中身に関しても，気付いた点は言っていくということなのでしょうか。

（県土整備部）

　協議いただいた際には，意見を申し上げるということはあると思います。しかし，主体

となるのは徳島市でございます。

（Ｄ委員）

　意見は言うという感じなのですね。

（県土整備部）

　協議された場合には，意見を申し上げます。

（Ｄ委員）

　ここは，徳島市にもっと頑張っていただかなければならないということですね。

（班長）

　それでは，19番はＢ評価ということで，それ以外の項目については，原案通りで進めさ

せていただきたいと思います。

　次に，１－２「観光立県とくしまづくり」，38番から61番までになりますが，ご意見あ

りましたらお願いいたします。

（Ｂ委員）

　39番，人口一人当たりの宿泊者数について，全国順位がありますけれど，目標の20位台

までには，どの程度のハードルがあるのかを教えていただきたいと思います。

　それから，46番のイベント情報の表示回数については，72回に回数が減っているようで

す。回数を増やすのは簡単にできそうに思うのですけれど，何か理由があるのか教えてい
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ただきたいと思います。

　それから49番の中に木製ガードレールの数字が出ております。これは，順調に増えてき

ていると思いますし，景観にも非常に優しくて良い取組だと思っていますので，もう少し

数字を上げられてはどうかという意見でございます。ここの評価は，Ａでよろしいのでは

ないかと思います。

（班長）

　それでは，質問がありました39番と46番について，お願いいたします。

（商工労働部）

　39番の一人当たりの宿泊者数について，お答えさせていただきます。24年度は42位でご

ざいますけれど，これは人口当たり1.71人になっています。現在29位の県が約 2.6人と

なっており，５割くらいの増をしないと20位台には行けないということですので，少しで

もその差を縮めていきたいと思っております。

（県土整備部）

　道路情報板にイベント情報を表示することについてでございますが，そもそも道路情報

板は，道路利用者に対して，安全かつ円滑に通行してもらうための設備ということで県管

理道路において83基設置しております。通行規制情報や気象情報がないような場合におい

て，公共性が高いものを選択して表示しています。何でも表示するわけにはいかないとい

う制約があり，そうした中で結果的に72回に減ったというところでございます。できる限

り，公共性の高いものについては表示するという方針でございます。

（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。

（県土整備部）

　Ｂ委員から木製ガードレールについて，ご意見をいただきました。 7,231メートルまで

延長してきましたが，どうしても割高になるという部分があり，なかなか進められないと

いう状況でございます。

（Ｄ委員）

　１－２は，観光に関して可能性を感じているだけに，全般的に厳しい見方になりやすい

ところがあります。個々の施策をやっていて，やった結果のさらにその先のところの

チェックを，もう少しできるのではないかというようなところがいろいろとありました。

例えば，イベントをやった，商談会をやったなどがあるのですけれども，それで商談がど

れくらい成立したのかといったところです。他にも，観光ボランティアの団体数が増えた

とあるのですが，その人達が実際に稼働した件数は増えたのかどうかなど，さらに突っ込

んで，結果のチェックをもう少しやってほしいものがあるというのが全般的な印象です。
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　それと，個々の施策で見ると，具体的にこのように取り組みましたということで，それ

ぞれに評価が付くのですけれども，全体として「観光立県とくしま」が進んでいるかどう

かという大きなところでもチェックをしていく必要があると思うのです。あまりデータは

ないのですけれども，宿泊客数が増えているかどうか，観光入込客数が増えているかどう

かなどが把握するべき大きな数字だと思います。また，他の県もいろいろな観光の具体策

をやっているので，徳島も施策を見れば進んでいるようなのですが，他の県の進み方と比

べてそれが遅れていれば，相対的には競争で遅れてしまうことになります。その辺りは，

個々の施策の進み方だけ見ているだけでは，よくわからないところですので，それをどう

やって評価するかです。全国的なシンクタンクでの地域ブランド力調査などがいくつかあ

るのですけれど，それで見る限り，徳島は順位が非常に低く，四国４県の中でもだいたい

一番低いです。ですので，そういう状況が変わってきているのかどうか，例えば，毎年県

で，首都圏，あるいは関西圏などで，徳島の観光に対する認知度アンケート調査みたいな

のを継続的にやっていって，それが上がってきているのかどうかなども見ながら，全体的

に観光が推進できているのかを評価するというようなことを今後考えていただければと思

います。

　観光全体について，観光振興基本計画というものを県が出されてます。これを見ますと，

22年度から26年度までの５年間の計画でして，例えば，全ての県民が地域に対する誇りと

愛着を持ち観光に関わりを持っていること，県内外の人々に対して徳島県を広く情報発信

し，多くの観光客が繰り返し訪れていること，県全体が賑わいにあふれ，全ての県民が地

域経済の発展をもたらす利益と豊かな県民生活を享受できていることなど，目指す目標が

高いです。高い目標を掲げておられるので，それを実現するためには次元の違うようなこ

とをやらないと，なかなかその姿にはなっていかないと思います。そういう意味では，全

体的なところの38番，徳島県の観光基本計画に基づき，官民一体となって「観光立県とく

しま」の実現を目指しますというところは，Ｂで概ね順調となっているのですけれど，観

光振興基本計画で上げられているような高い目標をイメージすると，まだまだそこには遠

いなという感じがしているので，今後さらに頑張っていただきたいという期待を込めて，

Ｃでもいいのではないかと感じています。

（商工労働部）

　今，Ｄ委員から観光全体の進行管理の話で，もっと高い見地から進捗の把握，あるいは

推進をすべきではないかというご意見がございました。県では観光審議会というものを設

けており，この８月の末に，先程の計画に基づいた進捗がどうなっているか，今後どう推

進すべきかということを民間の方も入れてご審議いただいて，計画を練り直しながら毎年

推進しています。目標に向かって邁進しないといけないというのはその通りでございます

けれども，そういった取組も合わせてやっており，ご意見も踏まえて一生懸命取り組んで

いきたいと思います。

（班長）

　ご意見いろいろあるかと思いますが，１－２についての評価に入りたいと思います。38
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番についてはＣでどうかという意見があります。それ以外に，40番，41番もＣということ

になっておりますが，いかがでしょうか。ここのテーマは観光ということになっておりま

すが，今，Ｄ委員からおっしゃっていただいたように徳島のブランド力に関わる話だと思

います。また，観光というと，基本的には一般消費者相手，個人相手ということになるか

と思いますが，ブランド力を上げていけば，産業の問題など，観光とは直接関係ないとこ

ろに対してもプラスの影響を及ぼすことができるだろうと思いますので，観光というとこ

ろから，もっと広げることもできるのかなと思います。

　38番につきましてはＣ評価でよろしいでしょうか。40番，41番もＣのままでよろしいで

しょうか。それではそういうことで次にいきたいと思います。

　次は事業数が少ないので，１－３「国際交流立県とくしまづくり」，１－４「文化立県

とくしまづくり」を一緒に，62番から88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。

　私から意見を述べさせていただくと，88番の人材バンクについて，具体的にどういう方

を対象にしているのかがわからなかったのですけれども，おそらく基本的には地元に関し

て，なおかつ地元の文化・芸術の担い手になるという意味で言えば，ここのテーマとは直

接関係ないかもしれないですけれども，リタイヤされて，比較的時間に余裕がある高齢者

の方にお手伝いしていただくことになると思います。長くその地域に住んでおり，いろい

ろな経験をしていらっしゃる，あるいは昔の話などに詳しい高齢者の方々に力を借りると

いうようなことになるのではないでしょうか。高齢者の話となると，社会保障などの話に

なりますけれども，こういったところで後の世代に話を伝えたり，知識の伝達などのお手

伝いをしたりしていただくと，もう１つプラスになるのかなということを思いました。

　１－３，１－４の辺りでいかがでしょうか。73番には，Ｆ委員から「Ｂと付けたけど，

Ｃかな」という話がありましたけれども，これも含めてどうでしょうか。

（Ｂ委員）

　77番の史跡・文化財の活用でございますけれども，この中に文化財のボランティア養成

人数という数値目標があって，平成24年度の目標が 165人だったけれども，実績は 149人

だったということですよね。１年間に５人しか増えていないようですけれども，目標に達

しなかった根本的な理由というのがどこにあるのかお聞きしたいと思います。

（班長）

　今の件について，よろしくお願いいたします。

（教育委員会）

　77番のボランティアの養成のところで，養成の人数の増え方が少ないのではないかとい

うご指摘でございますが，ご承知のように史跡・文化関係のボランティアは，全くの素人

ではなかなかできません。ですので，県の埋蔵文化財総合センターで講座を受けていただ

いた方にボランティアとしてお願いをするという形で取り組んできております。その講座

の工夫などをいろいろとやって，人数も少しずつ増えてきております。ですが，今後のこ
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とを考えますともっとたくさん増やしていかなければならないという認識は持っており，

その手法として，県民の方の身近にある文化財や史跡を，身近に住んでいる方達が大事に

自分達の宝として育てていこうという視点が非常に大事と思っております。特に最近は，

阿波遍路を世界文化遺産登録にという話も出てきており，そういった形で阿波遍路を自分

達のボランティアといった形で保っていこうというお気持ちを持たれている方もたくさん

出てこられています。そういった身近な文化財や史跡を，ボランティアをすることによっ

て守っていこうという形での講座を開いていこうと思っており，１つは，今年，阿波遍路

道ボランティア養成講座というのを阿南市，勝浦町と連携をしてやろうと思っております。

もう１つは，東みよし町や海陽町の辺りと連携しまして，地域のボランティアを，地域の

文化財を大切にしていこうという形での講座を開いていこうと思っております。今年の計

画ですと，その両講座を開きますと，この目標数値を来年は大きく上回ります。

（班長）

　はい，ありがとうございます。

　今の点を含めて，あるいはそれ以外の点もいかがでしょうか。

（Ｂ委員）

　大量に上回るという見通しなので，このまま進めていただいたらという意味でＢに上げ

た方が良いのではないかと思います。

（班長）

　今のところだけでなく，おそらく，このような人数を増やすという目標は多くあるわけ

ですけれど，ある程度増えてしまうと，該当人数がいない状況でどれだけ増やすかという

数値目標の難しさもあると思います。

　１－３，１－４のところの最終的な評価を決定したいと思いますが，73番についてはＢ

評価のまま，77番についてはＣをＢ評価に変え，あと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１－５「スポーツ王国とくしまづくり」，89番から最後の 103 番までに関して，

何かご意見，ご質問等ありましたらよろしくお願いいたします。

（Ｂ委員）

　 102番の鳴門渦潮高校について少しお聞きしたいと思います。新しくこういった取組の

高校も誕生していますけれども，その後の経過はどのような感じなのかを教えていただけ

たらと思います。どのように学校が盛り上がっているか，運用がどのような状況なのかを

知りたいです。

（教育委員会）

　鳴門渦潮高校の状況についてでございます。ご承知のように鳴門渦潮高校は鳴門市の市

立の工業高校と鳴門第一高校，昔の鳴門商業が統合してできるということで，現在は，昔
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の鳴門工業あった大津キャンパスと昔の第一高校があった撫養キャンパスの２カ所に分か

れており，来年度に大津に統合するという運びになっております。その関係で現在，大津

キャンパスに手を入れておりまして，校舎の改築等を順次進めているところでございます。

　この鳴門渦潮高校は，本県で初めて，全県一区でスポーツ選手を目指すアスリートを養

成をする専門のスポーツ科学科を設置しています。今年も鳴門高校が活躍をされまして，

甲子園で惜しいところだったのですが，県内の予選では，その鳴門高校と最後まで競うな

ど鳴門渦潮高校も頑張っております。ですから，そういった硬式野球をはじめとして県内

の各種スポーツを牽引していく高校として育てていこうということでやっているところで

ございます。

（班長）

　その他の点も含めましていかがでしょうか。

　92番について質問なのですけれども，そもそも論として，合宿みたいなものを誘致する

という話になった際に，対象は県内のクラブや学校などを考えているのか，それとも県外

の団体を考えているのかということです。それともう１つ，他の県と比べて，施設などの

ハード面は充実しているのかということです。せっかく良い施設があるにも関わらずあま

り利用されてないという話なのか，あるいは，そもそも施設が貧弱なので頑張ったとして

もそんなにお客さんが来ないという話なのかに繋がる話だと思いますので，その２点につ

いてお願いいたします。

（商工労働部）

　スポーツ合宿，スポーツ誘致についてご質問いただきました。まず，ターゲットをどこ

においているのかということですけれど，基本的には県外の方に来ていただくことを基軸

に考えております。誘致の主体はいろいろとございまして，実績を申し上げますと，23年

度は44件で延べ11,964泊，24年度は41件で延べ18,899泊ということで招致をしているとこ

ろでございます。徳島県の施設の成熟度のお話がございましたけれども，客観的にどの程

度の位置にあるかについては，私どもも充分承知はしていないのですけれども，合宿地と

してご活用いただける施設も充分あるのではないかなと思っております。広大な芝生の中

に宿泊施設ができるようなところがあれば，大いに活用していただくこともできますので，

そのような新しい場所の発掘も含めて，充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。この話も観光の話とは直接関係ないとは思うのですけれども，

高い年齢層の人を対象にしているわけではないと思います。中学生，高校生，大学生，あ

るいは20代ぐらいまでということになれば，「これで初めて徳島に行きました」というこ

ともあるかと思います。そのときに地元の方といろいろな接点があって良いイメージを

持った，あるいは悪いイメージを持ったなど，いろいろとあると思うのですが，徳島に対

する県外のファンを増やしいていくという意味では１つのきっかけになるのかなと思って

おります。
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　時間も迫ってきましたので評価を決定したいと思いますが，いかがでしょうか。89番か

ら最後までになりますけれども，原案通りでよろしいでしょうか。

　はい，ありがとうございました。基本目標１「にぎわい・感動とくしま」に関する評価

につきましては，これで終えたいと思います。ご協力いただきまして，ありがとうござい

ました。

　本日の会議につきまして，ご意見等ありましたら，後日でも結構ですので事務局までご

連絡いただければと思います。それから，第１回目の会議で決定したことになりますけれ

ども，本日の評価結果等につきましては，事務局で整理していただいて，私が確認し，ま

た会長にご確認いただいた上で総合計画審議会に提出するという運びになっております。

会議録の公表につきましても，私が確認し，会長にも確認をいただいた上で，ホームペー

ジ等で公表をしたいと思っております。

　以上をもちまして，本日の議事については終わらせていただきます。どうもありがとう

ございました。
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