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第７回 県政運営評価戦略会議 会議録

■ 開催概要

１ 日 時 平成２３年１１月８日（火） １５：００～１６：４５

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） 吉田 和文 監察局長

近藤 明子 福井 廣祐 保健福祉部副部長

佐竹 弘 小川 卓志 商工労働部副部長

田村 耕一 蔭山 真応 農林水産部副部長

橋本 延子 中内 雅三 県土整備部副部長

参事官兼警務課長浜口 伸一 西岡 京 警察本部

森田 陽子 西本 功 監察局次長

石井 裕通 行政評価課長

ほか

■ 会議次第

１ 開 会

２ 議 事

(1) オンリーワン徳島行動計画（第二幕）の総括評価について

基本目標２「経済飛躍とくしま」の実現

(2) その他

３ 閉 会

■ 配付資料

資料１ オンリーワン徳島行動計画（第二幕）取組結果評価シート

資料２ 「とくしま 目安箱」等に寄せられた建設的な意見・提言

資料３ 数値目標（オンリーワン徳島行動計画（第二幕 ）の全国状況について）

スライド 主要部局の取組状況等説明（商工労働部・農林水産部）

■ 議事項目と概要

１ 主要部局の取組状況等説明

２部局より、取組実績や今後の見通しなどを資料（スライド）に基づき順次説明。

２ 会長の評価私案の説明
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行動計画における県の４年間の取組みに対する評価案を説明 （資料１）。

３ 目安箱等に寄せられた意見・提言の紹介

事務局より紹介 （資料２）。

４ 質疑（以下、概要は別に掲げる）

５ 評価結果の採択

６ 目安箱等に寄せられた意見・提言の採択

■ 質疑以降の議事概要

【評価案等についての質疑】

（班長）

それでは質疑に移りたいと思います。このシート、資料１に関するご意見やご質問以外

に、会長の評価案、２部局、商工労働部、農林水産部のプレゼンテーション、県民からの

ご意見、いずれについてでも結構です。どなたからでも結構ですので、ご発言をお願いし

ます。Ａ委員お願いします。

（Ａ委員）

今日も商工労働部、それから、農林水産部のプレゼンテーションは本当素晴らしかった

と思います。よく分かりまして本当にありがとうございました。

評価につきましては、ほとんどＡが多いなということで、会長も先ほど休み時間に説明

いただいたのですけども、本当にその通り、あちらこちらでよく頑張っておられるし、本

当に素晴らしいご活躍の事業ばかりだと、本当に思っておりますので、この評価について

は、この通りいいのではないかと。その中で、いくつか補足も含めて、質問をして、説明

いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

まず２７ページの、林業飛躍プロジェクトについてですけども、林業の飛躍という文字

に、我々、木材関係ものすごくどうなるのかなとワクワクする、このフレーズで、事業な

されて、我々もそう期待してたわけで、文字通り、いろいろな、例えば、１５４番のいわ

ゆる森林整備加速化林業飛躍基金というところでは、かなりのお金を使っていただいて、

ものすごくあちらこちらで、すごく今年はいいなという声も聞こえたわけですけれども、

その効果がどういうことであがったのかという結果を聞きたいと思います。特に川上に大

体どのくらいの割合で投資されて、川下にはだいたいどのくらい投資されたのか、という

のを含めて、分かる範囲で結構ですので、お伺いしたいと思います。

それから１５８番、２８ページです。木材の需要を支えるのは住宅で、住宅着工コスト

というのが一つの目安になるわけでございますけれども、大方の予想、日本の建築需要と

、 。 、いうのは どんどん減ってくると １５年前が１５０万戸くらい建ててたらしいのですが

日本の中でね、数年前は７０万戸まで落ち込んで、しかも将来５０万戸くらいまでなるの

ではないかという業界予想の中で、メーカー各社、例えば住宅建材メーカーなんかはどん

どん合併をして、その競争力といいますか、そういうのを強化してる中で増産をしていく

ところで、今後の住宅産業だけに依存して事業計画を立てていいのか、という感覚が我々
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木材業界にもあります。そういった意味で販売についてのテコ入れを、将来に渡って、ど

のように考えられているのかも、少し教えていただきたいなと思います。

それともう一つ、今度は商工労働部の範囲で１２ページでございますけれども、様々な

新しい事業が脚光を浴びる一方で、建設業が、かなり前から公共工事が激減しまして、か

なり構造改革を迫られたわけです。それで、県の方々もあちらこちらの部署で雇用の創出

やら研修なんかを含めて、非常にいろんなテコ入れをされたと思うんですけど、一体、そ

の後、建設業の方々どういう結果、この事業の結果ですね、どう変化されたのかというの

も含めて、いくつか例があれば教えていただきたいと思います。先ほど農林関係で２４事

業体ほど事業変化されたというお話伺いましたけれども、それ以外にもどういう事例があ

ったのかというのも少し知りたいと思いますので、その辺をご説明願えたらと思います。

以上でございます。

（班長）

Ａ委員、今のは９４番でよろしいですか。９４番に関連してということですね。ありが

とうございました。

もう一方からご意見をいただいて、それで県の担当部局からレスポンスをお願いしたい

と思うのですが、いかがでしょうか。では、Ｂ委員お願いします。

（Ｂ委員）

私からの質問は一点なんですけれども、２ページの新たな雇用の場を創出するとともに

就職へのスキルアップ支援等の強化を行いますというところでございます。その中で５８

番の雇用の創出規模というところに、緊急雇用創出事業の文言が書かれているんですけれ

ども、この緊急雇用というのはとてもいい制度で、就職に関して切っ掛けになったり、ス

キルアップに繋がるとは思うんですが、緊急雇用の契約が切れてから次の就職に実際本当

に繋がっているのかということも含めて評価をしないといけないのかなと考えでおりま

す。ですので、次に繋がっているのかとか、次に繋げるための工夫とか、何か取組みをな

さっているのかということを具体的に教えていただけたらと思います。

あと一点、先ほどの第６回の会議で出ました移住交流に関する調査を、今後、実際に移

住を行った方に調査をしていきますということをおっしゃっていたんですけども、南部総

合県民局の方に非常にご尽力いただきまして、３年ほど前に県南のあたりで実際に移住な

さった方につきまして、どういうところが良かったとか良くなかったっていうことをアン

ケートに取らせていただきました。その結果、やはり雇用に関しては、かなり問題になっ

ていまして、働く場が無いであるとか、あとは働くところがあってもお給料が少なすぎて

生活をやっていけないとかということも結構問題になっておりました。その資料等、南部

総合県民局の方お持ちだと思いますので、ご覧になっていただけたらと思います。もし、

無ければ私の方から持ってまいりますので、最後のお話は私からのお話というところで質

問とか意見ではございません。以上でございます。

（班長）

ありがとうございました。今、Ａ委員とＢ委員から、それぞれご質問なりご提言がござ
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いましたので、これに対して県の担当課の方からレスポンスをお願いします。

（農林水産部）

まず、一点目が森林整備加速化・林業飛躍基金の事業でございます。全体で４７億円余

りですけれども、大体、川上では間伐や路網整備、それから林業機械の整備等で約２５億

円を執行する予定でございます。なお、この基金につきましては、平成２１年度から今年

度までの３カ年間の事業計画となっておりまして、今年度で一応終了ということになって

おります。残りの２２億５千万円は川下対策として、木材加工機械や木造公共施設、それ

から木質バイオマス施設、地域材の利用開発などを執行する予定となっております。

それから次に、１５８番の関連として、木材消費の拡大対策、住宅以外にも木材の需要

開発について、どのように取り組むのかということですが、まず一点目といたしまして、

平成２２年に木材の利用指針を作りました。指針に基づいて、様々な分野で木材の需要開

発を進めるために、木材利用に関する専門的な知識を持った方々に集まっていただき、今

年８月に「県産材利用技術検討会」を設置いたしました。現在は、県産材利用を進める上

で、具体的な技術的課題の解決などの検討を進めております。その他、具体的な利用拡大

、 、 、策といたしましては 徳島すぎの家づくり協力店ということで 住宅供給事業者を対象に

現在県内に８９事業体、それから県外に２１の事業体を協力店に登録しています。特に県

外での消費拡大が見込まれることから、今後は県外を中心に協力店を増やしていきたいと

。 。 。考えております またいろいろとご指導いただきたいと思います よろしくお願いします

（班長）

他に、お願いします。

（商工労働部）

１２ページの９４番でございますが、建設業新分野進出支援資金について、この利用状

況と、具体的にどういう分野への進出があったのかというご質問でございます。建設業新

分野支援資金につきましては、建設業をはじめとする中小企業の方が事業環境の変化に対

応し、事業の転換、多角化等、新たな事業活動を行う場合に必要とする資金の融資制度で

ございます。この資金の特徴でございますけれども、資金繰りの厳しい事業転換の開始時

期を支えるため、一般資金よりも融資限度額を引き上げまして、元金償還期間を２年と据

え置きで延長している点にございます。ただ、この近来の不況と言いますか、平成２０年

９月からのリーマンショック以降の不況ということで、経営環境面の悪化から、当面の資

金繰り対策としてのセーフティネット資金等の需要は伸びておりますが、この資金の利用

につきましては、ここに１２ページにもございます通り、平成１９年の８件から１４件と

微増という形になっております。運転資金の需要はございますが、設備資金の需要という

のは、こういう経済状況ではもう一つかなという状況でございます。

また、具体的な転向例でございますけれども、私が把握しておりますのは、例えば建設

業の方からですと、麺類製造業、これは半田そうめんなんですけども、こちらへ転出され

た方、また、冠婚葬祭の結婚式ブライダル関連といった方へ転出された方、また、きのこ

栽培と言いますか、マッシュルームの栽培をされた方とか、そういう方がいらっしゃいま
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して、そういう方を支援しているという形になっております。

こういう厳しい経済状況でございますけれども、引き続き中小企業の経営革新を進める

という中で、当資金の利用にも周知させていただきまして、利用を図ってまいりたいと思

っております。よろしくお願いいたします。

（班長）

続きまして、Ｂ委員からの質問に対して、お願いします。

（商工労働部）

緊急雇用対策事業についてお答えいたします。緊急雇用対策事業については 「ふるさ、

と雇用再生特別基金事業」という事業と「緊急雇用創出事業 、それと「緊急雇用創出事」

業の中の重点分野創出事業」という事業がございます。

まず、ふるさと雇用再生特別基金事業ですが、これは地域におけます継続的な雇用の創

出を図るというものでございます。原則、雇用期間が１年以上で更新が出来ます。それで

新規雇用者を正規採用すれば一時金を支給されるという内容でございます。

緊急雇用創出事業でございますが、これは次の雇用機会までのあくまでも短期の雇用の

機会を提供するという内容でございます。雇用期間が６ヶ月以内更新は１回だけ、通算１

年以内となっております。

、 、 、 、 、あと 重点分野雇用創出事業でございますが これは重点分野としまして 介護 医療

農林水産、環境、エネルギー、観光、地域社会雇用、教育研究、福祉子育て、産業振興、

情報通信、治安防災等におけます短期の雇用、就業機会の提供と、それと地域ニーズに応

じた人材育成を行う事業でございます。

県としては緊急雇用の基金を積みまして、市町村や外部団体による委託で雇用を実施し

てまいりました。その結果としまして、雇用が生まれたということでございます。実際に

どれだけ正規雇用に繋がったかという数字ですが、正規雇用、長期雇用に繋げるという事

業は、あくまでも、ふるさと雇用再生特別基金事業についての事業でございますので、我

々が市町村等を通じて集めましたデータによりますと、ふるさと雇用で雇用された方が平

成２２年度までで７３２名という数字になっております。今年度、また、これからの実績

が出てまいると考えております。以上でございます。

（班長）

ありがとうございました。Ｂ委員、南部総合県民局のアンケート調査というのは、県か

らの回答は構いませんか。

〈構いませんの声あり〉

分かりました。

それでは続きまして、どなたか委員からご発言をいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。それでは、Ｃ委員お願いします。

（Ｃ委員）

２７ページですが、森のエキスパート、それから高性能林業機械導入数３０セットと記
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載がありますが、やはり山というのは持続可能でなければならないと思っております。そ

れで数字的には出てこないのですけども、たくさん川上へもお金を投入していただいてあ

りがたいのですが、やはり山づくりの中で、搬出だけに目を向けていると、残った山を持

、 、続可能なものに出来るかといえば疑問に思いますので そこにプロフェッショナルとして

、 、山づくりにどう関わっていけばいいかということも 数字的に出てこないでしょうけども

その上にプラスアルファをしていただければ、山づくりとして豊かな山づくりが残るので

はないかと考えます。

（班長）

以上で結構でしょうか。

他の委員の方はいかがでしょうか。Ｄ委員お願いいたします。

（Ｄ委員）

この事業でブランド製品の創出、また、その販売促進という事業をいろいろ展開をいる

のですが、２４ページの１４２番園芸品とか、２５ページの１３６番阿波尾鶏の出荷数と

かが伸び悩んでいる。景気だけのせいなのか、これだけ販売活動をして伸び悩んでいるの

はどういうところに理由があるのか、というところが疑問に感じられます。そのところの

解析をされていれば少し説明をしていただければと思います。それとＬＥＤ事業、ＬＥＤ

バレイ構想というんですかね、積極的に進められておりますけれども、この事業を継続的

に地域に根を生やしていくというのは、やはり人材育成というのが必要不可欠でないかと

思います。その事業の中で 「とくしまＬＥＤテクノフェロー」を付与するという項目が、

１５ページにございますが、これが目標２７名、実績２５名の方々にテクノフェローとい

うのがされているのですけれども、このテクノフェローというのは県の事業として実施さ

れたものなのか、それとも他の大学とか高専とかでされて卒業された人なのか教えていた

。 、だければと それに関連して非常に一つの名前挙げていいのかどうか分かりませんけれど

ＬＥＤの人材育成また、新技術の開発ということで人の育成ということで、阿南高専で非

常に活発に取り組まれており、そのプログラムというのがおそらく日本の中でもベーシッ

クなところを人材育成するという事業としては、非常に優れた事業でないかと思っており

ます。そこのところを県のＬＥＤバレイ構想で支援をされているのかされていないのか、

そのあたりも少し教えていただければと思います。他にもあるのですが、まず、この二点

お伺いできればと思います。

（班長）

ありがとうございました。今、お二方、Ｃ委員とＤ委員から、ご提言あるいはご質問い

ただきましたので、そのことに関しまして、県の担当部局の方からお願いします。

（農林水産部）

１５５番、森のエキスパートは、基本的には高性能林業機械のオペレーターのことであ

ります。現在、高性能林業機械３０セットを入れております。１セットあたり４人の養成

で、平成２２年度までに１２０名養成する目標に対しまして、１３６名の養成が出来たと
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いうところであります。しかしながら、ご指摘のとおり、もう少し幅広くと言いますか、

経営面まで見た人材の養成が必要だろうということで、実は本年度から受講生のレベルと

いうか、受講生に合わせた形で、初級、中級、上級ということで、資格だけではなくて、

そういった伐採から搬出、それから森林の評価まで出来る人材育成を、段階的に行うとい

。 、 、 、うことで進めております 最終的には 平成２６年までに エキスパートから移行する方

それから新たに養成する方、合わせまして、２５０名の林業プロフェッショナルの育成を

進めている段階でございます。

（班長）

ありがとうございました。次どうぞ。

（商工労働部）

ＬＥＤの関係での人材育成についてということでございますが、委員から今お話のござ

いました１０５番の「とくしまＬＥＤテクノフェロー 、これにつきましては、阿南高専」

におきまして 「徳島県南のＬＥＤ関連技術者養成講座」という名称でもって、文部科学、

省の補助を受けまして、阿南高専が事業主体となりまして、平成１９年から５年間、今年

度まで実施したものでございます。ちなみにこのプログラムは金曜日の夜６時半くらいか

ら座学を３時間程度行いまして、翌土曜日の午前中、阿南高専の教員によります実学と申

しますか、ＬＥＤの技術につきまして、実際のハンダを使って工作をするとか、最終的に

は何か一つそれぞれの受講生が最終製品を作ってみる、というところを目標としておりま

して、これまで２５名の方がテクノフェローとして、称号を付与されたところでございま

す。これにつきましては、実は委員ご指摘のとおり、全国の高専で唯一阿南高専が、この

人材育成、ほとんどは大学の方で実施されておりますけれども、全国で唯一阿南高専が実

、 。 、 、施しているという いわばオンリーワンなものでございます これにつきましては 今後

いわば、産業人材の育成という観点から、今後とも、何らかの形で続けていけることが望

。 、ましいのかなと考えておりました また徳島大学の方でもされております産業人材の育成

これらとの連携、あるいはその辺のことも少し考えながら、今後とも、産業人材の育成、

ＬＥＤに関する産業人材の育成という部分を進めてまいりたいと考えております。

（班長）

ありがとうございました。次、お願いします。

（農林水産部）

１４２番の園芸品目の産出額の目標が達成されなかったということでございます。この

平成１９年から２２年まで新鮮とくしまブランド戦略におきまして、県内１１箇所でブラ

ンド産地強化計画を策定いたしまして、供給力の向上に取り組んでまいりました。しかし

ながら、近年の高齢化なり、担い手の減少、それに加えまして、燃油、生産資材等の高騰

によりまして、園芸品目の面積減少に伴い、生産額が減少したということでございます。

現在、平成２３年度から新たな「ひろがるとくしまブランド戦略」を展開しまして、今後

とも、供給力と産出額の向上に取り組んでいきたいと考えております。
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（班長）

ありがとうございました。次どうぞ。

（農林水産部）

２５ページの１３６番、阿波尾鶏の出荷羽数の減少ということのご質問と思います。ご

指摘のとおり阿波尾鶏につきましては、平成元年に約２万羽の年間出荷という販売を開始

して以来、本当に消費者の信頼を確保するとともに、官民が一体となりまして、品質と供

給力の向上を図りながら、年々順調に右肩上がりに増加しておりました。平成２０年度に

は、実は２２３万羽を突破したということ、それと２１年度には平成元年の発売以来、累

計が２０００万羽を突破するということで、全国の地鶏のトップ・ブランドということに

なっております。しかし、ご質問のように出荷羽数ですけども、平成２０年度の２２３万

羽をトップとして下がっているということですけども、平成２１年度以降、本当に外国か

らのとうもろこしが高いということがありまして、配合飼料価格の高騰と生産資材が高く

なったということ、長引く景気低迷によります消費の減退、さらには平成２２年度思い返

していただきますと、夏、すごく記録的な猛暑があったということで、その時、種卵の産

卵率が例年よりも約２０パーセント程低下するということもありまして、出荷羽数が伸び

悩んだということが主な原因であります。それともう一つは、皆さん方のお手元資料３で

全国状況というのがあると思うのですけども一番下に徳島県トップで１８３万羽、その次

に兵庫県の地鶏、次に福島の伊達鶏とあるわけなんですけどもその時の全国の地鶏の出荷

羽数少し見てみますと、平成２１年の総出荷羽数が９０４万羽だったのですが、平成２２

年度阿波尾鶏が１８３万羽の時には７８５万羽ということで、その１年間１１９万羽約１

、 、３パーセントの地鶏肉の出荷羽数が落ちているということで この年にも消費が低迷する

景気低迷ということで価格の高い地鶏肉が消費量の減退を招いているということが伺える

のではないかというように思います。その中でも全国の地鶏の約４分の１を占める阿波尾

鶏なんですけれども、この間８パーセントくらいの減少ということになりますけれども、

その他有名な地鶏であります名古屋コーチンないし比内地鶏というものは１０パーセント

以上、出荷羽数が落ちているということで、どこの地域の地鶏も著しい厳しい状況になっ

ていることであります。以上でございます。

（班長）

ありがとうございました。それではＥ委員お願いできますか。

（Ｅ委員）

いろんな角度からいろんなことに取り組んでいらっしゃるというのは非常によく分かり

ます。これは経済飛躍とくしまの実現ということでございますので、徳島の経済が飛躍し

ているかどうかというのが、一番端的に分かるのは、要するに県内総生産が順調に増えて

いっているか、県内の雇用者数が順調に増えていってるかというかどうかというのが、い

ろんな施策をいろいろ総合した結果、最終的に出てくる結果だと思うので、そういう数字

が毎年毎年そんなにタイムラグをおかずにフォロー出来るのであれば、そういうのを目標
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数字においてやっていったらいいと思うんです。それが、多分なかなか適当な経済指標が

ないということもあるんだと思うんですけども、例えば農業なんかですと、新規就農者数

とか漁業だと新規漁業就業者数とかが、目標数値で出てますけども、全体の県内の新規の

就業者数とかというのは、毎年、毎年、数字というのは多分つかめないから出てきてない

、 、 、と思うのですが そこのところの確認と 県内総生産は相当遅れてしか発表されないので

そうであればそれに変わるような製造業ですと工業出荷額とか、鉱工業生産の数字とか、

あるいは、農業なら農業生産額とか、林業生産額とか、そういう数値を目標値として使う

というのは、なかなか経済指標の性格上あるいは出て来るタイミングの遅さゆえ、少し難

しいということで出してらっしゃらないのか、その辺の、大きく経済が飛躍しているかど

うかを掴む数字というのがあれば、本当は一番成果が上ってるかどうかというのが端的に

分かると思うのですけれども、その辺はなかなか経済指標がなかなか取れなくて出来ない

のかどうか、というのを一つ確認したいところであります。

それからグローバル化への対応・支援ということで、７６番に徳島県の輸出輸入総額と

いうので、小松島税関支所管内の通関額というのが数値目標で掲げられておりまして、平

成２１年度、２２年度がぐっと平成２０年度に比べて減っていますよね。これは何故こん

なに急激に減ってきたのかということと、県内でつくった物は、必ずしも小松島税関から

全部輸出、あるいは小松島税関に輸入されている訳ではないので、神戸税関を通すもの、

かなり多いので、これは経済指標の取り方として、やはり神戸税関の中でどの部分が徳島

県の部分かというのは分からないので、小松島税関の数字を持ってきてるのだと思うので

すが、そこのところの考え方とか、その辺をお聞きしたい。

また、８０番で中小企業向けの融資制度の融資件数というのがありまして、平成２２年

度は目標の６千件に比べて４３２２件で相当少ないので、評価としてはＣで成果不足とい

う評価になっているのですけども、むしろ、それまでのいろんな成果が現れてきたとか、

経済が若干好転してきたので、これを使う必要がなくなってきたということであれば、目

標値に達しないことが必ずしも成果不足という、Ｃ評価と言っていいのかどうかという問

題もあるんですけれど、その辺をどう考えていらっしゃるのかというのをお聞きしたいと

思います。

（班長）

ありがとうございました。今のに加えて、私も一つ質問があるのですが、ちょうど、１

３５、１４１のところで 「世界に羽ばたくとくしまブランドの確立を目指し、県産農林、

」 、 、水産物の輸出を支援します というところがあるんですが 輸出定着品目数が増えたとか

輸出拠点数が増えているということは非常に評価できると思うのですが、今後、より具体

的にどういう非常に厳しい状況の中で戦略をお持ちなのかということを、あわせてお答え

いただければと思います。お願いします。

（商工労働部）

Ｅ委員の方から貿易統計に関するご質問がありましたので、まず、それにつきましてご

説明をさせていただきます。おっしゃるように税関の貿易の取扱量のところですけども、

実際に小松島港、統計的に言いまして、物流というのは、入ってから、どこを通って、ど
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う流れていくのか、というのが非常に掴みにくいというのがありまして、やはり、最終の

積み出し、それから、受入れ、そこのところで実際の量を把握していくという形になって

おります。ですから、そういったところで、定量的、定性的にとらえていくという観点か

、 、 。 、ら 小松島の取扱量を基点として 数値を挙げさせていただいております そうした中で

これまで貿易額が非常に乱高下しておりますけども、これにつきましては平成２０年度に

リーマンショックの影響があって、そこで大幅に下がったというところがありまして、２

１年から２２年にかけましては若干輸出輸入とも回復傾向にあるという状況でございま

す。

（商工労働部）

先ほどご指摘のありました指標の件でございます。経済飛躍どのくらいということで、

、 、 。 、一つは県内の総生産 確かにかなり 時期遅れて出てくるというのがございます それと

雇用者数も労働局の方で出てる数字も２ヶ月遅れということで、それを出すということも

遅れて出てくるので、総論として把握するための動向というのはお示しすることが出来る

と思うのですが、私どもそれぞれの事業において取り組む中での数値目標というのがそれ

がありますので、それをまず指標に持って目標に持ってやっていくということで、その結

果として、全体の経済飛躍がどういうかということでお示しする形をこの中で取り入れる

ことがあれば検討させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

（班長）

Ｅ委員、お願いします。

（Ｅ委員）

農業とか漁業の新規就業者数は目標に比べてどうかというのは出ていますので、それ以

外のものも含めた新規就業者数みたいなものを、目標の中に入れるというのは、統計の制

約上難しいから入ってないのかどうか、というのをお聞きできればと思ったんですけど。

（商工労働部）

Ｅ委員から８ページの８０番でございますが、中小企業向け融資制度の件数について６

千件という目標には達していないのだが、充分行き渡っているのではないかという、温か

いご意見でございます。この利用件数におきましては、平成２０年のリーマンショック以

降、設備資金が減退をしておりまして、運転資金でありますセーフティネット資金は、政

府の緊急対策ということで保証料を補填するという低利の資金でございますが、この運転

資金が非常に増加しているものでございます。設備資金の需要というのは、現在、もう一

つでございますが、このセーフティネット資金が充分行き渡った一つの指標といたしまし

て、県内中小企業の倒産件数を見てみますと、平成２２年度の倒産件数は県内で５６件と

いうことで、県内過去１０年の中でも一番最も少ない数字となってございますので、資金

繰りの円滑化とか、雇用の維持確保に、それなりに寄与しているものと考えておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。
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（Ｅ委員）

倒産が少なくなってきているという成果があげてきているので、ここの８０番なんかの

制度融資件数は目標に達してないからということで、一応、成果不足という評価になって

いるんですけれど、それを成果不足と言っていいのかどうか、という疑問が若干あるとい

う意見だったんですよ。

（会長）

よろしいでしょうか。これは１回目の会議からなんですが、この評価をするに際して、

もちろん数値目標の目標の数値のあり方とか、考え方とかは、ずっと議論になっておりま

すから、それはまたしなきゃいけないんですが、この数値目標は、目標を達成するかしな

いかで、私は、ある意味、機械的にＡＢＣ評価をしました。これについては、その６００

０件が４３２２件だから達成はしてないんですけど、Ｅ委員がおっしゃるようにあんまり

困ってない中小企業が多いのか、それともＰＲ不足なのか、その辺が少し判断しづらいと

いうことで主要事業としてはＢとしたところなんです。この辺は、全てそのように評価し

ていることなので、そこだけは、私の評価について、ご理解いただきたいと思います。

（班長）

。 、 、ありがとうございます Ｅ委員は この評価そのものを問題にされているのではなくて

いわゆる８０番のところ、また議論が元へ戻るんですが、数値目標に対して、どこまで達

成したかでＡＢＣ評価をするのか、内容を加算するのか、というところで、議論の分かれ

るところだと思うんですよ。

（Ｅ委員）

会長のご説明をお伺いすると、融資件数だけを見れば目標に達してないからＣだけれど

も、ただ、これは、ある程度そういう融資を受けなくてもいいような経済情勢になってき

、 、 、ている可能性もあるので そういうことも踏まえて １１番の全体の項目の評価としては

Ｂとしての「相当程度の成果がある」という評価をされたというということですね。それ

ならそれで分かります。

（班長）

よろしいでしょうか。

（Ｅ委員）

はい。

（班長）

次のお答えをお願いします。

（農林水産部）

輸出の取組みについてでございます。現在とくしまブランド品目を中心に輸出を推進し
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ております。ここの実績にもありますように、輸出品目につきましては７品目、輸出拠点

数、主に輸出される拠点数につきましては、５拠点が達成できたという成果になっており

ます。これにつきましては、海外のバイヤーとの商談なり、海外でのフェア等を通じまし

て、こういう結果になっております。今後につきましてですが、今年の３．１１の震災に

伴う放射能原発事故によりまして、一時期、徳島というか、日本産の農産物等の輸出が、

かなり苦しい状況になっておったという状況でございますが、現在につきましては、かな

り回復しているということで、現在、なると金時、米などを中心にされております。今後

の取組みにつきましては、今年度、新たに、とくしまブランド海外協力店を認定し、海外

でのＰＲ等を実施するもともに、引き続き、海外バイヤーとの交換等により、その国のニ

ーズにあった商品を輸出していくという取組みをしていきたいと考えております。

（班長）

ありがとうございました。お願いします。

（商工労働部）

雇用者数等の統計なんですが、Ｅ委員はご存知かと思いますが、労働者数の雇用の統計

の関係は全てハローワークを通じて全国集計が挙がってきたものが、県の労働局に下りて

きて、県内の数字が確定するというものでございまして、その実際の数字が分かるのが、

例えば、１ヶ月２ヶ月遅れという状態になっております。また、例えば、県の有効求人倍

率がどうなっているかといいますのも、１ヶ月２ヶ月遅れで数字が挙がってくるという状

況になっておりますので、ご理解いただきたいと思います。後、新規就農者数のように就

業者数が分かるかといわれた場合に、県の方では具体的な集計方法がございませんので、

国等に問い合わせをして、データを得るという作業が必要かと思っております。これから

考えてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。

（班長）

よろしいですか。時間が参りましたので、行動計画の評価結果について採決を図りたい

と思います。ご意見をいろいろいただきましたが、この評価案でよろしいでしょうか。

《異議なし》

（班長）

ありがとうございました。

【目安箱等に寄せられた意見・提言の採択】

（班長）

、 、次に事務局から紹介がありました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１ないし２件採択していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。もちろん、

先ほど申しましたように、該当なしでもかまいません。

１番がアニメ産業育成、２番が阿波和三盆糖のＰＲ、３番がＬＥＤ特区、４番が徳島県
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の林業事業について、５番が香酸柑橘類の名産地・徳島のＰＲについて、６番が徳島すぎ

のブランド化ということが出ておりますが、いかがでしょうか。

（Ａ委員）

６番は、徳島すぎのブランド化の手法の一つとして、こういった徳島すぎの梁、桁を使

った建物を造ろうじゃないかというご提案なんだと思うんですけど、確かに、これ、いい

ことだと思います。例えば私、県西部なんですけど、うだつの町並みなどは、観光客がた

くさん見えまして、関西圏の方が、非常に多数来られますし、そういったところでノスタ

ルジックをかきたてる建物群の中に重伝建（伝統的建造物群保存地区）でも保存していく

中でどんどん取り入れられて、一つのブランドといいますか、アピールする施設を造られ

てはどうかと、それも非常におもしろいと思いますので、これを推薦いたします。

（班長）

１件でよろしいですか。２件でもよろしいかと思いますが、いかがでしょうか。Ｃ委員

どうぞ。

（Ｃ委員）

私もそれを思っていたんですけど、住宅を建てる時に、それにエコポイントとかをプラ

スしていただければ、県産材を使っていただける可能性が大になるのではないかと思いま

す。

（班長）

じゃあ 「６」プラス「４の半分くらい」ということでしょうか。、

（Ｅ委員）

今、林業関係ばかり出たんですけど、２番と５番も結構捨てがたいなとは思うんですけ

ど、今までも県である程度取り組んでらっしゃるんであればあえて入れる必要が無いと思

いますし、その辺の実状がよく分からないんですが。

（班長）

じゃあ、担当部局の方でご意見があればお願いしたいと思うのですが、いかがでしょう

か。大きく分けて二つですね。一つは、６を生かして４のエコポイントを足すと。もう一

つは、２と５の関係で、既に県でやっていることと絡んでいるのかどうか。もし、やって

るのであれば、それは却下ですし、いかがでしょうか。

（農林水産部）

４の県の林業事業について、県産材エコポイントということですが、平成２３年度から

林業版エコポイントといいますか、徳島すぎの家ウッド通貨モデル事業を実際に実施して

おります。具体的には、ＣＯ２を吸収する木材を使用すれば、施主に対して一棟あたり最

大で４０万円のウッド通貨が提供されます。提供されたウッド通貨で施主は、県内で生産
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された県産材の木製品、あるいは家具に交換できるという制度を、予算額３千万円で実施

しております。このリフォームについても、店舗について上限４０万円ということで実施

しておりますので、４については実施済みということでご理解いただければ。

（班長）

あと２と５についてはいかがでしょうか。

（農林水産部）

５番のところの香酸柑橘の名産地・徳島のＰＲについてというところでございます。こ

のスダチ、ユズ、ユコウという３つの香酸柑橘を名産品としてＰＲしてはどうかという主

旨かなと思っております。スダチ、ユズにつきましては、既にブランド品目ということで

。 、 、３０品目の中へ入れさせていただいております スダチは全国第１位 ユズは全国第２位

ユコウにつきましても全国第１位ということで、徳島を代表する香酸柑橘であります。そ

れで、現在のところ、県、ＪＡ、生産者が組織する 「徳島県すだち・ゆこう消費推進協、

議会」と「徳島県ゆず消費拡大協議会」がございます。そこで、この３品目についてはＰ

Ｒしているところでございます。

（班長）

これは既にやっていると。

（農林水産部）

やっております。

（班長）

和三盆もやっているんじゃないですか。

（農林水産部）

和三盆の方は農業ではなく商工の方で。

（商工労働部）

和三盆につきましては生産量も限られているということですし、今現在、非常にブラン

ドとして高い価値があるということで、全国にも知られておりますので、特に販売促進や

活用法というのはしなくても、現状でも、ブランドとしては充分耐えて競争力があるもの

と考えておりますので、商工労働部として、今のところは、他の物、これから売り出す物

と同様に、何かしているということはございません。

（班長）

結果的に６番の徳島すぎのブランド化で、いかがでしょうか。

（農林水産部）
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梁、桁に徳島すぎを用いた建築を浸透させたいということは、これからの木材の普及に

繋がると考えておりますので 「すぐに」ということはできないかと思いますけれども、、

今後検討して、できるだけ県産材の普及拡大が図れるよう努力していきたいと考えており

ます。

（班長）

それでは、ここでは、６番を取り上げさせていただきます。

《異議なし》

（班長）

優れた意見・提言については、今後、総合計画審議会の方へ、我々からの答申がいきま

すので、そちらの方でご検討をお願いしたいと思います。

ご意見は、まだまだ尽きないようでございますが、予定の時間が参りましたのでこの辺

りで意見交換を終了させていただきたいと思います。

また、本日の会議の内容につきまして、何かご意見等ございましたら、後日でも結構で

ございます。事務局の監察局までご連絡いただけたらと思います。それと、会議録と当戦

略会議からの提言については、第１回の会議において決定した通りですが、確認しておき

ますと、１班の議事録は事務局で整理した後、班長の私が確認した上で、会長にご確認を

いただいて、公表の手続きを進めることとなっております。また行動計画の評価結果や県

民等からの提言の採択結果については、事務局で整理した後、会長にご確認いただいて提

出することになっております。

最後になりますが、班長として皆様にお礼を申し上げたいと思います。委員の皆様には

長時間の会議、お疲れ様でした。また熱心にご討議いただきましてありがとうございまし

た。県の関係部局の皆様にも一言御礼申し上げます。詳細なプレゼン資料を使って熱弁を

ふるっていただきました。大変な労力だったと思っております。有意義な評価会議を開催

できたと思っております。ありがとうございました。以上をもちまして、本日の議事を終

らせていただきたいと思います。

（事務局）

班長、本当にありがとうございました。今日はダブルヘッダー、二つの会議ということ

で、皆さん長時間熱心にご討議ありがとうございました。

今回を持ちまして、オンリーワン行動計画（第二幕）の７回の会議が終了ということで

ございますので、高い席ではございますけども、委員の皆様に一言お礼の言葉を申し上げ

たいと思います。１班の皆様方におかれましては、全体会議で１回、そして班別会議で本

日を含めまして３回、ご担当いただきました。また、第２班のＡ委員につきましては、１

１月１日に引き続きましてご参加いただきまして本当にありがとうございます。皆様方に
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おかれましては、終始熱心に大所高所からご意見ご提言をいただきまして、また、多岐に

渡る事業に評価を行っていただきました。誠に厚く御礼を申し上げたいと思います。委員

の皆様方からいただきましたご意見、ご提言につきましては、評価結果と併せまして、総

合計画審議会等へ提言を行うことといたしまして、その審議会等でもさらにご検討いただ

き、今後の県政に反映できるよう、私どもとしましても、お願いをしてまいりたいと考え

ております。本当にありがとうございました。

また、班長におかれましては、本日を含めまして３回にわたり議事進行ご尽力いただき

まして、ありがとうございました。そして、最後になりましたけれども、会長におかれま

しては、７回の会議を通じまして、数値目標といたしましては６３５、主要事業としては

６０８ということで、合計１２００項目を超える県政各般にわたる事業につきまして、そ

の全てについて評価案を作成いただきました。大変なご苦労をおかけしたと思います。お

陰を持ちまして、委員の皆様方から、それを元にたたき台として活発なご議論をいただけ

たのではないか、そして、また、戦略会議として一貫性のある評価を行っていただいたの

ではないかと、大変ありがたく思います。改めて深く御礼を申し上げたいと思います。

なお、次回の県政運営戦略会議でございますが、今年度の取組みの総括と次年度に向け

た取組み、これをテーマといたしまして３月下旬頃に開催を申し上げたい、また開催日程

等については協議してまいりたいと思いますが、３月下旬頃に開催をしたいと考えており

ます。年度末の大変あわただしい時期と重なりますけれども、どうかよろしくお願いをい

たします。皆様方、本当に長時間にわたりましてありがとうございました。

以上を持ちまして、第７回の県政運営評価戦略会議を終了させていただきます。


