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平成３０年度 県政運営評価戦略会議（第１回）

１ 日 時 平成３０年７月３１日（火）午後１時３０分から午後４時まで

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 手塚 俊明 監察局長

植田 美恵子 森 直紀 危機管理部副部長

加藤 研二 仁井谷 興史 政策創造部副部長

近藤 明子 梅田 尚志 経営戦略部副部長

坂本 真理子 脇田 亮 県民環境部副部長

田村 耕一 三好 誠治 保健福祉部副部長

鳴滝 貴美子 田中 稔 商工労働観光部副部長

藤原 学 桒原 孝司 農林水産部副部長

桝本 久実 大塚 二朗 県土整備部副部長

佐光 広格 出納局会計課副課長

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

坂東 玲 警務部企画課企画調整官

藤本 真路 監察局次長

廣瀬 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

（会議概要）

１ 知事挨拶

２ 「新未来『創造』とくしま行動計画」の評価方法の説明（資料１）

３ 基本目標１の概要の説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

４ 基本目標１の評価案の説明，質疑及び評価結果の決定（資料２）

５ 基本目標２の概要の説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

６ 基本目標２の評価案の説明，質疑及び評価結果の決定（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（資料４）
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■知事挨拶

（飯泉知事）

本日は，平成30年度第１回となります県政運営評価戦略会議を開催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，御出席を賜りまして，誠にありがとうご

ざいます。

さて，今，地方創生も５か年のちょうど４年次目ということで，いわば後半戦がスター

トを切ったところでもあります。「知恵は地方にあり」，この言葉とともにスタートした地

方創生でありますが，なかなか東京圏への一極集中是正は難しいところでありますし，日

本全体が急激に人口減少する，急激な少子高齢化だとなってまいりますと，まさに，地方

から人がいなくなってしまうと，こう言っても過言でないところであります。やはり県内，

あるいは全国の皆さん方も，地方創生，その実感を得たいと。こうした声はたくさん聞こ

えるところでありまして，全国知事会におきましても，なかなか国がその次をどうするの

か，次の一手，これを示してくれないものですから，全国知事会の方でも政策提言，特に

こうした政策提言を練り，行っていくのが「総合戦略政権評価特別委員会」と。委員長を

長年仰せつかっておりますので，こうした点について様々な政策提言をしたところ，今回

の骨太の方針，この中で早期に第二期の地方創生について示していきたい，総合戦略をと。

こうした形にはなったのですが，それが一体いつになるかっていうのがまだ分からないと

ころでもあります。

我々としては，国民の皆さん方に，この「知恵は地方にあり」，この言葉とともに，「地

方創生の旗手・徳島」と言われる以上，県民の皆さん，また国民の皆さん方に，地方創生

としてはどういうものが処方箋として，また，県民国民の皆さん方にとって，どういった

点で良くなってきたという実感を持っていただけるのか。こうした具体的な事例を示して

いく必要があるところであります。

そうなりますと，県政運営の指針となりますのが，今日，御審議を頂きます「新未来『創

造』とくしま行動計画」。こちらは４年計画でありますが，いよいよ最終年次を迎えたこ

ととなります。

まさに，こちらにつきましても，それぞれのちりばめられた施策がうまくいっているの

か。あるいは，あまり良くないのであれば，どういった点を直していけばいいのか。こう

した点を皆様方に御審議を頂くこととなるところであります。

また，地方創生。こちらは５か年戦略ということになっておりまして，徳島の場合には

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」，いよいよその４年次目を迎えました。

この意味でも，地方創生の実感，この総合戦略どおりにいっているであろうかどうなの

か。こうした点が大きなポイントとなるところであります。

そこで，先月の１日には，皆様方に，県としてこれぞという，いろいろなポイントとな

る施設などを御覧いただいたところであります。例えば今，インバウンド，2020年には

2,000万人と当時言っていましたが，既に昨年，暦年でカウントいたしますが2,869万人。

もうそれをはるかに超えているところでありまして，その前の年の12月からこれを予測し

て，2020年には4,000万人。そして，2030年には6,000万人と，上方修正をしたところであ

ります。

その意味では，もう成田，羽田空港が入り口ということでは満杯の状態でありまして，



3

これから何兆円もかけて，例えば成田空港，また羽田空港の滑走路を増やしていこうなん

ていう話もある訳でありますが，やはりそうしたものだけではなくて，全国でもってこの

インバウンドを受け入れる必要があるであろう。であれば，もう一つの大きな窓口が関西

国際空港になるところであります。

５年前は，成田空港と比べるとその３分の１ぐらいの海外からの入国者数でありました

が，この５年で急増いたしまして，今や成田が760万人。そして関空が720万人を超えると

いうところにまでなりました。

そうなってまいりますと，関空を中心とする大阪ベイエリアに何と５空港，７滑走路が

あるんですね。関空に２本，伊丹に２本，そして神戸，「徳島阿波おどり」，南紀白浜と７

本の滑走路を有機的に使っていく必要がある。またダイレクトに，地方の空港に海外から

インバウンドをお迎えする。そうした意味では，いわば海外から見ると，四国は未踏の地

と言っても過言でないところでありまして，昨今，徳島でも伸び率といった点では全国１，

２となっているところであります。その意味で，皆様方には，その窓口となる徳島阿波お

どり空港の新ターミナル，こちらを御視察いただいたところであります。

また，地球温暖化，昨今の異常気象。まさにこれが一番の原因であろうと。ましてや今

回の台風においては，これまでの気象の常識を全く覆す。台風というのは，西から東へ向

かうのが当たり前でありまして，今回の台風は東から西に向かい，しかも，九州において

は，南から北へ向かうのが普通ですが，北から南へ向かうという，とんでもない状況が起

こったところでもあります。

そうした意味では，世界中で脱炭素社会，これを今世紀半ばには達成していこうと，こ

のようになったところでありました。その象徴ともいえる「水素社会」。こちらも，二酸

化炭素フリーの「水素ステーション」を御覧いただきますとともに，こうした環境活動の

拠点となります「エコみらい」，こちらも同時に御視察を頂いたところであります。

また，地方創生，なかなかうまくいかない。そうした中で，東京一極集中を是正するた

めには，若い皆さん方。夢と希望を実現するのは東京だ，それもそのはずです。日本の名

だたる企業の本社がほとんど東京にある。でも，彼らも本当は，地方に行きたいと思って

も，なかなか東京を離れることができない。それもそのはず，この国の統治機構である何

々省，何々庁は全て霞が関，東京にある訳でありまして，もしこれらの企業が本社を東京

から移した場合，同業他社の皆さん方との間で情報戦に破れてしまう。離れたくとも離れ

られないということで，政府関係機関の地方移転。手挙げ方式であったところでありまし

て，徳島県はその創設に関わりました消費者庁，あるいは国民生活センターなどを指名さ

せていただき，全国のトップを切って，いわゆる出先機関ではなく，本庁機能，そして，

新たな政策創造の場「消費者行政新未来創造オフィス」が，このまさに同じフロアー，県

庁の10階に54名規模で４月24日展開をし，一年を過ぎたところであります。

ということで，その成果を御覧いただくということで，この「消費者行政新未来創造オ

フィス」と，更に県，あるいは学会の皆さん方，また企業の皆さん方とのコネクティング

の場「とくしま消費者行政プラットホーム」を御視察を頂いたところであります。

こうした形で，これから皆様方におかれましては，行動計画も，また総合戦略もいよい

よ大詰めを迎えたところでありますので，こうした点について，なかなかうまくいってな

い点につきましては，是非御指摘を頂き，ＰＤＣＡサイクル，きっちりとこれを回す中で，
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その処方箋を打ち出していただければと，このように考えるところであります。

特に，これからは，皆様方にはかなり圧縮した日程で御検討など頂く予定とさせていた

だいておりますので，是非，時間の許す限り御協力いただけますよう，よろしくお願いを

申し上げまして，まずは冒頭の御挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

■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，議事に先だって，「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。

（事務局）

「新未来『創造』とくしま行動計画」の評価方法の説明（資料１）

（会長）

ありがとうございました。それでは，ただ今から，「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。

（総合政策課）

基本目標１の概要の説明（「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委員から御説明をお願いいたします。

（Ａ委員）

はい。全ての項目につきまして御説明したいところなんですけれども，幾つかピックア

ップして説明をさせていただきます。

まず，１ページ目から始まります「魅力ある地域づくりの推進」という中で，５ページ

をお開きいただきまして，ここの10番，都市部からの，多分，都市部からっていうのをメ

インとなさってるんですけれども，都市部からのインターンシップについて，目標，本当

に僅かなんですけれども達成できていないというところで，募集の方法とか受入れ企業の

業種等，あと選定等について，状況を教えていただけたらと思います。

ここに関しましては，評価はＡ評価でございます。

次に，10ページから始まります「ユニバーサルデザインによるまちづくり」につきまし

ては，数値目標の達成状況が☆一つですのでＣ評価となるようなところではございますけ
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れども，数値目標等の評価項目が少ないこと。あとは主要指標で数値目標が達成されてい

ること。そして，26番に書いてあるとおりで，重要な政策の一つである，先ほど知事もお

っしゃってましたけども，インバウンドの観光客の受入れというところに関する項目で目

標が達成されているというような，幾つかの理由で評価はＢとしました。このことに関し

ましては，皆さんと議論をしたいと思います。

次が，27ページでございます。27ページの「日常生活の自立支援」というところに関し

ましても，評価項目は少なくなっておりまして，厳しい評価をせざるを得ないような状況

でございます。この中で，認知症の高齢者と，あと障がい者が自立して生活するための支

援に関する二つの指標，下の二つの指標につきまして，どちらも大幅に目標値を下回って

いるというようなところからＣ評価としております。

次が，31ページお願いいたします。31ページの「『頑張る中小企業』の取組推進」とい

うところで，多くの項目で目標を達成されていることからＢ評価でもいいのかなというよ

うなことも考えております。これにつきましては皆さんと議論をしたいと思います。

とはいえ，重要であると考えられる64番の中小企業の販路拡大に関わる指標につきまし

て，取引成立額が数値目標を達成してるかどうかというところで測りなさいということで

ありまして，ここにつきまして，実績値が年々減少傾向にあるということと，あとは次の

ページにあります66番のＢＣＰ認定企業数というのが伸び悩んでいるというようなところ

からＣ評価とここではしております。特に，海外市場への販路拡大に関する取組につきま

しては，ちょっと現状どういうふうな状況であるかというのを教えていただけたらと思い

ます。

次が，48ページでございます。こちらが「病児・病後児保育の充実」というところで，

こちらも評価指標が非常に少ないということもあります。あとは主要な指標である病児・

病後児保育の実施市町村数について，数値目標が今後達成可能というところを差し替えの

資料でも頂いているかと思うんですけれども，そのことからＢ評価でもいいのかなという

ようなことを考えておりますが，現状ではＣ評価としております。こちらにつきましては

皆さんと議論をさせていただけたらと思います。

次が，51ページでございます。51ページの「子供の貧困対策の推進」というところに関

しましても評価指標が少ないので，指標三つのうち二つが達成できてないと。目標達成で

きてないということからＣ評価としております。

基本目標１につきましては以上でございます。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。

それでは，評価に移りたいと思います。なお，本日の会議は15時30分終了を予定してお

ります。議事の都合上，基本目標１の評価については14時40分を目標にして終えたいと考

えておりますので，どうかよろしくお願いいたします。

それでは，基本目標１についてでございますが，Ａ委員からは意見を頂きましたけれど

も，ほかに委員の皆様から理事者に取組内容や実績を詳しく聞きたいであるとか，あるい

は各施策の目標達成に向けたアドバイスなど，何からでも結構でございますので，挙手の

あと発言をお願いしたいと思います。
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では，まずＡ委員から頂いた質問について御説明いただくところから始めようかと思い

ます。

まず，項目の10に関連して最初に質問が，番号の10ですね，あったかと思います。資料

２の５ページの番号10，インターンシップに関連するところです。お願いいたします。

（南部総合県民局）

南部総合県民局でございます。

今，インターンシップの状況ということで平成29年度293名。目標に対して７名少ない

ということでございます。これは，はっきり申し上げて当初予定の人数といいますか，生

徒さんが急に来られなくなったという。延べ人数でございますので，そういった事情がま

ずございます。

それで，今年の状況も含めてなんですけども，昨年度につきましては延べ293名という

ことで，阿南市で県外２大学，那賀町で県外２大学，それから美波町の方で県外２大学，

それから加藤委員さんの阿南高専，それから，海陽町の方では２大学ということで，全て

東京方面の大学からお越しを頂いて，いろんな形でやらせていただいております。

それぞれ成果としてはございますけれども，ただ一点，なかなか企業さんが求めるニー

ズと，それから生徒さんがこういったことをしたいというシーズのマッチングといいます

か，そこら辺りが若干ずれるところもございますので，今年は各企業担当さんの方に，コ

ーディネーターということで，できるだけ企業さんとその生徒さん，学生さんの意向を近

い形でマッチングできるように取り組むことによりまして，より成果を生んでいきたいと

いうふうに考えております。以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。

続きましてあったのは，評価に関わるところですけれども，主要施策の３番目ですね。

資料10ページになります「ユニバーサルデザインによるまちづくり」ですが，こちら評価

の案としてＢということなんですが，元々☆が一つであると。☆が一つであるとＣの場合

が多いわけですけれども，Ｂの評価でもいいですかというのを含めてですが。あとインバ

ウンドの状況についても説明をというのがあったかなとは思うんですが，先ほど，知事か

らもあったんですが，もう一度，もし現在のインバウンドの状況を御説明いただければと

思うんですが。

（Ａ委員）

インバウンドにつきましては，また別の基本目標のところでも出てくるかなと思います

ので。

（会長）

そちらでいきましょうか。

（Ａ委員）
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インバウンド受入れについて，ユニバーサルデザインに係るところは目標達成しており

ますので，それも含めてＢ評価でいいのかなというようなことを申し上げました。

（会長）

はい。では委員の皆さんいかがでしょうか。Ｂでもいいのではないかということですが。

いかがでしょうか。はい。どうぞ。

（Ｂ委員）

よろしくお願いいたします。ユニバーサルデザインによるまちづくりという，一言で言

うとかなり大きなものを扱っているので，どこまでのことをすればいいのかっていうこと

にもかかってくるんですけども，資料に書かれている内容を見ているとＢ評価でもいいの

かなとは私自身は思っています。

ただ，ユニバーサルデザインも含めてなんですけども，今後のまちづくりで今言われて

るのが「ＱＯＬ」，クオリティオブライフ。生活を豊かにするようなまちづくりをしない

と駄目ですよっていうことを割と盛んに言われてまして。ユニバーサルデザインをするか

ら生活が豊かになるのかって言われるとちょっと私も何とも言えないんですけれども，そ

の辺りの考えというか，指標が何かあればもう少しいいのかなっていう気持ちはしてます。

何かそういうお考えがある部署さんがあれば，ちょっとお話ししていただけると有り難

いんですが。なければないで，また次の話になるのかなと思うんですけど，よろしくお願

いいたします。

（会長）

何かあったりしますでしょうか。

（Ｂ委員）

すいません。急に話を振ってしまうので申し訳ないですけど，今言われている「ＱＯＬ」

というのは，ここのまちづくりも含めてなんですけど，将来的に車を使わないで豊かな生

活をするとか，いろんなことを今から考えて，10年後20年後のまちづくりを考えないとい

けないですよね，ということを，その生活水準のところから見直しているという話になり

ます。

今年度が計画の最終年度ということなので，次回がもしあるのであれば，そういう生活

の「質」の部分も少し加えていただけると有り難いかなと思います。以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。それではこの項目はＡ委員からの評価の案のとおりＢ評

価ということで，御異論なかろうかと思います。

続きまして委員からありましたのが，ページで言うと31ページになります。

重点戦略の３の主要施策の２「『頑張る中小企業』の取組推進」という項目でございま

す。こちらは評価の案としてはＣなんですけれども，もう少し内容をいろいろ教えてほし

いというのもあったかと思います。
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特に，この番号64に関連して，販路拡大，販路開拓というものですかね。どのようにな

っているのかというのがあったかと思いますが，御説明いただいてよろしいですか。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

まず，この項目でナンバー64の話がありますけれども，66について，ＢＣＰ，これが未

達ということで，達成できていないという評価でございます。この部分について少しだけ

補足させていただけたらと思います。

この認定制度は，元々トップレベルの企業を，ＢＣＰに関してリーディングカンパニー

を表彰するという制度から始まったものでございます。しかしながら，今回，29年度でご

ざいますけれども，申請した企業が最終的には少なかったと。その内容を調べたところ，

やはりハードルが相当高いということで，例えば，企業の場合，何か災害が起きた際に人

についても二重三重の備え，シフトパターンを整えなければいけないというふうなことが

ありまして，なかなかこの基準をクリアするのが難しかった訳です。

我々といたしましては，現場でのＢＣＰの大事さというのは企業に十分説明して回って

いるところでございまして，この認定企業がやっている内容の中から，つまみ食いでよい

ですよと。企業の規模に合ったＢＣＰを積極的にやってくださいという現場の指導，サジ

ェスチョンをしております。

29年度も約460社に対して，個別に調査をしたところでございます。

それとあと，今回は３社計画の１社ということでございますけれども，29年度までの目

標企業数を累計しますと，計算上は７社ということになりまして，実績が多かった年もあ

りますので，最終的に７社クリアできております。

30年度，今年度の足元についても現在３社の方から正式申請を受けておりますので，そ

の辺りもデータとして御勘案いただけたらなというふうに考えております。

あともう一つの輸入輸出，輸出でございます。販路開拓の関係でございますけれども，

我々，昨年度行いました販路開拓といたしましては，四国のビジネスマッチングというの

を行いまして，これが徳島県で昨年の12月に行っております。そして近畿，あるいは四国

の合同商談会というのを，大阪のものづくり受発注広域商談会ということで，9月にも行

っております。さらには，京都で同様の広域商談会も行いました。

さらに，ものづくり新技術展示商談会ということで，平成19年度から継続で行っており

ますけれども，デンソーさんと我々県内の中小企業とを結ぶ商談会も行ったところでござ

います。

さらには，国外ということでメタレックス2017と。これタイとバンコクで行われた商談

会でございますけども，そこに対しても出展するといった，きめ細かな出展指導，商談の

確保をしておるところでございますけれども，いかんせん結果が右肩上がりというふうに

はなっていない訳でございまして。引き続き，最近，貿易に関するいろいろな火種もある

ようではございますけれども，粘り強く，こういった機会を重ねていきたいなと考えてお

ります。

それと，もしよろしかったら，この際，73番でございますけども，大変恐縮ではござい

ますが，これが地域創生人材育成事業による訓練者数というふうなところがございます。
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36ページのいちばん下段でございますけども，これについて一点だけ御説明申し上げたい

ところでございます。

実際のところ，これ未達ということでございますけども，なかなかデータの分析をして

いくと，制度の中身がよく見えてきたところでございまして，その中身につきましては，

ちょっとお待ちください。

失礼しました。27年度でございますけれども，27年度は190名という訓練者数の計画で

ございますけども，それに対して186名が訓練を受けたと。その中で就労に至ったのは121

名でございました。65％でございます。

28年度が167名に対しまして就労したのが129名ということで，就職率が77.2％と向上し

てきております。

さらに，29年度でございますけれども，訓練実績135という数字が出ておりますけども，

その中で就職された方につきましては107名ということで79.3％という実績を上げている

ところでございます。

非常に景気がよい中で昭和38年から統計を取り始めた有効求人倍率が，今最高値，1.47

という最高の数字を徳島県内でも示している中で，セーフティーネット的なこの制度につ

いてはなかなか人が集まらないという部分もございます。就職した率につきましては３年

前と比べまして65％から79％に上がっておりますので，この辺りも少し御検討いただけた

らというふうに思う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。いかがでしょう。

（Ａ委員）

この31ページから始まります主要施策２の「『頑張る中小企業』の取組推進」に関しま

しては，先ほど評価の説明の際に申し上げたとおりＣ評価としておるんですけれども，内

容を見た上でＢ評価でもいいのかなというふうに申し上げたところでございまして，今，

御説明がありましたように，ＢＣＰのこういうものはかなり厳しい，ハードルが高いとい

うのは前々から伺っておりましたので，現場でどう対応ができるかというようなところ，

災害があったときにどうしていくかみたいなところが一番重要かと思いますので，そうい

ったところからも，Ｂ評価でいいのかなという気はいたします。

先ほど，Ｂ委員からも少しお話がありましたし，いつもここで議論になることなんです

けれども，この目標としていることに対してこういう指標が用意されていて，その指標で

本当に評価できるのかというようなところが，一番我々が困るなというところではあるん

ですけれども。この指標が出ている限りは，ここの辺りはしっかりとクリアしていただい

て，その上で大きな目標に対してどういうふうな取組なり，現場の中でどんなふうに動い

ているかということを我々は評価していかないといけないのかな，というような，そうい

うふうな感想でございます。以上でございます。

（会長）

はい。それではまず一つずつ確認したいと思います。
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この「『頑張る中小企業』の取組推進」ですけれども，これはＢという評価でもいいの

ではないかというＡ委員さんからの意見ですが，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

はい。それではこちらはＢというふうに評価をさせていただきます。

そして，もう一つ。主要施策の４，同じ重点戦略ですが，「就労支援と職業能力開発」，

こちらですけども，いかがでしょうか。こちらは，本日の差し替え資料に，たくさん数値

が判明したものというのが載っていたりする訳ですけれども。我々，以前に説明いただい

ていた時から比べると。もしよろしければ新たに差し替えの方で，新たにこういう数値が

判明したとかいう，変化ではないですけれども，新しい情報を提供いただけると有り難い

んですが。

（事務局）

36ページの73番のところで，○の二つ目の民間を活用した訓練受講者の就職率が７月中

旬に判明という資料が最初だったんですけれども，この数値が84％ということで差し替え

させていただいております。

（会長）

そのほか，番号で言うと78番の数値が当初から変更されているのがあろうかと思います。

元々の資料ですと実績値，例えば，平成29年187人でございますけれども，207人という具

合に変更になっているかと思います。関連して右側の取組状況の数値も変更になっている

ようです。

（事務局）

78番の数値，小中学校の就業体験者数が，３か年にわたって変更させていただいており

ます。ここは，部局の方で，小学校の疑似体験者数に児童養護施設の生徒の数字が入って

いなかったということで，その分も含めて数値を再度精査して変更させていただいており

ます。

（会長）

はい。ありがとうございます。というふうに，多少変更もあったようでございます。た

だ，計算上は，ここの項目は△が◎になるようですが，計算上は☆一つであることに変わ

りはないようなんですが，いかがでしょう。

（Ｃ委員）

主要施策４の就労支援，今のところなんですけれども。79番のところ，地域若者サポー

トステーションのところが，29年度実績が非常に悪くなっておりまして，27，28年度と62，

67％とこう良くなってきてたんだけども，45.7％に下がっているということで，そこのと

ころの要因がどういうものなのかというふうなことと，あとそれへの対策がどうなってい

るのかというふうなことを少し教えていただきたい。

81番のところに，定住外国人，◎になっておりまして，ここ非常によく頑張っていると

いいますか，実績を上げているなあと。特に，最近，定住外国人の方々も非常に多くなっ
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てきておりまして，自動車運転免許取得講座というのが非常に功を奏したような感じもす
こう

るんですけれども。全国的にもそういう講座で外国人の方々のケアをしているのは少ない

と思いますけど，そういう非常によい取組もされているというふうなことで，よく頑張っ

ているなあと思うんですけれども，先ほどの地域若者サポートステーションのところの率

の低下が非常に気にかかるというふうな状況です。

（会長）

はい。サポートステーションの説明をいただければと思います。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

サポートステーションですけれども，確かに，164人の相談数がございまして，実際に

進路を決定した方が75名ということで大分減っております。

これ，要因が実はございまして，厚生労働省の委託事業ということで３年間やっていた

わけでございますけども，今までは，御本人，これはニートの方，ひきこもりの方とか，

そういった割りと社会的自立が困難な方を相手に進路指導，進路案内をしておりまして，

進路が決定した方がどれだけいるかというのがポイントでございます。

今までは，国の制度として，口頭でなかなかコミュニケーションが取りづらい方がお相

手ですので，「進路が決定しましたよ」という口頭の連絡だけで国に申請し，そして我々

もこの決算数値としてあげていくという取扱いをしていた訳ですけども，平成29年度，去

年から，口頭でなくて雇用契約書の写しでありますとか，あるいは労働条件通知書の写し

とか，あるいは応募した求人票のコピーとか，そういった一連のものを必ず提出するよう

にというふうな大きな制度改正がございました。

対象になる方が，コミュニケーションがなかなか難しい方でございまして，この書類と

あの書類を用意してくださいと言うだけで，なかなか対応ができないという場合が実際ご

ざいまして，我々ちょっと調査をしてみましたけれども，具体的には，阿波市のサポステ

で４件と徳島市で８件，そういった案件があった訳でございます。

この４件と８件を足しますと12件ということで，これに75名を足して87名ということで，

例年の目標からすると，目標は辛うじてクリアしているといった状況でございます。

そして今，委員さんからお話がありましたように，どうして減ったかという部分でござ

いますけれども，やはりそれは昨今の景況感の良さ等もあって，我々，27年度から継続し

てきた事業の中でも，なかなか来る人も少なくなってきて。そして，困難度が高い方がど

うしても増えてきたのかなといった感覚を持っております。

いずれにしましても，サポステの窓口がしっかり機能することによりまして，最終的な

若者の社会的自立がなされるということですので，今まで以上にきめ細かな相談業務を行

っ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した。
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（Ｃ委員）

実績的には目標をクリアしているということですか。なかなか手続上のことが難しくて

フォローすることができなかったということですけども，就職にはつながったという実績

は目標を達成しているということですか。

（商工労働観光部）

商工労働観光部です。

今おっしゃったとおりで，28年度までのやり方であれば87名ということで実績に届いて

おりますけれども，29年度から変わった，書類を精査して，コピーして集めてきてくださ

いというふうなやり方をとりますと，どうしても現在の数字50％を割る数字になってしま

うということでございます。

ただ，御指摘の，結果的に減っているというのは，極めて謙虚に受け止めて，更に広報

とか，そういった周知手段をしっかり徹底していきたいというふうに考えております。以

上です。

（会長）

いかがでしょうか。

（Ｃ委員）

小中学校の職業体験者数も，これ△ではなくて◎になるんですよね。今の若者サポート

ステーションも△が◎になるっていうこと。実質的にはね。ということからすると，４点

ぐらい増えるわけですよね。全体のところは非常に厳しい情勢の中でも頑張っているとい

うので，Ｂ評価でも，私は今のお話からするとよいのではないかと思います。

（会長）

Ａ委員さん，いかがでしょう。

（Ａ委員）

私も，あえて厳しい評価をしたいという訳でももちろんありませんで，今後に生かして

いただくということと，現状がどうであるかということが一番重要かと思いますので，今

の御提案のＢ評価でもいいのかなという思いはあります。

一方で，数値目標として，計画の段階で，こういう指標について取り組んでいくという

ことと，こういう目標を達成していくということを立てていますので，それを粛々とやっ

ていくということプラス，現実問題として現実の中で生かすためにどうやっていくかとい

う，御努力いただいていることもよくわかりますので，ちょっと悩ましいところではあり

ます。皆さんの御意見を伺えたらというふうに思いますが，いかがでしょうか。

（会長）

他の委員さん方いかがでしょう。



13

（Ｄ委員）

かなり努力の跡が見えますし，今後の一層の取組をエンカレッジするという意味でＢに

してもよいのではないでしょうか。

（会長）

では，Ｂということでよろしいですか。

はい。ではこちら，就労支援Ｂというふうにしたいと思います。

（Ｃ委員）

あと一点。

（会長）

はい。どうぞ。

（Ｃ委員）

雇用関係で70，71，72番のところなんですけども，72番の介護保険サービス事業所の従

事者数のところですけど，実績が１万289人で目標が１万900なんですよね。達成率からす

ると未達ではあるんですけども，△というよりは○ではないかというふうに思うんですけ

どね。前年度も評価はＡだったというふうに思います。

（会長）

そうですね。

（Ｃ委員）

先ほども，知事も特によくおっしゃってます雇用の創出も含めて，求人倍率も全国に比

して非常に高くなってきてるということもありますので，私はＡでもいいのではないかと

思います。

（会長）

なるほど。

この辺り，72番についてですけども，もし状況といいますか，補足的な説明をいただけ

たら。はい。お願いします。

（保健福祉部）

保健福祉部です。御意見ありがとうございます。

介護人材の確保につきましては，県といたしましても，これまで数々の取組をいたして

おります。介護現場，非常に環境が厳しい，あるいは給与の問題で厳しいということで，

これまで国に対しまして政策提言を行うといったことで，処遇改善加算の改善といったこ

とで実現をいたしまして，月額３万7,000円余りの向上といったことにも取り組んでおり

ますし，このようないろんな政策提言によりまして，介護現場の環境改善にも取り組んで
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きているところでございます。

それから，介護現場におきまして労働力不足を補うため，あと，もう一点といたしまし

ては，元気な高齢者，いわゆるアクティブシニアの方の活躍の場ということで，徳島県版

の介護助手制度といったものも導入いたしまして，介護業務について軽微な周辺の業務に

ついては，アクティブシニアといわれる元気な高齢者の方の活用を図るといったことで，

労働力不足の解消にも取り組んできているところでございます。

数値目標につきましては，御指摘いただいているように，目標には若干届いていないと

いうことではございますけども，年度ごとに数値については向上を図っておるというとこ

ろでございますので，御理解いただけますようによろしくお願いいたします。

（会長）

はい。という説明を頂きましたが，ほかの委員さんいかがでしょうか。

Ｃ委員からはＡでもいいのではないかという意見でしたが。

はい。お願いします。

（Ａ委員）

ここも評価の項目自体が少なくて，一つの数値目標未達だけで☆は２つになってしまっ

ているという状況があるかと思います。

それに加えまして，人口減少の社会の中で若者も特に減ってますが，その中で，ある一

つの事業所の従業者数をどんどんどんどん増やしていくというのは，なかなか社会的にも

難しい縛りもあるのかなというふうに思いますので。その状況下でも実績値が伸びてます

ので，Ｃ委員の御提案のとおり，Ａ評価でも私はいいかなというふうに思います。

（会長）

では，Ａの評価。

（Ｃ委員）

条件を一つ付けさせていただいて。

（会長）

はい。どうぞ。

（Ｃ委員）

30年度が１万1,300人なんですね。それからすると29年度から1,000名強の増をクリアす

る必要があるということで，是非，1,000名をクリアするような頑張りをしていただいて

Ａ，というふうなことでお願いをしたいと思います。

（会長）

頑張るという表明が欲しいようです。
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（保健福祉部）

ありがとうございます。

数字的には，これまでの推移を見るとなかなか厳しい数字かなと思いますが，部を挙げ

て全力で頑張っていきたいと思っておりますので，よろしくお願いいたします。

（会長）

表明を頂きましたので。それでは，雇用の場のところですね，こちら，Ａというふうな

具合で，Ａという評価にしたいと思います。

続きまして，今度は43ページ，重点戦略４の主要施策の３「子育て機能の向上」につい

てです。こちらも当初といいますか，Ａ委員からは，Ｂ評価でもいいのかなというような

ことがあったんですが，ほか，委員さんからいかがでしょうか。

主要指標の待機児童がなかなかゼロにならないところが気になるところかもしれないん

ですが，もしよろしければ待機児童の状況とか説明いただいてよいですか。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

待機児童の関係でございますけれども，29年度の目標がゼロということに対しまして，

実績が94人というふうになってございます。

県では，子育て家庭の就労と育児の両立というのを支援する観点，それから，女性活躍

の観点というところから，待機児童ゼロを目標に掲げまして，市町村と密に連携をいたし

まして，保育所等への受入れ人数の増加を図りまして，安心して子育てのできる環境の整

備に努めているところでございますけれども，29年度は施設の整備でございますとか，広

域連携の受入れ態勢の確保というところを，市町村と一緒になりまして強力に推進したと

ころでございますけれども，２市３町，これは徳島市，吉野川市，石井町，北島町，藍住

町といったところで合計94人ほど待機児童が生じたということになってございます。

ただ，この30年４月１日時点では，受皿の確保でございますとか，広域連携の取組とい

うところを，市町村にも非常に頑張っていただきまして，94名から61名減の33名というと

ころに今現在なってございます。

今後も待機児童ゼロという目標を掲げまして，市町村と一緒になって頑張っていきたい

というふうに考えてございます。以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。

というような状況のようですが，Ａ委員さんからはＢ評価でもいいのではないかという

御意見だったかと思うんです。お願いします。

（Ｅ委員）

待機児童というのは，子どもさんの出生数が関わってくると思うんです。

私のところの川内北の幼稚園も南の幼稚園も，次の子がいないとかいう話になっており

まして。でも，そのあとには子どもさんがまた増えるとか。年によって子どもの出生数が
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違うので，待機児童ゼロ，ほんとにゼロにするというのは難しい問題ではないのかなと思

いますので。ほかのことも頑張ってくださっているので，よいのかなと思います。

（会長）

ありがとうございます。

ほか，委員さんいかがでしょうか。

（Ｆ委員）

待機児童ゼロというのは，ほんとに難しいことだと思うんです。

よその県と比べるのもなんですけど，私自身，京都出身で，もっとあるんですね。

だから，徳島県ってすごく有り難いと思うんです。これでも十分有り難いと思うぐらい。

今，実際ゼロに向けて実績も上げている訳ですし，「子育て機能の向上」という主要施策

に関してはＢ評価でもよいと思います。

（会長）

はい。ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。

それでは，こちら，子育て機能はＢという評価にしたいと思います。

Ａ委員から最初に説明いただいた案に基づく議論というとこだったと思うんですけど

も，ほかに，委員の皆さんから気になるところとか，また評価，先ほどからバージョンア

ップといいますか，引き上げるものばっかりなんですが，引き下げるとかいうようなもの

があれば，そういうのも遠慮なくおっしゃっていただいて構いませんが。

（Ｅ委員）

よろしいですか。22ページの，先ほどテクノスクールも出ましたが，アグリビジネスス

クールの数。累計で言えばちょっと厳しいんですけど，年の単位で言えばそんなに悪くな

いんですけど。農家にとってアグリビジネススクールというのは，経営とか６次化とかを

学ぶ非常によい，大事な場所なんです。できるだけこういう数字を増やしていただきたい

なという要望なんですけど，入学者数の増加を図る施策がありましたらお願いします。

（会長）

取組であるとか，何か御説明いただけるようなことがあればお願いします。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

アグリビジネススクールにつきましては，平成29年度に再編強化いたしまして，農業経

営と栽培技術が学べる農業経営者育成コースというものを新設いたしました。

また，学びネットコースということで，インターネットを活用しまして，オンデマンド

で農業に関する基礎知識と果樹・野菜栽培の基本技術を学べるコースを設けました。

その結果，平成28年度は13人の入学だったんですけれども，平成29年度は34人に増えて

いる状況でございます。また，30年度につきましても30人ということで，その効果が現れ
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てきているということでございます。

また，先ほどのオンデマンドの学びネットコースにつきましては，この数字に入ってい

ないんですけれども，平成29年度におきましては12人。本年度におきましては11人という

ことで，外数でそういう人数もおりますので，毎年合わせますと40人ぐらいずつは増えて

きているということで，徐々にその効果が出てきておりますので，今後もしっかり創意工

夫を凝らしながら人材育成に努めてまいりたいと考えております。ありがとうございます。

（会長）

はい。ありがとうございました。

はい。どうぞ。

（Ｇ委員）

９ページの安全で快適なまちづくりのところなんですけれども。21と22です。

質問なんですが，これは県というより徳島市の問題だと思うんですけれども，21は要す

るに先進的な中心市街地の再開発事業を支援しますということなんですけども，今後の取

組方針は市の動向を注視するとなってますし，22はひょうたん島からの駅ネットコースな

んですけれども，これも西地区再開発の中止の方向性がしっかり示されてちょっと頓挫し

てるということになってまして。計画目標の達成見込み，いずれも達成可能となっている

んですけれど，今の感じだと徳島市もいろいろ問題をいっぱい抱えてまして，この辺が具

体的に進みそうな感じは全くないので，うまくいかないんじゃないかなと。

これは徳島市が何かアクションを起こさなければ，県としては何もどうしようもないの

か，県として徳島市に働きかけはいろいろしていらっしゃるのか，その辺をちょっとお聞

きしたいと思います。

（会長）

お願いいたします。

（県土整備部）

県土整備部でございます。

ちょうど，この21，22の２項目については，まさにおっしゃるように徳島市の今のまち

づくりに深く関係している項目でございます。

基本的に徳島市の方でいろいろ議論をなされて，この方向性がはっきりしていくという

ことになった際に，県としては支援を行って，県都とくしまにふさわしいまちづくりにな

るように，協力しながらやっていくというスタンスでございます。

当初見込みよりは，いろんな状況で推進と呼べるほどの動きはない訳なんですけれども，

徳島市が先行して行いますまちづくりに，徳島県も積極的に参画して，支援をしながら共

に協調してやっていくと。そういうスタンスをこれからも続けていきたい，30年度も頑張

っていきたいというスタンスでございます。以上でございます。

（会長）
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はい。いかがでしょう。

（Ｇ委員）

すぐに動きそうな感じは全くしないので，これ，県の施策の評価なのでなかなか難しい

ところではあるんですけれど，徳島に来られる方が，徳島市の中心部は元気ないなという

のが，皆さんおっしゃることで，県全体としても大きな課題だと思いますので，ある意味，

徳島市さんの尻も是非たたいて，早くこういったところが進むように県としても働きかけ

をしていただきたいなというふうに思っております。

（会長）

ほかにいかがでしょうか。

はい。どうぞ。

（Ｆ委員）

27ページの日常生活の自立支援のところで，成年後見制度等，57番につきましては数値

目標達成度は二つとも△になっておりまして，あと数値目標の達成見込みも努力を要する

ということで，成年後見制度につきましても，税理士会でも成年後見センターを設けたり，

研修等を受けると成年後見人になれたりとかで，今，依頼を受けることもすごく増えてき

ていると思うんです。

実際，県の方としては，努力を要する，ということで支援体制の充実が求められるとあ

るんですけれども，何がどう一番の問題点になっているのかなと感じました。

あと，市民後見人の養成講座等もされてるようですけれども，こちらもなお一層力を入

れていただいて，後見制度は親族とか専門機関だけで賄えるものではないと思いますので，

自治体として，更なる市民後見人の養成講座等もお願いしたいと思います。

（保健福祉部）

保健福祉部でございます。

御意見を頂きました，成年後見制度など57番の事項でございます。

両方とも，数値については目標に達していないということでございまして，上段の日常

生活自立支援事業につきましては，認知症の方をはじめ，障がいなどによりまして判断能

力が十分でない方，こうした方が，いろんな福祉サービスを利用したりですとか，日常的

な金銭管理ができるようにということで，特に社会福祉協議会等で生活の支援をしていく

ものでございます。

さらに，契約行為自体がなかなか厳しくなってきたという場合には，引き続いて成年後

見制度へ移行していく形で，これは両制度につきまして，県の社会福祉協議会，あるいは

各市町村の社会福祉協議会を中心に取り組んでいるところでございます。

上段の日常生活支援事業につきまして，数値目標には達しておりませんけれども，25年

度以降，増加の傾向というところでございます。

成年後見制度につきましても，これも目標数値には達しておりませんが，増加の傾向に

あるということで，我々といたしましては，社会福祉協議会と連携をいたしまして，ニー
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ズにお応えしていくべく体制を整えていっているというところでございますので，今，い

ろいろ人材育成等の御意見も頂きましたので，そうしたところも踏まえまして，今後とも

県社協あるいは市町村社協と連携をいたしまして，取り組んでまいりたいというふうに考

えております。お願いいたします。

（会長）

ありがとうございます。

いかがですか。はい。どうぞ。

（Ｃ委員）

48ページの病児・病後児保育の充実の所なんですけれど，ファミリーサポートセンター

は，徳島県が全国的にもスタートが早かったという実績の中で，バージョンアップで病児

・病後児の保育を充実させようというふうな形で取り組まれておりまして，29年度実績で

は22市町村にまで広がってきたと。計画は23市町村ですから一つ少ないんですけれども，

この全体の取組からして，二つのことしか分かりませんけれども，Ｃ評価になっていると

いうふうなことなんですね。

ここのところで，例えば，24市町村にするのはなかなか困難なんだろうというふうな県

の部署の方のコメントがあるのか。いやいや，24市町村，30年度にはできるんだというお

考えがあるんでしたら，ちょっとお話を頂いたらと思います。

（会長）

お願いします。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

今，Ｃ委員さんのほうから，病児・病後児の関係で御質問を頂いたところでございます

けれども，今現在22の市町村ということで昨年度から一つ増えた，これ，上勝町が，ファ

ミサポの連携ということで，病児・病後児の対応ができることになりました。

残りが牟岐町と那賀町の二つの町でございますけれども，牟岐町の方では，病院でござ

いますとか，訪問看護ステーション等々の連携が，現時点ではちょっと難しいというとこ

ろもあるんですけれども，ニーズに対しましては，一般的なファミサポの事業で対応して

いくというようなことをお伺いしているところでございます。

また，那賀町の方でございますけれども，他の広域での実施というところも視野に考え

てはおりますが，受入れ定員の問題でございますとか，看護師等々の課題ということもご

ざいまして，まずは，これもファミサポとの連携というところを視野に入れながら，前向

きに御検討を頂いているところでございます。

県といたしましては，是非，全部の市町村で，この，病児・病後児の受入れができるよ

う，今後とも取り組んでいきたいというふうに考えておるところでございます。以上でご

ざいます。
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（会長）

はい。いかがでしょう。

（Ｃ委員）

去年もお話が出ましたよね。それで，Ｂ評価に変えたような気が，思い出しましたけれ

ども。なかなか牟岐町と那賀町が難しいんだというふうなことなんですけども，ファミサ

ポとの連携などで対応していこうというふうなことで，ＣというよりはＢ評価でもよいの

ではないかと思いますけれども。

（会長）

はい。という御意見ですが，いかがでしょうか。

よろしいですか。はい。それでは，こちら，「病児・病後児保育の充実」はＢにしたい

と思います。

まだ，いろいろ，もしかしたらあろうかとは思うんですが，評価にかかわる御意見，も

し評価の変更があったらお願いいたします。

なければ，まず，ここで基本目標１の評価を確認，確定しておきたいと思います。

Ａ委員の評価案から変更になった箇所を確認しておきますと，まず，重点戦略３，主要

施策２「『頑張る中小企業』の取組推進」，こちらがＣからＢ，そして同じく重点戦略３，

主要施策の３「雇用の場の確保」，こちらがＢからＡ，そして，また同じく重点戦略３，

主要施策４「就労支援」に関する施策ですが，こちらがＣからＢ，そして重点戦略４の主

要施策３「子育て機能の向上」，こちらがＣからＢ，そして同じく重点戦略４の主要施策

５「病児・病後児保育の充実」，こちらがＣからＢ，以上５か所の評価を変更すると。で，

それ以外は評価案のままということになりますが，それでよろしいでしょうか。

はい。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意見，提言をお願いしたいと思います。

基本目標１に関しては，全27項目の主要施策についてＡＢＣ評価を行っておる訳ですが，

基本目標を全体的に見て，こういうことに重点を置くべき，このような観点を追加すべき，

あるいは次期計画ではこのような方向性も必要ではないかなど，御意見，御提言を頂きた

いと思います。

まずは，評価案を作成いただきましたＡ委員からいかがでしょうか。

（Ａ委員）

はい。冒頭に知事がおっしゃってましたように，人口減少社会の中で，特に地方では人

の取り合いというような状況になっているかと思います。このような状況の中で，この基

本目標１に関しましては，他地域との差別化を図りながら地域の魅力をいかに向上してい

って，それを多くの人に知ってもらうかというようなところで，取組がたくさんなされて

いるかと思います。移住交流の促進とか，企業誘致，雇用の場の創出，更には子育てなど，

「住んで暮らしていく」ということに関する基本的事項について多くの成果が残されてい

たのかなというふうに感じました。

それに加えまして，５番のところはなかなか皆さんの議論の中に出てこなかったんです
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けれども，ここも，すばらしい取組がたくさんなされてまして，特区制度の創設とか，あ

とはゼロ予算事業，県民との共同推進事業，新たな歳入確保のための新たな事業などとい

った，行政手法につきましても大変工夫がなされているというふうに考えられると思いま

す。

現状と，すべきこと，というのがありまして，厳しい社会状況の中で，本当にたくさん

の工夫をなさって，積極的に取組がなされているというふうに感じました。

次期計画策定におかれましては，人口減少というのはもう受け入れざるを得ないような

状況でございますので，もちろん改善の方向に向かっていくように取組はしていくべきと

は思うんですけれども，人口減少ということを受け入れた上で，いかにこう，徳島でより

幸福度の高い生活を実現していくか。で，そのために，行動計画の対象とする各事業，で，

その事業に関する目標値の設定につきまして，事業，今の事業も含めて適切にスクラップ

アンドビルドをしていって，より良い生活の担保はなかなかできないかもしれませんが，

それを実現させるための取組をしていっていただけたらというふうに思います。以上でご

ざいます。

（会長）

はい。ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。はい。どうぞ。

（Ｄ委員）

今，Ａ委員さんからも御指摘があったんですが，労働力人口が減少するっていうのは，

もう，一つの所与の状況として受け入れざるを得ないと思うので。そこで，好むと好まざ

るとにかかわらず，やはり，外国人の方の就労支援というようなことが，一つの選択肢と

して求められるというふうに思いますので。以前だったらブラジルとかの方が多かったん

ですが，今は，例えば，私の知り合いのネギ農家ではベトナムの方が働いているとか。そ

ういう情報収集からまず始めて，外国人の方の就労を支援するような，そういう取組も，

今後，是非，将来的に充実させていただきたいと思います。以上です。

（会長）

ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。はい。

（Ｂ委員）

何点か，お願いになるかもしれないんですけれども，去年も確かお願いをしたかと思う

んですけれども，いろんなところに「キャンペーンを実施します」，「何人参加しました」

という数字が出てるんですけども，参加人数を達成するっていうのは有り難いことなんで

すけども，それがどう返ってきたか，というところを知りたいなというのがあります。

４年前に立てた計画なので，「何人参加します」とかそういうことになるかと思うんで

すけど，次期の計画には是非「これくらいのフィードバックがあります」みたいな指標を，

結構大変だと思うんですけど，「キャンペーンをするとこれくらいの効果がありますよ，
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目指しますよ」でもよいと思うんですけども。そこを目指して，駄目だったら「どこが駄

目だったんです」というような評価があると，「もう少しここを頑張りましょうか」とい

う話合いができるのかな，というふうに思います。

あと１点だけ。Ａ評価なので議論にはあまり出てなかったんですけど，公共交通につい

て，先週会議に行った先で出てきたお話があるんです。公共交通を維持するためにはどう

するんだという話のときに，やはり，相反するのが，自動車を利用するから公共交通を利

用しないということになって，じゃあ自動車を利用しないようにするには，という話には

なるんですけど。

そこで言われてきたのは，実は，最近，国交省さんの方で，「どれ位人が歩いてますか」

という指標の中にＢＭＩを入れてきました。というのがどういうことかと言うと，「アク

ティブな県民ほどＢＭＩが低いかどうか」というのが一目瞭然で分かるデータを国交省さ

んが準備し始めたということでして。ある県はある県はという答えは出てなかったんです

けど，全体的に言いますと，アクティブ，アクティブとは，自動車を利用しない県ほど

ＢＭＩが低いというのは，もう結果として出てきています。

それに併せて何が出てきたかというと，医療保険費がどういう関係になるかというふう

なものが出てきまして，これも皆様御想像どおり，アクティブじゃない所ほど医療費が高

くなっているということが，もう統計的に出てき始めました。

ということは，おのずと自動車に依存している県民ほど医療費が高くて，公共交通が衰

退しているのは分かっている。ＢＭＩが高いのになぜあなたたちは自動車に乗るんですか，

ということを国が言い始めている，ということになっています。国の方は何を言いたいの

かというと，「歩きましょう」といういう施策を，今，取り始めてまして，多分，それに

対するいろんなアプローチが出てくると思います。

極端な話，国の予算として「歩く町にはこういうふうにお金を付けますよ」とか，そう

いうような時代が多分来ると思う。要は，「医療費を削減するためには，歩くのがいいで

すよね」と言うための指標として出てきてますので，今回，この計画を見ていると，多分

そういう観点は今は入っていない状況です。

次期の計画に対しては，実はそういうところを話し合うデータが出始めているという情

報を提供させていただくとともに，その会議で出たのは，「最近，歩くと保険費をキャッ

シュバックしますという保険会社さんが出てますので，そういう所と手を組んだらどうで

すか」みたいな話まで出始めているということです。

ですので，いろんなことを先進的にやっている徳島県なので，是非，そういうことをや

りながら，糖尿病の予防も含めて，先進的な計画を立てていただけると有り難いなと思い

ます。以上です。

（会長）

はい。ほかにいかがでしょうか。

はい。どうぞ。

（Ｇ委員）

Ｄ委員が外国人の労働者を増やすべきだとおっしゃったのとつながるんですけど，県内
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の大学，いろいろありますけど，大学の運営もやはり人口が少なくなっていくとますます

厳しくなっていくと思うので。今も県内の大学，大分留学生も増えておりますけど，県内

の大学にもっと留学生が来るようなことを，大学自身もカリキュラムも含めて考える必要

があると思うんですけれども，それを県もバックアップして，そこで県内の大学を卒業し

た外国人の方たちができるだけ県内に就職するような，そういうルートを作るような。や

はり外国の方の活用というのを，人口が少なくなっていく中ではもっと施策として考える

必要があるのではないかなと思っています。

（会長）

はい。ほかにいかがでしょう。

ございますか。

それではこの辺りで。まだあろうかとは思いますが，時間の都合もありますので，次の

議題に移りたいと思います。基本目標１をここまでといたします。

続きまして，それでは，基本目標２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２の概要について御説明を頂きたいと思います。

お願いします。

（総合政策課）

基本目標２の概要の説明（「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２の評価案を作成いただきましたＡ委員から御説明をお願いします。

（Ａ委員）

こちらにつきましても幾つかピックアップしまして，評価の説明をいたします。

まず，１ページから始まる「飛躍する『ＬＥＤバレイ徳島』」というところでございま

す。ここは，１指標を除いてほぼ全ての項目で目標達成できてますので，Ａ評価でもいい

のかなと考えておりますので議論をしたいと思います。ここの中で，目標未達成の国際規

格適合の成績証明書を付与した製品数というのが，その実績数が目標値より大幅に少ない

ということからＢ評価としておりますけれども，これに関しまして，目標が高すぎたのか，

現状も含めてお教えいただけたらと思います。

次に，２ページ目から始まります，「進展する『光ブロードバンド王国』」というところ

に関しましては，評価基準表に基づきますとＡ評価になるかとは思うんですけれども，

147番の上から２番目の項目で△となっております。ここは大学・高校と連携したコール

センター見学会の年間実施回数について目標に到達していないということを表しているん

ですけれども，この項目につきましては，何かこういう成果があったとか，何か実施した

ときに何名参加者があったとか，何名が資格を取得したとか，そういう項目ではなくて，

何回実施するというところですので。なぜ実施できなかったのかなという，その状況もお

教えいただきたいんですけれども，この点でＢ評価というふうにしております。
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次が，10ページの「経済好循環を支える基盤整備」というところで，数値目標が存在す

る項目というのが一つしかありませんので，その項目が未達成のところで☆としては一つ

になってるんですけれども，この項目につきましては，取組が積極的になされるというと

ころからＢ評価としております。

ここの171番のこの臨空用地の売却の対応につきまして，現状をお教えいただきたいと

いうところと，順当にいくとＣ評価なのかなというところも含めて皆さんと議論したいと

思います。でも，いろんな取組は積極的になされているのかなという観点で，私はＢ評価

と，案としてはしております。

次，16ページをお願いします。16ページの「『もうかる農林水産業』の実現」という所

で，主要指標を含む多くの項目で目標値に届いていません。取組，もちろんここも積極的

になされてるんですけれども，挙げられている項目の中で目標に達成していないというの

が多くみられましたのでＣ評価にしております。これも，主要指標も含めまして，各項目

で目標値が高すぎたのか，特に目標を達成できていない項目に関して現状をお教えいただ

けたらというふうに思います。

次が，21ページでございます。21ページの「『とくしまブランド』成長戦略の展開」と

いうところに関しましてはＢ評価としてはいますが，徳島のブランディング戦略の効果が

大きいか，ということを実感できているか，ということをまず前提として，皆さんと議論

をしたいと思います。今回，ここの評価では，他の，先ほど来議論になってますけれども，

他の主要施策も同様なんですけれども，成果目標になっている項目がとても少なくて，評

価をどうしていくか，本当にこれが徳島のブランディングのためになっているのかという

ところが大きな問題かと思いますので，今回の評価は，この評価としてまた議論していた

だくとともに，次期の計画を立てる際にその辺りはしっかりと御検討いただけたらという

ふうに思います。

最後に，38ページの「６次産業化の促進」というところでございます。これは，評価基

準表に基づいてＢ評価というふうにしているんですけれども，目標値に未達の項目が226

番の下から２番目の項目で，総合化事業計画の認定数のみなんですね。その他商品開発事

業や生産者と商工業社との連携とか，あとは，教育にかかる項目については，目標を達成

しているというようなところを見ると，ここはＡ評価でもいいのかなというふうに考えて

おりますので，こちらについても，皆さんと議論をしたいと思います。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。

それではまず，重点戦略１の主要施策１「飛躍する『ＬＥＤバレイ徳島』」，これについ

て，この評価についてありましたので，ここからいきたいと思います。

Ｂというふうな評価案ではあるんですけれども，Ａ委員からはＡでもいいのではないか

という意見だったかと思います。この点につきまして，他の委員さんからは，いかがでし

ょうか。

（Ｄ委員）
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担当部局からISO17025の説明を。

（会長）

はい。説明いただければと思います。

（商工労働観光部）

商工労働観光部です。

今のISOの規格の関係なんですけれども，ちょうど平成26年６月に工業技術センターで

ＬＥＤの測光試験場の登録ということで，輸出する際に国際規格となる検査器を導入した

ところでございます。その時の目論見といたしましては，電球以外全てのＬＥＤ製品につ
も く ろ み

いてその国際規格をクリアする，つまり，我々の公設試験場でテストをした結果をもって

証明して輸出をするのが流れになるというふうに読んでいたのですけれども，実は，電球

型のみが同規格の適応対象とされまして，電球型以外についてはまだ対象でないんですね。

恐らく，我々，先取りしてると思ってますので，後からそういった電球以外の物も，ISO

17025の対象になると思いますので，将来にわたっては役に立つと思ってるんですけども，

そこの部分が少し，ちょっと時代がまだついてこなかったのか，あるいは我々がちょっと

先に走りすぎたのかというところがございまして，数値としては未達となっているところ

でございます。

ただ，今年，今年度でいいますと４月から７月の前半ですけども，その間に既に11製品

の試験等を行っておりまして，恐らく，そうした波が次にやってくるのではないかと企業

が察知した上で，この国際規格の登録というのをやっていただいていると思っております

ので，結果は間もなく，もう少ししたら出るのではないかと思っております。以上でござ

います。

（会長）

はい。いかがでしょうか。

（Ａ委員）

先ほども申し上げましたが，今の御説明では目標値になりようがない，まだ世界的に追

いついてきてないという，徳島が先に行っているというところもございますので，Ａ評価

に変更いただけたらと思うんですが，皆さんいかがでしょうか。

（会長）

はい。それでは恐らく御異論なさそうですので，こちらはＡにしたいと思います。

続きまして，次のページになります。２ページ，番号147番のうちの大学・高校と連携

したコールセンターの関連で質問があったかと思いますが，この辺り。

はい。お願いします。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。
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これ見学会の開催でございますので，確かに，やればできないことはなかったかという

ふうに思っております。

ただ，我々やはりニーズというものに基づいて現場が動くという原則がありますし，地

方自治法の中には最小の経費で最大の効果をというふうな原則もございます。そうした中

で，人が集まらなかったというのが実態でございます。ただ，どうでしたかというものを

含めて参加者にアンケートを採っておりまして，アンケートの結果では，理解度が83％と

非常に高い方が多かったということで，事業の質については，見学会ですけども内容はよ

く分かっていただいたというふうなことになっているかと思います。

先ほど申し上げたように，非常に景況がよくて，有効求人倍率1.47という史上最高とい

いう状況の中での事業ということで，御理解いただければというふうに考えております。

（会長）

はい。いかがでしょう。はい。

（Ａ委員）

これ，Ｂ評価としていますのは，実施できたのにしなかったのか，どんな状況だったの

かなというのを伺いたくてＢ評価としていたのですけれども，この全体の中を見ても，光

ブロードバンドというのをどんどんどんどん推し進めましょうというところでは，そんな

に大きな，主要な指標でもないのかなというふうに思います。

今回の評価は，Ａ評価に変えていただいたらいいかなと思うんですけれども，次期計画

以降，先ほど申し上げましたとおり，本当に，こういう指標を使って，ここが目指してい

るところを測れるのかというところを御検討いただいたら，我々も，かなり，評価すると

きに分かりやすいですし，県民に対しても説明ができるかなというふうに思いますので，

どうぞ御検討，よろしくお願いいたします。

（会長）

はい。評価については，Ａ委員からはＡという意見があったんですが，いかがでしょう

か。はい。では，Ａにしたいと思います。

続きまして10ページ，「経済・好循環を支える基盤整備」のところでございます。こち

ら，項目も少なくて，しかも数値目標が入ってるものが171番だけというふうなことだっ

たんですが，評価についてですけれども，いかがでしょうか。Ａ委員からはＢとしたけど

もＣかな。でもＢかな。そんな感じなんでしょうか。

（Ｃ委員）

171番ですね。28年度，29年度，数字的には18区画4.4ヘクタールですから，進捗してな

いなという印象ですけれど，内容的にはどうなんですかね。

（会長）

はい。お願いします。



27

（県土整備部）

県土整備部でございます。この流通施設用地5.5のうち4.4ということについてでござい

ます。

現在，分譲貸付けの決まっていない流通施設用地1.07ヘクタールにつきましては，運輸

業，卸売業，倉庫業その他流通関連業を対象とした営業活動を行っております。29年度に

おきましては，59社に対して営業活動を行ったというところでございます。また，本年度

に入りましては，金融機関，銀行融資部門を通じた情報拡散ということで，金融機関と連

携してセールス強化にも努めてはおります。

しかしながら，28から29にかけては，1.07ヘクタールはまだ分譲貸付けが決まっていな

いと。今努力を続けておりますが，更に努力をして早期の分譲貸付けにつなげていきたい

と，そういう状況でございます。よろしくお願いします。

（会長）

という状況のようですが，いかがでしょう。

もう一度，Ａ委員さん，いかがでしょう。

（Ａ委員）

今の御説明では，いろいろと取組をしていただいてまして。そこの項目に対しては，目

標は達成できてないという現実と，28から29に伸びがないという現実があるんですけれど

も，取組をしっかりなさってることと，それには相手方があって，自分たちだけではでき

ないというとこも踏まえまして，下２つの項目につきましても工事をしっかりと進めてい

ただいている，工事をすることによって県民にたくさんのメリットが及ぶかと思いますの

で，このままＢ評価でよいのかなという気はいたしておりますが，皆さん異論がなければ，

Ｂでお願いいたします。

（会長）

いかがでしょうか。Ｂ評価でという御意見ですが，よろしいですか。

はい。それでは，評価案のままＢにしておきたいと思います。

続きまして，今度は16ページから始まる「『もうかる農林水産業』の実現」のところで

すけれども，こちらは全体として評価がＣという具合になってるんですが，その多くの項

目で目標が未達であるというところを，その全体的な状況として，どうしてなんだろうと

いうふうなお話がありましたので，御説明いただければと思います。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

まず，16ページの主要な指標です。農畜水産物の産出額でございますが，これにつきま

しては，12月に平成29年度の数字がはっきり出るということでございます。

ただ，28年度につきましては，前年度より61億円，農業を中心に増えているということ

で，平成29年度に向かいましても，目標を十分達成できるだろうというふうに考えている

数字でございます。
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続きまして，残り２点の未達の数字について御説明したいと思います。17ページをお開

きください。一番上の飼料用米の作付面積についてでございます。30年度の目標が1,500

ヘクタールということで，数値目標と非常にかい離があるところでございますが，この数

値算出根拠につきましては，平成27年度の配合飼料の年間利用量で，主に鳥とか豚の配合

飼料の総計の数値から算出しており，正確に言いますと16万5,200トンぐらいありました

けれども，飼料米として使えるのがそのうちの５％程度で，それを割り戻して，1,500ヘ

クタールぐらいはその作付けが可能であろうと，供給が可能であろうということで計画し

たものでございます。

ただ，その当時は主食用米の米価が低迷しており，私どもとしては飼料用米の方にある

程度シフトできないか，要するに，水田の多面的な利用ができないかという考えの下，推

進していこうと数値を挙げています。ちなみに，平成29年度におきましては，主食用米が

反当たり10万8,000円，飼料用米につきましては国からの交付金が交付されるのですが，

それを足しましても９万5,000円ということで，非常に主食用米の単価が高いということ

で，心情的にも，農家の皆様方が主食用米の作付けを多くしたということです。

米の需給バランスが非常によいということで，引き続き米価が高いところで推移すると

思っておりまして，これについては今後も目標達成が難しいのではないかと考えていると

ころでございます。

次に，18ページの184番でございます。農地中間管理機構等を活用した農地集積面積に

ついてでございます。これは，平成30年度までに2,000ヘクタールということで，これに

つきましては，国から，平成24年度に，徳島県で10年間，平成35年度までに5,000ヘクタ

ールの農地の集積が必要であるということが示されておりまして，それを10年で割り戻し

て毎年500ヘクタール以上は必要であると示された数字でございます。

ただ，本県の事情がございまして，農地中間管理機構というものがございまして，それ

は各都道府県に一つございますけれども，需給バランスを考えますと，貸付希望を取りま

すと356ヘクタール，借受希望が1,487ヘクタール，充足率が24％程度ということで，やは

り，いろいろこう，貸したくないとか，自分でやっぱり耕したいというような方もたくさ

んいらっしゃって，なかなかその需給バランスが悪いということで，本県におきましては，

非常に集積が難しい状況でございます。以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。

いかがでしょうか。はい。どうぞ。

（Ｅ委員）

昨年，私，この中間管理機構と飼料米について申し上げたところなんですけれど，厳し

いということで去年の評価はそのままだったんですけれど。飼料米というのは，一つには

飼料ということもあると思うんですけど，やっぱり水田の維持機能というのが一番の目的

でないかなっていうふうに思うんです。そうだとしたら，この下の県産米の輸出の方が目

標値より伸びておりますし，全体的なものは。中間管理機構は，確かに需給バランスって

今お話がございましたが，物理的にほんとに平地が少ないので，難しい部分が非常にある
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と思うんです。やはり，この指標に関してはずっとＣ評価が続くのではないかと思います

ので，でも機構の方も非常に今のところで宣伝されて頑張ってらっしゃいますし，それを

考えたら，全体的にはＢでいいんじゃないかなと私も思います。

（会長）

いかがでしょうか。

今のお話ですと，この事業の中に飼料米と中間管理機構が入ってる限りこの項目はずっ

とＣと。多分そういう話なのかなと思うと，何かを見直さなければいけないということか

もしれないんですが，見直しか検討は次へ向けてというところにして，今回評価としては

どうしますか。Ｈ委員さん，どうしましょう。

（Ｈ委員）

はい。では先ほどのお話も伺いまして，飼料用米の作付面積が増えてないというところ，

でもそもそものこの目的は水田の有効利用ということだったということをお聞きすると，

その評価，評価指標，評価項目にそもそもの目標的なところをちょっと加えられたら。次

の段階で，これを飼料用米の作付面積だけを評価指標とするのではなくて，水田の有効利

用が果たされているかどうかというふうなところを項目に加えられたら，今後はよいのだ

ろうなと思いました。評価はＢでよいと思います。

（会長）

なるほど。いかがでしょうか。

（Ｄ委員）

Ｂで。

（会長）

はい。分かりました。それでは「『もうかる農林水産業』の実現」はＢというふうにし

たいと思います。

続きまして，21ページの「『とくしまブランド』成長戦略」に関連してですが，もし，

何か御説明いただけるようなところがあれば。

本当にブランドとして浸透してるのかな，実感としてはあまり感じられないというＡ委

員の御意見といいますか，質問だったのですが，どのような状況か。

はい。お願いいたします。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

お話にありますように，農林畜産物のブランドの浸透度は非常に測りづらいものである

と考えております。まず，１点がそれということで，今回は２月４日に，東京の方にアン

テナショップでTurn Tableというものを開設いたしまして，ブランディングの一つ，首都
ターン テーブル

圏でのブランディングの一つということで，そういう手法もとっていきたいということと，
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またＰＲトラックもリニューアルしまして，２台で今現在，全国展開を図っているところ

でございまして，一概にその認知度だけが全てではないと考えておりますけれども，私ど

もは徳島県産品をまずこのTurn Tableを含めて，それを拠点にいたしまして，物としては

首都圏，また大阪圏，関西圏の方に売っていくと。人といたしましては，このTurn Table

などを起点にして徳島の方に回帰していただくと，そのような施策を今現在，始めたとこ

ろで，もう少し長い目で見ていただけると幸いでございます。以上でございます。

（会長）

いかがでしょう。

（Ａ委員）

Turn Tableもとっても魅力的で，位置とかの問題で御批判あったりしたんですけれども，

徳島を広報していくというところについては，とっても大きな役割を果たしていると私は

思っております。多分，ブランディングは，徳島の農林水産の観点だけではなくて，ほか

のところでもかなり測りづらいですし，難しいことだと思いますので，次期計画のときに，

どういうふうな指標でここの部分を測っていくかというところをまた御検討いただけたら

というふうに思います。以上でございます。

（会長）

それでは，どうぞ。はい。

（Ｇ委員）

徳島の地域商社で「阿波ふうど」さんてありますよね。あれ，県と全中さんなんかが組

んでやってるんですけど，全く県だけの事業ではないので，こういうところにはその売上

げの成果とか何かっていうのは，なかなか県の施策の中に入れにくいものなんでしょうか

ね。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

Ｇ委員からお話ございましたように，今後，例えばTurn Tableで，今現在も県産食材を

扱いたいとの商談も舞い込んできている状況でございますので，私どもとしましては，公

的になかなか携われないということで，先ほど「阿波ふうど」ですね，商社，そこを活用

し，県内に持って帰ってきて，売りに出すことで考えておりますので，今現在の計画の中

にはまだ組み込めてございませんけれども，そういうお話を頂きましたので，今後検討し

ていきたいと思っております。以上でございます。

（会長）

はい。よろしいですか。はい。

では，続きまして38ページ「６次産業化」になります。こちらは，番号で言いますと

226番のところの総合化事業計画の認定数がちょっと低めであると。未達であるというと
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ころもあって評価Ｂと。全体，施策の評価がＢとなっておるんですが，Ａでもいいのでは

ないかというＡ委員からの御意見です。

まず，この番号226の総合化事業計画に関連するところで御説明いただければと思うん

ですが。

（農林水産部）

総合化事業計画につきましては，今現在，認定件数は５月末現在は36件ということでご

ざいます。

その取組については，農林漁業者が食品産業事業者として連携して行う６次産業化の取

組に関する事業活動計画を策定し，農林水産大臣の認定を受ける計画になっておりまして，

今現在，低調ではございますけれども，私どもは，引き続き事業者の６次産業化に向けた

取組にしっかりと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上でござい

ます。

（会長）

はい。どうぞ。

（Ｅ委員）

これにつきましては，石井のセンターの方に６次化のすばらしい建物が，昨年できまし

て，そこに一般農家というか，一般の方もオープンラボで試験的に使えるようなものがで

きまして，そういうことにもすごく県は力を入れて，すばらしい器具類も取り入れてくだ

さってますので，ゆくゆくこれは増えるんではないかなと思いまして，Ａでもよいのでは

ないかなっていうふうに思います。

（会長）

なるほど。ほか，いかがでしょうか。

Ｉ委員さん，いかがでしょう。

（Ｉ委員）

６次化に向けてっていうのは，事業者は今，少なからず漁業者も農業者もあるのかなと

は思ってます。

ただ，やはり基準が厳しいんです。とってもね。だから，規格外のものでも安く売って

っていう，無人販売みたいな。農家さんだったら無人販売できるんだけど，魚は絶対無理

ですし。それから，その基準が難しいので，その基準を満たすためにはやはりいろいろな

設備がいると。その設備の投資はどこからできるかっていうかね。今，漁業組合とかでも

いろいろ，共同とか，そういうふうな方向性に向かっていかないといけないなという考え

もあるんですけれども，やはり，今まで自分たちだけでしてきたものなので。誰かに雇わ

れる，囲いの中に入っていくっていうのが，今の私たち，漁業者はちょっと難しいかなと

思うんです。

それがまとまった一つの方向に向かっていったらいろいろ資金面でもやっていけるかな



32

と思うんですけれどもね。まだ，今はちょっと難しいところがあるんで。水産振興課の方

もいろいろ本当に御協力いただいて，やってはいただいているかと思うんですけれども，

漁業者の意見，意識改革っていうものが大切ではないかなと思ってます。

いくら話をしてくれても聞く耳を持たないという。頑固なんで。魚相手ですからね，話

しなくていいからね。そういうふうな感じで。少しずつ変わってはきたんだけど，年代が

いろいろ重なってるんで。頑固な年代と，ちょっと人の意見を聞いてもいいかっていう年

代と。

６次化に向けては，少しずつですけれども，私たちは女性部で一昨年から食堂もしまし

たし。簡単なものなんですけど，作ってお店で販売するようにもしたりはしてますけど，

なかなか，なかなかです。

（会長）

ありがとうございます。

それでは，農と水なんで林のお話も，Ｈ委員さんから。なかなか難しいですか。

（Ｈ委員）

評価とはちょっと違うかもしれないですけど，６次産業化を推進していこうと思ったら，

コーディネート機能が必要不可欠だと思うんですよね。だから，社会的な立ち位置を皆さ

んが認識をして計画の認定数を上げていくとともに，そのコーディネート機能をどう担保

していくかというか，その部分を今後ちょっと検討していただけたらいいなあというふう

に思いました。評価はどうでしょう。Ｂでしょうか。

（会長）

評価Ｂですか。

（Ｈ委員）

はい。

（会長）

はい。いかがでしょうか。

Ａ委員さん，評価は。

（Ａ委員）

いかがなんでしょうか。もう本当に多くの項目で目的達成されてまして，６次産業化の

促進の中で人材育成のところ，教育とか人材育成ってどこの分野でも大きいかなというふ

うに思いますので，一つの項目を達成できてないっていうことはあるんですけれども，６

次産業化が図られてるということと，あと人材育成，今後を担っていくような人材育成が

進められているというところを考えますと，私Ｂで提案しておりますが，Ａ評価かなとい

うようなところでございますが，いかがでしょうか。
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（会長）

なるほど。はい。

（Ｄ委員）

特に専門高校。専門高校でこの６次産業化っていうのは，非常に高校生が生き生きして

るんですよね。いろんな，大きな，アスティでやるような，会場に行きましてもね。高校

生に出番があって，本当に生き生きしてるっていうふうなこと。

それからまた，徳島大学に生物資源産業学部ができたっていうふうなこと。あるいは石

井の農大のことも絡めて，これは徳島県が，非常に，飯泉知事が肝煎りで売り出してるの

で，Ａでもいいのかなと思いますけどね。

（会長）

分かりました。はい。

（Ｂ委員）

多分，皆さん，指標がないんでＡかＢかみたいな，ある意味ちょっと主観的なところが

入ってきちゃうんだと思うんですけど。成果からすると，多分，できてないっていうこと

なんですけど，その下の売上増加額が出た段階で初めて評価ができる部分かなと思います。

できてないけれど売上げがすごく伸びた，っていったらＡなんですよ。でも，これが平

成31年３月に判明と書いてあるので，そこまでは頑張っていただくっていう意味を込めて

Ａで，出た段階でＣに落ちるみたいな。そこで今の評価を変えることはできないんですけ

ど，こういう評価をするときに一番わかりやすいのが売上げとかかなと思います。

先ほどから話を聞いていて思ったのは，評価の基準として費用対効果みたいな，100円

かけて5,000円もうけたみたいな指標にできるものであれば，ここの指標としてどこかに

作りあげてほしいな。そうすると，多分，皆さんもある程度納得するかなと思います。

赤字じゃなくて黒字にしている。黒字もその割合がものすごく高いっていうふうに評価

ができれば，皆さんも納得してＡでいいじゃないかって話になると思いますけど，今の段

階だと，皆さんの思いでＡＢＣが決まってしまう。

こういうタイプのものに関してそうなるのかなと思うので，そこまでは，今頑張ってる

っていうところでＡの評価をさせていただいて，成果が出た段階で「やっぱりこうだった

んじゃないですか」みたいなことでもいいのかなと思います。

（会長）

はい。Ａでよろしいでしょうか。はい。わかりました。

では，「６次産業化の促進」はＡという具合にしたいと思います。

ただ，私からも一つだけ。これは39ページ227番ですけれども，こちら◎になっておる

んですけれども，これはこのまま何もしなくても来年度も◎で，今年度も何もしなくても

◎というのは，よく見れば皆さんお気づきの，単に28年にできたというだけですから，そ

ういうのはちょっと今後，扱いを考えてもいいのかなと思いました。ただ，私は今もう徳

島大学ではありませんので。ちょっと言いやすかったというところもありますけれども。



34

一旦，達成，既にもうしてしまってその後その変化がないようなものはカウントの仕方

をちょっと考えてもいいのかなと思ったりはいたしました。

その他，評価，特にＡ委員の評価の案からの変更をした方がいいのではないかというふ

うなところがありましたらお願いいたします。

はい。どうぞ。

（Ｅ委員）

去年も申し上げた気がしますが，鶏なんですけど，20年間生産量全国１位っていう成果

を持っていて。これは△なんですけど。24ページです。

（会長）

24ページ。はい。

（Ｅ委員）

24ページの198，一番下の指標なんですけど。

（会長）

198番の一番下，阿波尾鶏出荷ですね。はい。

（Ｅ委員）

はい。これが足りないということになりますけど，生産量日本一で頑張ってて，ちょっ

と厳しいかな。

それともう一つ，阿波とん豚も大分目標値から落ちておりますが，でもこれも何か読ま

せていただいたら，母親の出産数が少ない，育児も放棄ではないけど育児下手っていうの

で，頭数が足りないみたいな。豚が生まれるっていうのは，人間の力でなかなか難しいの

ではないかなとは思うんですけれど。

それともう一点。すいません。27ページの204番なんですけど，労働力確保サポートバ

ンクっていう農業者にとって非常にうれしい組織ができてるんですけど，これは主催とい

うか，事務局がどちらなんでしょうか。行政か，どこかの民間なのか。こういうものが全

国的に，全県的に広がってくだされば，高齢化してる農家にとって非常にうれしいなと思

いますので，これをお聞きしたいのと。すみません，感想みたいになっちゃって申し訳な

いです。

（会長）

という御意見があったんですが，いかがでしょうか。

すみません，何度も。Ａ委員さん。

（Ａ委員）

今，教えていただいたんですけれども，阿波尾鶏の出荷というのは日本一というのは本

当にすばらしいことで，それをずっと保たれているということはとてもすばらしいことだ
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なと思います。その上で，ちょっと頑張ってここをやろうかなという目標を立てられて，

それが達成できていないというところにつきましては，目標が高いということももちろん

ありますけれども，そこに対して現状のアプローチがちょっと違っているのかなというと

ころもあるかも知れません。というふうに解釈できるかなと思います。

阿波とん豚に関しましても，いろいろと本当に取組がなされていて，それでも難しいと

いうところで。そこに次の技術革新なり，何なりのやり方というのを考えながら試行して

いくところなんだなというふうには感じております。

達成しているところも多いですので，Ｂ評価でもいいのかなというふうな気はいたしま

す。

（南部総合県民局）

すみません，よろしいですか。

（会長）

はい。どうぞ。

（南部総合県民局）

南部総合県民局です。先ほど，労働力確保サポート事業のことで御紹介いただいた件な

んですけれども。これにつきましては，阿南丹生谷地域ということで，ＪＡアグリあなん

の本部に窓口を置くような形で無料職業紹介というような形になってございます。

例年，ずっと件数も，求職も求人も件数が増えておりまして，ただ，昨年はちょっと自

然災害の関係で急に収穫の時期に必要な労働力がなくなったということで，急きょ，ここ

のところ増えてきていたのが残念ながら落ち込んではおりますけれども。ただ，自然災害

は毎年同じように起こることなので，私どもとしては，できるだけ求職者の課題でもござ

います長期で雇用できるような体制づくりといいますか，「リレー就農」という形の言葉

を使わせていただいているのですけれども，例えば，稲刈りをして，スダチを収穫すれば，

その後，秋冬の，秋の野菜の定植とか栽培。那賀でしたら，その後，柚子の収穫というふ

うな形で，できるだけつなぐような形で確保の事業を図っていきたいと思っております。

それと，ついでで大変申し訳ないのですけれども，その上の203番，これも未達になっ

てございますけれども，先ほど飼料用米ということで，南部におきます事業につきまして

は，海部郡で生産された飼料用米を，阿波尾鶏を増加させるために，ということで，飼料

米を給与して阿波尾鶏を増産するということが大きな目的の事業とさせていただいており

ます。

そこで，参考までに，真ん中の取組内容のところ，真ん中の辺りに地域内流通のトン数

が書いてあると思うのですけども，28年度が323ということで，29年度は飼料米自体の作

付面積が下がったんですけども，地区内流通が360トンということで，増えているという

ことで，これも参考までに御紹介をさせていただきます。以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。いかがでしょうか。
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では，評価はＢというふうに変更することでよろしいでしょうか。

すみません，平然と予定の時間を過ぎておる訳ですけれども，もし，評価の変更に関わ

るような御意見がなければ評価結果を確認し，そして総合的な観点からの意見・提言の方

に移りたいと思うのですが，よろしいでしょうか。

はい。それでは評価案から変更になったところを確認いたします。全部で５か所でござ

います。

一つ目が，重点戦略１の主要施策１「飛躍する『ＬＥＤバレイ徳島』」，こちらがＢから

Ａです。そして，同じく重点戦略１の主要施策２「進展する『光ブロードバンド王国』」，

こちらがＢからＡです。そして３点目，重点戦略４の主要施策１「『もうかる農林水産業』

の実現」，こちらがＣからＢです。そして，同じく重点戦略４の主要施策３「ブランド品

目の振興とブランド産地の育成」，こちらがＣからＢです。そして，五つ目ですけれども，

重点戦略５の主要施策１の「６次産業化の促進」，こちらがＢからＡという具合になりま

す。これ以外の箇所は評価案のままということになります。こちらでよろしいでしょうか。

はい。では基本目標２の評価はそのようにします。

それでは続きまして，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。

まずは，評価案を作成いただきましたＡ委員からお願いします。

（Ａ委員）

はい。基本目標２につきましては，経済，農林水産業を中心としました産業・産物に係

る事項について，先ほどちょっと難しいなというお話もありましたけれども，ブランディ

ングとか人材育成といった，一朝一夕では成果が出ないような事業について本当に積極的

に取り組まれていると感じております。

それに加えまして，今ちょっと話題には上りませんでしたが，科学技術の振興について

も多面的な取組がなされているというふうに捉えることができるかと思います。

特に今後，徳島県の基幹産業である農林水産業につきましては，本当にきちんともうか

るというような仕組みの構築とそのサポートについて，県だけが取り組むのではなくて，

県民，事業者，あと県も含めてなんですけれども，多様な主体がそれを実現させるための

取組を進めていく。それについて検討を進めていき，実際に実践していくっていうことが

必要かというふうに考えられます。

引き続き，いろんなところで，県だけではなくて，我々も含めて，本当にいろんな人が，

こういうところについてちゃんと興味を持って取り組んでいかないといけないなというふ

うに感じました。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，ほか，委員の皆さんから御意見いかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｇ委員）

今回の項目には入ってないのですけれども，藍もやはり徳島のブランドでありまして，
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今日まで徳島の藍推進月間なんですけども，この間，県が主催された藍のシンポジウムで

も，染め師の方たちによると，県内の方や県外の方も含めてニーズは，需要は増えてきて

いるのだけれども，藍の生産とかすくもの生産が追いつくかどうかというのがネックにな

っているということでもありますので，県内での藍の生産増大とか，藍がらみの目標を是

非，来年度は入れていただければと思います。

（会長）

はい。ありがとうございます。

ほか，はい。

（Ｄ委員）

南部県民局が取り組んでおられる，きゅうりタウン構想ですね。これも半農半Ｘで，将

来的に県外から若い人を呼び込めるような，そういう可能性がありますので，また，今後，

どういう形で織り込むかどうかは別にして，御検討いただければ有り難いと。

（会長）

はい。お願いします。

（Ｃ委員）

県産材の消費なんですけれども，特に，今日の資料にも公共事業での県産材使用量が低

下をしているということなんですけれども，何年，もう10年以上も前，城東高校は木で作

っていますよね。そういう意味では，これからも地方自治体の庁舎建設なども，例えば，

鳴門市なんかでも視野に入れているというふうなことや，徳島市の水道局も50年近い構造

物になっておりますので，できればそういう公共施設を，学校も含めて県産材で建築をさ

れるというようなことを本当に考えてみてはどうだろうかと。

コンクリートの業界から怒られますけれども，やはり県産材を伸ばすということになる

と，徳島県の，例えば，自治体の庁舎は木造りだよというようなことが知れ渡っていくと，

非常に徳島県としても売り筋になるのかなと。ちょっと長いスパンがかかりますけれども，

そういうこともお考えになったらどうだろうと思います。

（会長）

はい。ほかにいかがでしょうか。

はい。どうぞ。

（Ｇ委員）

今のお話に関連しまして，経済同友会の全国セミナーが今年栃木であったんですけれど

も，その基調講演でオリンピックの新国立競技場を造られる隈研吾さんが講演されて，や

っぱり日本はどんどん木造の建築物を造りましょうと。木造で高層ビルを造る工法なんか

も確立されたらしいんですよね。栃木県は，県のいろんな建築物などに隈さんがデザイン

した木造のものがいっぱいあって，そういうものの紹介とかもありましたので。先ほどの
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御意見に通じるのですけど，やはり徳島も県産材を使ったそういう建築物を，奨励を是非

していったらいいんじゃないかなと思います。

（会長）

はい。ありがとうございます。

ほかにございますか。はい。どうぞ。

（Ｅ委員）

時間がないのですけど，科学技術の面で，今までいろんなところでコラボというか，い

ろんな業種同士が出会ったりとか，業種間の交流があったと思うのですけど。本当に考え

られないような異業種交流があったら新しい発想が生まれてくるんじゃないかと思うので

す。

私も，農業者だけのネットワークだけではなく，異業種でしたら本当に視点が違う意見

が出てくるので，すだちくんテラスみたいな所で，委員会じゃなくてラフに集まれる会で，

異業種交流というのをされたら，気が付く新しい生産物というのが出てくるんじゃないか

なと思います。

一つ，私が欲しいのは，この暑い夏に涼しさを感じる繊維を開発していただいて，今，

建築，農家だけではなく，建築の方とか一日中外で働いていらっしゃる方がたくさんいら

っしゃいますので，その方が，扇風機が付いたベストとかあるんですけど，そうじゃなく

て，繊維で涼しさを感じるみたいな，一日中着ていても快適，みたいな物を開発してくだ

さればうれしいなというふうに。はい。

（会長）

なるほど。

ほかにどうでしょう。よろしいですか。

はい。それでは，いろいろ御意見いただきました。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・提言の採択について

（会長）

続きまして，議事２でございます。「とくしま目安箱」等に寄せられた建設的な意見・

提言についてです。事務局から説明をお願いします。

（事務局）

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・提言を選定の上，採

択したいと思います。
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ちなみに，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・提言を採択し

たのでしょうか。

（事務局）

はい。昨年度につきましては，あらかじめの委員の皆様へのアンケートに基づきまして

選定いたしました10件全てを御採択いただきました。

（会長）

今回は，候補の12件の中から委員の皆さんの御意見をお聞きして更に絞るのがいいか，

それとも12件全てを採択するのが良いか。

どのように進めましょうか。

（Ｇ委員）

今回も，事前に私のところにもありましたけれど，全委員さんにアンケートを実施して，

それで12件に絞り込まれておりますので，今回もこの12件全て採択でいいのではないかと

私は思っておりますが。

（会長）

はい。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

〈異議なし〉

はい。ただ今，12件全てを採択してよろしいのでは，という御意見を頂きましたが，そ

のようにさせていただくことにします。県民の皆様からの優れた意見・提言として12件全

てを採択するということにいたします。

以上で，本日の議事は全て終了いたしました。

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）

本日御議論いただきました評価の結果や，基本目標ごとの御意見・提言等につきまして

は，事務局で整理させていただきまして，11月に御確認いただいた上で，総合計画審議会

に提言したいと考えております。

また，本日の会議録につきましては，事務局で取りまとめまして，会長に御確認いただ

いた上で，県ホームページなどで公表させていただきたいと考えておりますので，よろし

くお願いいたします。

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いてよろしいでしょう

か。

〈異議なし〉

はい。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。
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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を頂きありがとうご

ざいました。マイクを事務局にお返しします。ありがとうございます。

（事務局）

会長をはじめ，委員の皆様には，長時間にわたりまして熱心に御論議，また，積極的に

御提言いただきましてありがとうございました。今後の県政の運営にしっかりと反映して

いきたいと考えております。

なお，第２回の会議につきましては，８月９日，木曜日に開催を予定しておりますので，

委員の皆様におかれましては，次回もよろしくお願い申し上げます。

本日は，誠にありがとうございました。


