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平成３０年度 県政運営評価戦略会議（第３回）

１ 日 時 平成３０年８月２１日（火）午後１時３０分から午後３時４０分まで

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。） 手塚 俊明 監察局長

石田 和之 森 直紀 危機管理部副部長

伊庭 佳代 仁井谷 興史 政策創造部副部長

植田 美恵子 梅田 尚志 経営戦略部副部長

加藤 研二 脇田 亮 県民環境部副部長

近藤 明子 三好 誠治 保健福祉部副部長

坂本 真理子 田中 稔 商工労働観光部副部長

田村 耕一 桒原 孝司 農林水産部副部長

鳴滝 貴美子 北川 政宏 県土整備部副部長

南波 浩史 岡田 徹 南部総合県民局副局長

久岡 佳代 仁木 芳宏 西部総合県民局副局長

藤原 学 林 博信 病院局総務課長

桝本 久実 勢井 研 教育委員会副教育長

三木 潤子 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 「新未来『創造』とくしま行動計画」の評価について

３ 閉 会

（会議概要）

１ 基本目標５の概要の説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

２ 基本目標５の評価案の説明，質疑及び評価結果の決定（資料２）

３ 基本目標６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６の評価案の説明，質疑及び評価結果の決定（資料３）

５ 基本目標７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７の評価案の説明，質疑及び評価結果の決定（資料４）
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■議事

（会長）

それではこれより議事に入らせていただきます。

皆様，議事進行に御協力のほど，よろしくお願いします。

本日の議題は，「新未来『創造』とくしま行動計画」のうち，基本目標５「『みんなが元

気・輝きとくしま』の実現」，基本目標６「『まなび・成長とくしま』の実現」及び基本目

標７「『大胆素敵・躍動とくしま』の実現」の評価となっております。

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５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５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５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）

それでは，基本目標５につきまして簡単に御説明させていただきたいと思います。

まず，一つ目は16ページになりますけれども，重点戦略３の３「障がい者の社会参加の

推進」というところですが，番号で言いますと484番のところです。主要施策３について

は☆印が一つということになっているんですけれども，484番のところがギリギリ達成で

きてないっていうような感じになっていますので，ここについては，今後の可能性という

ことを考えると，ＣではなくてＢでもいいんじゃないかというふうに評価をしましたので，

Ｂ評価というふうにさせていただきます。

それから，ちょっと飛びまして30ページですけれども，主要施策の４の６のところ，「糖

尿病対策の推進」というところになります。これについては，514番の糖尿病の死亡率の

ところですけれども，これが全国最下位からの脱出という目標に対して過去２年間は順調

にクリアされていたのですが，ちょっと低下しているということで47位ということになっ

ておりますので，この項目についてはＣ評価というふうにさせていただきました。昨年は，

多分，Ａ評価だと思うのですが，ということになります。

次に，その右側の31ページからのところ，「食育の推進」というようなところになりま

すけれども，ここについては主要指標の31ページ517番の肥満傾向の児童生徒数というよ

うなところがクリアできていないというようなところと，それから次のページの519番の

とくしま食巡りの店というようなところの応援店数のところですけれども，ここも伸びて

はいますが，目標値には達していないということになりますので，この項目についてもＣ

評価というふうにさせていただきたいと思います。

一点，ここでの評価に関わる話かどうかですが，コメントというか質問というか。先ほ

どの517番の肥満傾向の児童生徒数というようなところ，課題のところの三つ目で「肥満
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傾向児の出現率については，昨年に比べ小学校の新入生などで増加しており」というよう

なところがあるので，そうするとここの話は幼稚園とか，つまり，小学校入学以前の段階

がこの数値に影響を与えているということになると，そこについては学校教育の話ではな

くて，家庭での話ということになりますので，ここでの目標値あるいはそれに対してどう

いう施策をとるかという趣旨からすると，少し対策が難しくなるということは理解できる

のですが，この点について，つまり，小学校入学以前の子どもに対してのことについては

どのような取組が考えられるのかというところについては，ちょっと御質問させていただ

きたいと思います。もしかすると聞く相手が違うのかもしれませんが，そこは一つ御質問

させていただきたいと思います。

それから，その次になりますが，ちょっと飛んで38ページのところで，４の主要施策12

番のところの「ひきこもりに関する相談体制」というところで，528番のひきこもり支援

員の育成数というところが，これが14人から６人ということで大きく減少しているという

ようなところ。それから，実績自体が３年比べると63人から大きく減少しているというよ

うなところがありますので，これについてはＣ評価というふうにさせていただきたいと思

います。

それから42ページのところです。４の14番「子どもの人権の擁護」というところですけ

れども，534番のところの里親等の委託率と。ここについても目標値を２年連続未達成と

いうことになりますので，これについてもＣ評価というふうにさせていただきたいと思い

ます。

それから最後にその右側の43ページの５の１「ＮＰＯ・ボランティアとの連携・協働」

というところについては，これ昨年はＢ評価だったように思うのですが，今年度について

は全ての項目で実績値をクリアされていると思いますので，こちらについてはＡ評価とい

うふうにさせていただきました。以上になります。

（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。

本日の会議は15時30分終了の予定ですが，議事の都合上，基本目標５の評価については

14時15分を目標に終えたいと考えております。御協力をお願いいたします。

ただ今，Ａ委員さんから評価の案の御説明がありましたが，その中で御質問というよう

な箇所が１か所ございました。まずは，こちらの方から，担当部局から御説明いただけれ

ばと思うのですが，資料でいいますと31ページ「食育の推進」に関連して，番号517番の

肥満傾向児の出現率に関連してですけれども。はい。お願いいたします。

（教育委員会）

はい。教育委員会でございます。ただ今の517番の御質問に関しまして，今回，平成29

年度の数値が4.6％減ということで目標達成できておりません。

今，Ａ委員さんのお話にありましたように，家庭等教育が重要であるということで，入

学前の子どもたちに対してどういうことを行っているのかということでございますが，ま

ず，食育等の生活習慣の正しい確立に関しましては，やはり保護者の御協力，御理解が必

要であると考えております。
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そのため，今，例えば小学生を対象にいたしまして，親子で一緒に健康づくりに参加す

る元気なあわっ子道場というのを開催しておりまして，そこで野菜の正しい摂取の仕方で

ありますとか，気軽にできる運動等を行っております。

そして，今，お話にありました，幼稚園に対する，例えば，入学前の幼稚園ということ

に関しましては，運動や生活習慣病，生活習慣確立のための指導者，専門的な指導者を小

中学校に加えて幼稚園にも派遣しておりまして，そこで具体的に体操でありますとか，具

体的な健康の在り方ということで，そういう指導も一緒に行っております。

平成29年は幼稚園には10校まいりまして，そういう指導を行っているところでございま

す。

委員がおっしゃるように，学校で取り組むことも大事ですが，家庭，地域とも御協力を

頂きながら，正しい生活習慣，そして食育について進めてまいりたいと考えております。

（会長）

Ａ委員さん，今のでよろしいですか。

（Ａ委員）

はい。

（会長）

それでは皆さんから御意見を伺っていきたいんですが。はい。どうぞ。

（Ｂ委員）

今の食育の推進に関してなんですけど，その肥満児傾向の下に，学校給食に地場産物を

活用する割合っていうのが出ておりまして，これに関しまして，徳島産の品目なのか，量

なのか，この42.1％というのは。もし分かれば，お教えいただきたいなと思います。

（教育委員会）

はい。教育委員会でございます。これに関しましては，品目となっております。定義上，

品目とするようになっております。

（Ｂ委員）

実は，品目というのは，給食の中で，例えば，大根とニンジンが一切れ入ってても品目

に入るんです。350グラム１日に野菜が必要だと言われております。今のお話にありまし

たように，家庭での指導というのが一番大事だと思うんです。もちろん。でも，今の家庭

でなかなか野菜を，お母さんがお勤めしてる中で，なかなか取れない状況もありますので，

できれば３分の１以上，半分ぐらいを量的に学校給食の方で。大変というのも非常によく

分かるんですけれども，お願いできればいいかなというふうに。そうしたら，それが糖尿

病の方に関わってきますし，子どもたちの肥満にも関わってきますし，将来の医療費の削

減にも関わってくるのでないかなと思いますので。お願いということで，はい。
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（会長）

僕はちょっとよく分からないんですが。例えば，これ，42.1，品目でそうなんですか。

もしこれ，量だったらどれくらいの数字になったりするんですか。

（教育委員会）

すみません。量に関しましては，さすがに計量ですとか，給食の現場で毎回計ってとい

うのは非常に負担になるということで，今のところ量に関しては難しいんですが。今，お

っしゃいましたように野菜でありますとか，食育に関しましては，私ども栄養教諭という

のを，配置を拡充しておりまして，そこでは食育も行いますし，よりバランスのとれた給

食についても日々いろいろ工夫を凝らしております。

そういう形で食育，委員さんおっしゃった形で進めてまいりたいと考えております。

（会長）

ほかにいかがでしょうか。

評価に関わるようなところ，あるいは関連して御意見であったり，御質問であったり。

はい。どうぞ，お願いします。

（Ｃ委員）

４ページをお願いします。ここ，Ｂ評価になっているんですけれども，ここで達成でき

てないところが，この４ページの457番のスポーツとか文化交流大会への参加者数という

ところです。

ここも，目標に対して実績値が少し足りてない。前年よりも微減というところにはなっ

ているんですけれども，もしかすると，高齢者の方々はこういう大会とか，こんな交流の

場に行かなくても，自分たちでウォーキングしたりしてるのかなというふうに考えられた

んですけれども。

もし，何か，現状どうしてこうなっているのかなというところの分析をなさってたら，

お聞かせいただきたいんですけれども。よろしくお願いいたします。

（保健福祉部）

保健福祉部です。457番の件でございます。高齢者のスポーツや文化活動への参加とい

うことで，県の健康福祉祭を開催しているというところでございまして，健康福祉祭はス

ポーツの行事とか，文化活動行事もございます。

その両方の参加者数を目標に掲げてございますように，28年度は4,200人，29年度は

4,400人ということで，実績としては28年度4,187人，29年度4,184人ということで，ちょ

っと目標に達していないということでございます。

昨年度の29年度の分で言いますと，若干，天候の影響，当然，外でやる行事がございま

したものですから，例えば，雨が降って，そういったウォーキングの行事については，そ

の前の年より大分，参加者が少なかったりですとか，あと悪天候で中止になったものがご

ざいまして。テニスとかソフトテニス，台風の関係で中止になったりということでござい

ました。
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数字の経緯を見ていただきますと，3,725，4,187と上昇はしてきておりましたが，若干，

そういった要素もあって，伸びがそがれたということでございまして。いずれにしても実

績には届いていないということで，これは厳しく，結果としては受け止めなければならな

いかなと思っております。

県としては，サテライト大会ということで，中央部だけではなく，西部や南部の方でも

大会をするということもやっておりますし，関西シニアマスターズといったような大会と

も合わせて，徳島県の健康福祉祭と合わせて開催をして，関西の皆様とも，ゆくゆく関西

ワールドマスターズゲームズというものを控えておりますので，そういったものを含めま

して，参加者の拡大を図ってゆくという取組も進めておりますので，引き続き，30年度，

目標が達成できますように取り組んでまいりたいというふうに思っております。

（Ｃ委員）

今，御説明いただいたように，天候のこともあったりというところもあって達成には至

ってないというところで。あと，この施策，いろいろある中で全て目標値を達成していて，

もうここだけですので，私はＡ評価でもいいのかなと。でも厳しく受け止めなくてはいけ

ないよ，ということは，おっしゃったとおりなんですけれども，Ａ評価でもいいかなとい

う気はいたしておりますが，いかがでしょうか。

（会長）

他の委員さん方いかがでしょう。

これ，数字の見方なのかもしれないのですが。僕がひねくれているのか，これは27から

28は伸びているんですが，その後ほぼ同じ数字というのは，もしかしたら，今のやり方で

いうとここが上限であるというふうな。同じやり方をしていたんでは，このままもう伸び

ないと。

恐らく，今年も天候不順があるのであろうと。定番であるような気がする訳ですけれど

も。どうなんだろうかなと思うようなところはあったりするんですが。もし，本当に天候

だけであれば，今年が天候不順でなければ分からないですが，順調に増えていくというこ

とであろうか。もし，そうでなければ，何か違ったといいますか，取組を加えないと増え

ない，ということかもしれないです。

てるてる坊主という新たな取組では仕方がないかもしれない。はい。

（Ｄ委員）

よろしくお願いします。その点に関して少し思っているのは，こういう行事とかをする

と，参加する人と全く参加しない人っていうのは，多分，分かれてまして。参加する人は，

多分，何をやっても来てくれるのですよね。参加しない人は何をやっても，多分，来ない。

そのまま同じことをしていると，年齢層だけがどんどん上がっていって，参加人数は変わ

らない。ということは，今まで参加しなかった人とこれからの年代の人をいかに取り込む

かということを考えると，多少増えるかなとは思います。

それに，先ほどの糖尿病とか肥満とかが関わってくるのかなと。徳島県の中でずっとい

ると動かないのが当たり前のような生活で，都会に行くと動くのが当たり前の生活なので，
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その辺の感覚が全く違っているので。都会から来られた人は何をしなくても，多分，参加

してくれるのですけど，こういうことを目標に立てるときには，いかに徳島県の人を動か

すかを考えていただければ有り難いかなと思います。

（会長）

評価はいかがでしょう。はい。どうぞ。

（Ｅ委員）

今の県健康福祉祭等への参加者数ということも問題かと思うのですが，私，実は，この

４月からシルバー大学校の講師をさせていただいておりまして。既に吉野川校とそれから

牟岐の２か所に行かせていただきました。

私は講師で行ったのですが，エネルギーをもらったのは実は私だったのです。どういう

ことかというと，人権の話で，男女共同参画の話で行っているのに，５分に一回笑いがく

るのですよね。うちの学生にそこまで，私，受けたことがありません。うちの学生は非常

に真面目で，授業が終わった後に「先生，今回はどんな試験ですか」，「どんな所が出るの

ですか」という質問が来るのですが，自分から積極的に取り組んでいくという姿勢では，

シルバー大学校にはかないませんね。

もう，私たちは，若い時は時間があったけどお金がなかった。結婚してからは子育てに

追われて時間的にも経済的にも制限があった。今，やっと初めて時間もあるし経済的にも

比較的恵まれている。あとは，怖いのは健康に関する心配と，いわゆる認知症だけだと。

だから，昼間はシルバー大学校に行って，シルバー大学校がない日はドームへ行って，

Ｂ＆Ｇとか何とかっていうね，県南の方に行くとね。そこで毎日１キロ泳いでいると。い

や参りました，という感じでしたね。

ですから，そういう意味では，高齢者に対する県のいろんな施策というのは，私は非常

にマル印だと思うのですね。ですから，総合評価としてＡにしてもいいのではないかとい

うふうに思います。

（会長）

なるほど。ありがとうございます。

Ａ委員さんに確認させていただいていいですか。いかがでしょう。

（Ａ委員）

はい。それでよいと思います。

（会長）

それでは１ページといいますか，重点戦略１の主要施策１「『豊齢（ほうれい）先進県

とくしま』の実現」，これは評価案ＢでしたがＡという評価にしたいと思います。

ほかにいかがでしょうか。はい。どうぞ。

（Ｆ委員）
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先ほど，Ｄ委員さんもおっしゃったように，ウォーキング，すごく手軽で。そして私も

ちょうど就学前の子ども，５歳の子がいるのですけれども，やっぱり，運動するのに何が

いいかって。ちょっと障がいがあるのですけれども，先生に聞いたときに，歩くのが一番

よいと絶対言われるんですね。すごく手軽ですし，歩いて代謝をよくする，汗をいっぱい

流すのがよいよと言われて，そうだ，やっぱり歩くのがいいんだなっていうことで，この

ウォーキングラリーの参加数，この516番，ここにちょっと目が行ったのですけれども。

こういう大会に参加するというのはよいのですけれども，普段から歩くようにするにはど

うしたらいいのかなと思ったのです。

例えば，お年寄りとか子どもを連れて朝早く起きて毎日するというのはすごく難しいこ

とがありまして，夕方がいいなと思うのです。夕方だったら，もう紫外線も気にしなくて

よいし，ちょっと涼しいし。というので，子どもと一緒に手をつないで散歩みたいな感じ

で歩きたいなと思っても，街灯がなくて暗くて怖くて歩けないのですよね。それは，私が

徳島に嫁に来た時に思ったんですけど，とにかく暗くて，夜が。

何か，夜に歩いたりとかスポーツする場所があったらいいなと常々思っていて。この「世

界糖尿病デーに合わせて11月初旬にブルーライトウォーキング」というのがちょっと目に

入ったのですけれども，これは夜にウォーキングをするような所があるのか，ちょっと分

からないのですけれども，あるのかなと思って。

もし，夜に，例えば，９時から10時までここはライトアップしているので，どうぞ中を

自由に歩いたりスポーツしたり楽しんでくださいねという場所があったら教えてほしいな

と思って。

じゃあ，また，そこで子供を連れて，寝るまでの，お風呂に入るまでの時間，30分でも，

そこで歩こうかなとか，そういうのができたらいいなと思って，それも聞きたかったなと

思ったのですけれども，そういう場所を教えてほしいなと。

（会長）

夜のウォーキング。はい。お願いします。

（保健福祉部）

保健福祉部です。御意見を頂きましてどうもありがとうございます。

先ほどもＤ委員の方からお話がございました。糖尿病対策ということで，歩いたり，運

動が大事だということを非常に感じているところでございます。

御意見がありました516番ウォーキングラリーにつきましては，県の取組といたしまし

て，毎年いろんな事業主体がいろんな所でウォーキング大会，そういうイベントをやって

おります。それを一つ一所に集めまして，そういうパンフレットを作りまして，それに何

回か御参加いただいて，何回か，一定のラインを決めるのですけれども，それを超えて御

参加いただけた方に，県の方に御応募いただければ抽選で何か粗品というか，そういうの

を差し上げようという取組でございます。

この取組，毎年やっておりますので，最近のウオーキング熱といいますか，非常に広ま

っておると思いますので，参加者の方についても目標値を上回っているというところでご

ざいます。
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それから，お話がございました世界糖尿病デーに合わせたブルーライトウォーキングで

ございますが，昨年ですと11月の11日ですけれども，夕方５時頃からウォーキングを開始

いたしまして，例年ですと阿波おどり会館まで歩いていって，阿波おどり会館をブルーに

点灯していただくというふうな。それは夜の辺りになるのですけれども，そういったイベ

ントを毎年一回行っております。

それから，徳島駅の城山公園の付近でございますけども，これも協会の方で第２，第４

金曜日の夕方６時過ぎ頃から，これも自由参加で城山の周りを歩いていただくという取組

を，これも何年か前からウォーキング協会と連携をしてスタートさせていただいておりま

す。

先ほど，514番で糖尿病の数値が最下位になったということで，ここ２年間，27，28は

最下位脱出をしておったのですけども，29年はまた最下位になったということで，県とい

たしましては，また改めていろんな方，関係の市町村の方とか関係の方から御意見を頂い

た中で，若い方や働き盛りの方に改めて健康作りといいますか，あるいは糖尿病に対する

意識啓発を図った中で，こういったウォーキングとか，あるいは運動の取組というものを

もっともっと広げていく必要があるんじゃないかなと思っております。

それから，先ほどＥ委員の方からも，高齢者の方の元気さというお話もございましたの

で，特に，今回，糖尿病の死亡率が高まった中には，高齢者の方の糖尿病の死亡というの

がかなり多かったということもあって，高齢者の方に，糖尿病に陥らないような形の，あ

るいは運動への取組といいますか，そういった形でも取り組んでいかなければならないと

いうふうに考えております。

いろんな，そういった取組，予防対策あるいは重症化の予防といったことを通しまして，

全体的に県民の健康を高めていく。糖尿病の死亡率についても，もっともっと，最下位に

ならないように取り組んでいくといったことを，これからも進めていきたいというふうに

思っております。どうも御意見を頂きましてありがとうございました。

（Ｆ委員）

西の方でも歩けるようにお願いします。

（会長）

ほかに御意見なり御質問なり。はい。お願いします。

（Ｇ委員）

38ページのひきこもりに関することなのですけれども，私の子どもの同級生とかにも，

中学校ぐらいから不登校になりまして，ひきこもっているということを聞いたことがあり

ますし，知り合いにも20代後半，30歳くらいになっても家にひきこもって仕事にも行けな

いような状態ということがあるので，やはり，もう少し，こういうふうな支援員さんです

か，それを増やしてほしいなと思います。

そういうふうな家族が，親御さんたちが行政に相談しても，なかなか動いてくれないと

いうことなんです。どこに相談したらよいのかがまず分からないし，あと，毎日家に子ど

もがいるような状況で困っているという話もよく聞きますので，できれば，もう少し気を
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付けてほしいなと思います。

それから，あともう一つなんですけれども，49ページの548番に「未来ある農山村づく

り」に向けてのビジョンの作成地区数と書いているのですけれども。私たちも29年度に和

田島地区の地域協議会というのを設立しまして，29年度にビジョン計画を策定しておりま

すので。これ，こういうふうな感じで資料にいろいろ市町村等名前が出ているのですけれ

ども，これはどういうふうなビジョンを作って，行政が呼び掛けてビジョンを作った所が

ここに入っているのか。自分たちの地元を活性化するということで，自ら声を上げて策定

した所というのは入っていないんでしょうか。

赤石地区に客船も来ますのでね。それで，全然有効利用されていない所が，割とスペー

スがありますので，大きなビジョンを，20年後に向けてということも29年度に策定しまし

たので。これ，どういうふうなことで，今，この数字が出ているのか，ちょっとお聞きし

たいです。お願いいたします。

（会長）

はい。まずは548番のこちらの方から。はい。お願いいたします。

（農林水産部）

「未来ある農村漁村づくり」に向けたビジョンの作成地区についてでございますが，こ

れにつきましては，県の方から各地区に赴きまして，地区の方に集まっていただいていろ

んな議論をした中で，この地区がどのように，例えば，観光資源とか，それから生活資源

を今後活用していこうかということを，コーディネーターと一緒になって未来づくりを進

めていくものでございまして。平成29年につきましては農山漁村ということで，吉野川市

の美郷地区，那賀町木頭の南宇地区，美馬市穴吹町の仕出原地区ということで，３地区で

ビジョンを作っております。県と地元の有志の方が協議会を作って，時間をかけて，将来

に向けた地域づくりを考えたビジョン作りとなっております。以上でございます。

（Ｇ委員）

それは分かるんですけれど。県の方がね，そういうふうな所に赴くというのは，順番か

何かがあるんですか。

どうしてこの地区にだけ。徳島県内いろいろありますよね。特に，農山漁村といったら

本当に過疎化が進んでいるんですけれども，どうしてここなのかなと思って。全然海の方

もないですし。ですから，どういうふうなことで県の方が地区を選んでいるのかなと思っ

て，ちょっとお聞きしたいです。

（農林水産部）

県におきましては，市町村とか，県南部，西部の県民局がございますので，そこを通じ

て呼び掛けておりますけれども，Ｇ委員からお話がございましたように，広く周知が足り

ないのではないかという御意見だと思いますので，私どもその点は十分反省して，今後は

広く周知していきたいと考えております。以上でございます。
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（Ｇ委員）

はい。お願いします。私たちの協議会は，市の行政の方にも，産振の方にも入っていた

だいております。県の方にもお声掛けはしておりますので，よろしくお願いいたします。

（会長）

あと，もう一つ触れていただいたこちらは，質問というほどではなかったと思うんです

が，ひきこもりの38ページのところです。御意見があったかと思います。

（保健福祉部）

保健福祉部でございます。

ひきこもりの対策について，相談の窓口がなかなか分かりにくい，あるいはないという

ふうな課題については，全国的な課題というふうにも捉えられております。

県の対応でございますけれども，平成22年度からひきこもり対策の中心的な役割という

ことで，精神保健福祉センターという組織でございますが，この中に，ひきこもり地域支

援センターというものを開設いたしております。相談業務でございますとか，あるいは関

係者を集めた連絡会議でございますとか，あるいはホームページでこういった情報提供な

りをやっているというところで，そういった取組も進めております。

ちょっと，まだまだ周知が足りないのではないかというふうなお話ではないかと思いま

すので，そういった点も含めて，今後，対応を図ってまいりたいと思います。

528番にひきこもり支援員の養成数というところで，毎年10名といった形で養成をしてい

くと，30年度までに40名というふうな計画でやっておる訳でございますけども，27年度に

63名の養成が図られて以降，14名，６名と。29年度は６名の養成数にしか届かなかった訳

ですが，これも，毎年，サポーターになる方への研修を行って，研修を受けていただいた

中でサポーターとして登録を頂くというようなシステムになっております。

研修については，13名の方に受講いただいたんですが，登録の段階で６人にとどまったと

いうことで。毎年10名という目標には届かなかったということでございまして，引き続き，

目標が達成できますように努力をしてまいりたいというふうに思っております。以上でご

ざいます。

（会長）

ほかにいかがでしょうか。はい。お願いします。

（Ｈ委員）

よろしいですか。今のひきこもりにちょっと関連してなんですけれども，相談体制を考え

るに当たっては，県内でひきこもりをしている人の数がどのぐらいおられるのかっていう

のがある程度分かってないとなかなか難しいんじゃないかと思うんですが。もし，その数

字を調査しているのであれば，そのひきこもりの数が，いろんな施策をやった結果減って

いるかどうかによっても，施策の効果が判断できると思うんですけれども。

それと，そういう観点で見ると，その前の37ページの「自殺対策の推進」とありますよね。

これ，予防サポーターの数を増やしているとか，予防の協定団体が増えているとかという
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ので，その対策がかなり進んでるというのは分かるんですが，自殺者などは数字が絶対出

てると思うので，県内の自殺者がその結果増えてるのか減ってるのかを見れば，この施策

で十分かどうかというのをより判断できると思うんですけれど。なぜその辺の数字が出て

ないのかっていうのもちょっと疑問に思いました。

（会長）

はい。お願いします。

（保健福祉部）

まず，ひきこもりの方の実際の数というのは，県として，何人だというふうなものは，具

体的な数字は，統計としては持ってないところです。

全国的には，狭義のひきこもりが推計17万人いるとかいうふうなデータはございますの

で，例えば，これを県人口に掛けるといった形の，同じパーセンテージだとすれば県内で

は何人いるというふうな数字にはなる訳でございますけども，これは，あくまでも推定の

数字でございますので，そういったものでしかないということでございます。

それから，自殺については，ここの目標といたしましては，やはり，県としての活動，行

政活動の目標ということで，こういった自殺予防サポーターですとか，協定の団体数とい

うものを入れております。

自殺の数については，絶対数としては29年123名ということで，死亡率としては16.4とい

うことになります。自殺者の数については，全国で３番目に少ない，少ない方から数えて

３番目ということで，かなり少ないということでございますし，自殺死亡率16.4につきま

しても，全国で12番目に少ないといったことで，自殺者の数については，全国よりはよい

数字になってるのではないかなと思っております。

県としては，いろんな自殺に関する，ここではサポーターなりといった取組を進めており

ますけども，いろんな普及啓発活動ですとか，相談に応じられるような活動ですとか，こ

ういったサポーターを通じた，ボランティアなどを通じた自殺予防とか，そういった活動

を通じて，引き続き，少ない数にできるように取組を進めてまいりたいというふうに思っ

ております。よろしくお願いします。

（Ｈ委員）

全国の中では少ないというのは，今お聞きして分かったので，それは非常によいと思うん

ですけど。推移としてはあんまり変わってないのですか。その123人というのは。

（保健福祉部）

はい。引き続き保健福祉部でございますが，123名が29年，28年が141名，27年が130名と

いうことで，その前，26年が169名ということで，徐々に減少傾向。大きく見れば減少傾向

にあるのではないかというふうに思っております。

（Ｈ委員）

ただ，自殺の場合は，景気動向ともリンクしますので，必ずしも対策と相関関係，それだ
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けである訳ではないんですが。でも，いろいろ施策をやっていかれる上で，自殺者の数が

どうなってるかというのは，こういう評価をするときに合わせて見るようにした方がよい

のではないかなと思いますんで，その点も是非，検討していただければと思います。

（会長）

数字についてちょっと確認させてほしいんですが，123，全国に比べて少ないのは人口が

少ないので，通常，比べる場合は人口10万人当たりとかというもので見るかと思うんです

が。もし，よろしければ，こちらの方も分かれば教えてもらってよろしいですか。

（保健福祉部）

はい。死亡率は人口10万人当たりの数字でございますけども，29年が16.4です。28年が

18.7。27年が17.0。26年が21.9というところでございます。

（会長）

全国の比較，例えば。

（保健福祉部）

全国は，先ほど，29年が徳島県が16.4でございまして，全国が16.8でございます。

（Ｈ委員）

死亡率というのは，自殺のアクションを起こして亡くなった方の率という意味ですか。

（保健福祉部）

そうですね，自殺者の数ということで整理をされております。

その数を人口10万人で比較をしたときに，先ほど申しましたように，徳島県は123名，実

際の自殺者数は123ですが，率でいうと16.4だと。全国は16.8だということでございます。

（会長）

例えば，何位ぐらいとかの方が分かりやすいかと思うんですけれども。

（保健福祉部）

先ほど申しました16.4というのは，全国で12番目に少ない，少ない方から数えて12番目で

すから，47都道府県中12番目に少ないということでございます。

（Ｈ委員）

その率の意味がちょっとまだよく分かってないんですが。自殺の率というのが。

（保健福祉部）

10万人当たりでなべて比較をした数字として，10万人当たり何人になるかということで

比較をしています。
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ですから，徳島県は123人の自殺者について，10万人当たりだと16.4人だということです。

全国は，10万人当たりに直すと，全国の自殺者というのは21,321人なんですけれど，10万

人当たりに直すと16.8だということで，16.8が全国平均でございまして，徳島県の数値が

16.4だということになります。

（Ｈ委員）

ちょっとまた戻りますけれど，そういう全国との比較，人口当たりの数字の推移は，やは

りこの評価をするときには合わせて見た方がよいのではないかなというふうに思いますの

で。

（会長）

はい。よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。はい。お願いします。

（Ｉ委員）

先ほどから少し議論になっております，ひきこもりに関する相談体制なんですけども，

27年度63人で，29年度は６人という数字なんですけれども，ただ単に研修を実施して，研

修に来られた方，サポーターとして登録をされたことだけが。その６人というのは，それ

だけの理由でこの支援員になってるのかどうかということですね。

私も，臨床心理士のことはよく分かりませんけども，臨床心理士の資格を取るというのは

なかなか非常に大変なことだと。大学院を修了する中で取っていくということで，その臨

床心理士に対する社会的なといいますか，後の，この臨床心理士への手当といいますかね。

そういうところが要因になってはいないのかなっていうふうには思ったりして。なかなか

臨床心理士になる方が，この間，少なくなってきているのが現状ではないのかなっていう

ふうには思いますけども，実態は分かりません。

ただ，先ほどから聞いておりますと，ひきこもりの方々も年々増加をされていたり，中高

年にもそういう方が増えているというふうなことで，むしろこの養成，サポーターを養成

するだけではなくて，このサポーターとして，本当にどういうところで活躍できるかって

いうところに視点を当てて，この対策をする必要があるんではないかなというふうに思い

ました。

それと先ほど，Ｇ委員さんがおっしゃったビジョンを作るところは，29年度３地区しかで

きてませんけど，実際は９地区なんですね。９地区中の他の６地区というのは，Ｇ委員さ

んのところが入ってない。

（Ｇ委員）

書いてくれてない。

（Ｉ委員）

三つしか書いてないんでね。でも実際は９地区できてるというふうになってますから，そ

のところの整合性がどうなのかなとちょっと思いました。
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（会長）

はい。ありがとうございます。ほかに，特にその評価，ＡＢＣの評価に関わるようなと

ころで御意見など，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それではあのこの辺りで評価を決定したいと思いますが。

（Ｉ委員）

１点だけ。

（会長）

はい。どうぞ。

（Ｉ委員）

評価には関わりませんけれども，障がい者の雇用率ですけれども。今朝も新聞に出てお

りまして，一安心なんですけれども。水増しするのはもってのほかということなんですけ

れども，事の本質は，なぜ障がい者雇用にガイドラインを設けて，達しなければ制裁金ま

で支払う必要があるか。そういうところがポイントだと思うんですよね。

ただ，水増しをしたのはもってのほかなんだけれども，本質を忘れずに，障がい者の自

立支援の推進のために，健常者も障がい者も同等の，雇用の均等待遇を受けるというふう

な社会づくりがまだ進んでいないがゆえに，こういう制度を設けているということなんで

すよね。

そこのところ，ガイドラインを設けなくても障がい者もどんどん社会進出ができるんだ

ということが一番よいのですけれども，そういうところを除外して今回の問題を県の方に

も捉えてもらいたくないなと。一安心だと私も言いましたけれども，そういう意味も含め

て，これからの取組はしていただきたいというふうに思います。それだけです。

（会長）

はい。ありがとうございます。ほかによろしいでしょうか。

それでは，基本目標５の評価を決定したいと思います。

Ａ委員の評価案からは，１か所変更がございました。

重点戦略１「生涯現役・躍動とくしまの展開」の中の，主要施策１「『豊齢（ほうれい）

先進県とくしま』の実現」。こちらが評価案ではＢとなっておりましたが，Ａというふう

に変更になります。それ以外は評価案のとおりということでございますが，それでよろし

いでしょうか。

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５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，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委員からお願いしようかと思いますが，いかが

でしょうか。
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（Ａ委員）

今日の議論のところでいうと，ここのテーマに入っているところでいえば，女性の問題

と，子どものところ，肥満というようなところでは出ましたけど，その辺があまり議論に

はなってなかった。それから，障がい者の問題もあまり議論には，時間の関係でなってな

かったですけれども，全ての問題，つまり，高齢者とか自殺とかひきこもりの問題もそう

ですけど，全ての問題に関しては，短期的に，すぐにいろんな対策をとらないといけない

という，そこも当然だし，それから，今後５年先とか10年先も同じような問題が，当然，

起きてくるかもしれないということになれば，そういう問題が起きないように，いかにし

て少しずつ準備をするのかという意味での施策と。

高齢化率が上がっていくというか，高齢者が増えていくのは，当然，分かっている話な

ので，それに対して今のうちからできることは何かな。今の高齢者への対策ではなく，今

後の高齢者に対してと。

あるいは，ひきこもりの人が増えていくことに対して，今そういう状況になっている人

に対しての問題だけではなくて，そうなるかもしれない人がそうならないようにと。

というようなところの対策が，多分，必要だと思うんですが，今回の行動計画は４年間

と時間が区切られてますので，なかなかそういうところまではという話になると思います

けれども，県としての施策，あるいは考え方ということでいうと，是非とも，20年先，30

年先のところも踏まえてということで考えていただければなと。優先順位としては，目の

前の問題ということになるとは思いますが，というのが一点と。

もう一つは，これもあまり議論にはなりませんでしたが，最後のところ，ＮＰＯとかボ

ランティアというところで，ここも，恐らく，県が直接対応するということについては，

多分，人の問題とか予算の問題で限界があると思いますので，何とかしてというか，なか

なか先ほどの議論の中でも難しいと思いますけれども，県の職員の方ではない，一般の県

民の人をどうやって巻き込んで対策をしていくか，というところについても，もっととい

うか，より一層積極的に取り組みいただければなという。それは個人的な意見として思い

ました。以上になります。

（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。よろしいですか。

はい。それでは，基本目標５の評価はこの辺りで終わりまして，続きまして，基本目標

６に移りたいと思います。

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６の概要について御説明を

頂きたいと思います。

お願いいたします。

（総合政策課）

基本目標６の概要の説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

（会長）
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ありがとうございました。

次に，基本目標６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）

基本目標６につきまして，説明させていただきます。

まず，１ページのところで，６－１－１番「グローバル人材の育成」ですけれども，

554番のところ，主要指標になっている高校生の留学というようなところが，目標値には

達していないということと，数が３年連続して減少というようなところになっています。

次，555番の，次のページのところですけれども，こちらの主要大学進学者数という，

これについても目標値に達していないということと，その下の東京大学，京都大学進学者

数，ここも達していないということで，ちょっと目標に達していないものが多いので，こ

こについてはＣ評価というふうにさせていただきました。

554番の，ここから質問なんですけれども，留学生，主要大学は横に置いておいて，一

般的な高校生の留学に関してですけれども，これが，これだけ国際化ということが言われ

ながら減ってきているというのが。当然，そうだから結構な割合で増えるという前提の目

標値を設定しているにもかかわらず減少しているということについては，何か理由がある

のか。もし，あるようでしたら，教えていただきたいなというふうに思います。

それから，ページでいうと12，13ページのところで，６－２－３の「豊かな心と健やか

な体の育成」のところですが，573番のこれも主要指標の全国の体力・運動能力，運動習

慣等調査のところで，全国平均以上の種目数が２年連続で目標に達していなくて，なおか

つ３年連続で減少していると。それから，二つ下のところの肥満傾向の児童生徒数は，さ

っきも出てたものですが，ここもちょっと，というようなところ。

それから，次のページの575番のところの，道徳の時間の授業参観を実施している学校

の割合，ここも目標値に達していないということになりますので，ここについては昨年Ｂ

だったと思いますが，今年度についてはＣ評価というふうにさせていただきました。

それから，16ページのところで，６－２－５「安全・安心な学校づくり」ということで，

582番のところですけれども，県立高校の耐震化率ですけれども，これが３年連続ほぼ横

ばいというか，0.3％しか増えてませんので，完全に止まっちゃってる状態になってます

から，もし，何か理由があるようでしたら教えていただきたいと。99％辺りで止まっちゃ

うというのは分からないではないのですけれども，96で止まっちゃうと，ここから先，そ

れ以上にはならないのかなというふうにも読めてしまいますので，そこを教えていただき

たいなというふうに思います。

それから，ちょっと飛んで25ページです。

６－４－２「トップアスリートの育成」のところで，番号でいうと598番，全国の高校

総体の入賞数というところで，これが２年連続目標値を達成できていなくて，過去２年間

については大きく未達成と。その下の中学校の方の体育大会についても，こちらは３年連

続で大きく未達成ということになってますので，この項目についてはＣ評価ということで。

主要指標としては高校総体になってますが，中学の大会がこんな感じになると，当然，そ

こから１年先，２年先，３年先という話になると思いますので，なかなか難しいのかなと

いうふうに思いますが，ということになります。
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時間がありますので，以上というふうにさせていただきます。

（会長）

時間にも御配慮いただき，ありがとうございます。

それでは，評価案を御説明いただいた中で質問がありましたので，そちらから確認をし

ていければと思います。

まず，１ページ目でございますが，「グローバル人材の育成」に関連して554番の高校生

の留学についてです。

なぜ減っているのかという質問だったかなと思うんですが，いかがでしょうか。

（教育委員会）

教育委員会でございます。

今，Ａ委員から，平成28年，29年の海外の高校生の留学が減っているということでござ

いまして，ちょうど28年，29年は，例えば，ヨーロッパのニース，ベルリン，ロンドン，

バルセロナ等の大都市でテロが相次ぎました。

今回のこのテロに関しましては，軍事施設とか警察施設でなくて，街中で一般の市民の

方がターゲットになるということでありまして，このように不安な状況の中で，生徒そし

て保護者の方々が，今こういうときに行くのは危険ではないのかなと，安全・安心を優先

して今回控えたのが大きな要因であると考えております。

しかしながら，例えば，比較的短期間で行けるアジア圏等の短期研修旅行は，今，増加

の傾向にございまして，例えば，平成25年は参加者６名でございましたが，平成29年は54

名になっております。

また，今，高校生がいろいろな力を，徳島県を英語で観光客を案内するジュニア観光ガ

イドというのを平成28年から創設しておりますが，これ，毎年20名を採用しておりますが，

応募者が28年は48名でしたが，例えば，今年度は98名に増加するなど，今，直接海外に行

くのは控える傾向でございますが，そういうことで積極的に関わりたいという思いはある

のだと認識しております。

（会長）

Ａ委員さん，いかがでしょう。

テロだという話です。

（Ａ委員）

多分，ここの数字というのは，留学の定義が，いろんな数字が入り込んでると思うので，

単に留学という言葉からすると，１年とか行くのかなというイメージですが，多分，そう

ではないのと。それから，地域も，当然，バラバラということになれば，特に，ヨーロッ

パなんかはそういう事情があると思いますので，理由については分かりました。

（会長）

続きまして，16ページになります。
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「安全・安心な学校づくり」の学校施設の耐震化率についてでございます。

（教育委員会）

教育委員会でございます。

16ページ582番の，まず，県立高校の耐震化率につきましては，今，96.2％。11棟ござ

いまして，これは阿南市の高校再編に関しまして，新野高等学校が対象となっております。

今年度，阿南光高校が開設しましたことを踏まえまして，この11棟のうち１棟は，本年

度４月末に耐震化が完了しておりまして，もう１棟も今年度中に完了する予定でございま

す。

残りの９棟につきましても，平成30年度末で用途廃止したものを引き続き解体を予定し

ておりまして，31年度には耐震化率100％となる見込みでございます。

その下の市町村立に関しましては，今，ちょっと公表時期未定でございますが，平成28

年度の状況ですと，８校。市町村のところでは，今，８棟，耐震化ができていないところ

がございます。

それをちょっと確認しましたところ，６棟につきましては，今後，耐震改修及び用途廃

止ということで，進めているところでございます。

残りの２棟につきましては，今現在，施設の有効活用等について改修等を行うかを検討

しているところでございまして，その方向性が出ましたら，たちまち取り掛かっていく予

定と伺っております。以上でございます。

（会長）

Ａ委員から頂いた御質問は以上だったかなと思いますが，それでは，評価について委員

の皆さん，御意見いただければと思うんですが，いかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｄ委員）

１ページ554のグローバル人材のところでお伺いしたいんですけども，留学生が減って

るというのは，それは先ほど頂いた理由であるのかなと思うんですけれど，その右側の取

組状況等の８番に「トビタテ！留学JAPAN」というのがあって，27年度が１人，28年度が

５人，29年度が３人と書いてあるんですけども，こちらに何人ぐらい応募してこの人数が

採用されているんですか。

（教育委員会）

よろしいですか。教育委員会でございます。

（会長）

はい。お願いします。

（教育委員会）

教育委員会でございます。
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例年20名程度の応募がございます。

その中から，国の方で採択の審査がございまして，徳島県から今おっしゃったような数

が，生徒が選ばれているところでございます。

（Ｄ委員）

これは，基本的には，「行きたい」という意思があれば誰でも，多分，手を挙げられて，

日本政府の方に持っていって，面接を受ける制度で，今年から制度が変わって，ものすご

く増えてるはずなんですよね，募集人数が。ここの応募人数，採用数は結果でしかないん

ですけど，応募人数が増えてないというのが，僕は問題かなと思ってて。やっぱり，やる

気とか志が高い生徒さんをもう少し多く増やす何か，施策があってもいいのかなというふ

うに思うのが一点です。

それが，実は，先ほどのスポーツのところに関わってくるんだと思うんですけども，徳

島県の高校が高校総体等々でそれなりになれないという理由は，私も指導者をやっている

ので大体分かるんですけども，そもそも県内に残らないんですよね。トップ４ぐらいに入

ると関西，関東に引き抜かれます。中学校１年生から声を掛けます。全然，魅力度が違う

んですね，徳島県の高校さんと。じゃあ君はどこに行くんだと聞くと，県外に行きますと。

大体，県内で中学生が200人ぐらいの規模で競技をしてて，高校になると何人ぐらいに

なるかというと，80人ぐらいに減ります。高校総体で勝とうなんていうのは，多分，無理

です。

なので，せめて中学生が高校に入ったときに同じ環境でできるか，それなりの魅力のあ

るところを作らないと，なかなかこの目標は難しいかなと思いますので，その点を考慮い

ただければ有り難いかなと思います。

（会長）

はい。ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。御意見。

もし，よろしければ，評価を決めようかと思いますが，いかがでしょう。

はい。どうぞ。

（Ｂ委員）

ちょっとお尋ねいたします。

22ページの593番なんですけど，徳島視覚支援学校や徳島聴覚支援学校，両校教員の連

携・協働による地域の学校等への相談支援回数というのは，特別支援学校が一般の学校へ

相談支援というのは，どういう内容なのでしょうか。

（会長）

はい。お願いいたします。

（教育委員会）

593番の件につきましては，徳島市内に徳島視覚支援学校，徳島聴覚支援学校がござい

ます。
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そこで，例えば，特別支援学級で聴覚とか視覚に障がいのある子のところに行って，そ

こで専門的な指導をするという形をとっております。

今回，数が減少した理由といたしまして，一般的に特別支援学級の生徒が減少傾向にご

ざいます。それは数としても，ここ数年で減少していること。それと，平成27年度に重度

の児童さんが徳島視覚支援学校に入校しまして，従来ですと，頻繁にきめ細かに通ってい

たのが，徳島視覚支援学校内で対応できるということになって減ったという，そういう要

因がございます。

（Ｂ委員）

特別支援の児童・生徒さんというのは，一般学校でもそういうクラスが各学校ともでき

て，非常によく支援してくださってますし，学童保育に関しても，私も大分，民生委員と

して関わったんですが，学童保育にも支援の方，いろんなサポートをしてくださってます

し。

ここは，上の就職率も100％で，これ○ですけど◎でないのかなというふうにも思って。

そうしたら，この評価はＡでもよいのではないかなというふうに私は思ったので，どうで

しょうか，皆さんの御意見は。

（会長）

「特別支援教育の推進」ですね。こちらの評価ですが，評価案ではＢとなっているんで

すが，Ａでもいいのではないかという御意見ですが。

（Ｂ委員）

592番は◎ではないのですか。22ページ。

（事務局）

すみません。ここの考え方なんですけれども，毎年100％という目標のところ，27年度

の実績が96.6％ということで，１年未達成であった時期がございますので。単年度の達成，

29年度は100％なんですけども，27年度が達しておりませんので，３年間の評価としては

○という形になっております。

あくまでも計算上の統一的な考え方が，この場合にはそうなっておるということでござ

いますので。

（会長）

いかがでしょうか。

特別支援教育，総合的に見てＡでもいいのではないかという意見ですが。

では，恐らく御異論もなさそうなので，こちらはＡというふうに評価を変更させていた

だければと思います。

Ａ委員さん，よろしいですか。はい。

（会長）
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そのほか，いかがでしょう。はい。お願いします。

（Ｅ委員）

評価とは関係ないんですが，基本的な質問でごめんなさい。

２ページですね。「グローバル人材の育成」のところなんですが，555番で，ほかは全部，

国際感覚というふうなことで統一をされていると思うんですが，なぜここに東京大学と京

都大学の進学者数が突然入ってくるのか。東京大学，京都大学の進学者数とグローバル人

材の育成というのは，何かストレートに関連しているのかどうか，ちょっとお教えいただ

きたいんですが。

（教育委員会）

教育委員会でございます。

上にございますスーパーグローバル大学というのは，今，全国で37大学ぐらいございま

す。そして，２つの型に分かれております。一つがトップ型，もう一つがグローバル化け

ん引ということで，このトップ型というのが世界ランキングトップ100を目指す大学とい

うことで，今この中に東京大学と京都大学が，トップ100に入っているということで，そ

の指標として定めているところでございます。

（会長）

この２つがグローバルな大学だということだと思います。グローバルな大学で学ぼう，

ということだと思います。

いかがでしょうか，ほかに。

では，評価をこの辺りで決定したいと思います。

基本目標６につきましては，こちらも評価案からの変更は１か所でございました。

重点戦略３「徳島の強みを活かす教育の展開」の主要施策２「特別支援教育の推進」，

こちらが評価案ではＢでしたが，Ａ評価に変更するということでございます。

それ以外は評価案のままということですが，これで評価を決定するということでよろし

いでしょうか。では，基本目標６の評価はそのようにしたいと思います。

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。

こちらも先ほどの基本目標５と同じように，評価案を作成いただきましたＡ委員から，

まずはお願いしたいんですが，よろしいでしょうか。

（Ａ委員）

ここも幾つかテーマがありますけれども，教育の問題にちょっと絞った形でお話させて

いただくと，当然ですけれども，やらないといけないことは平均値を上げるという話と，

それから，エリート養成というと言い過ぎかもしれませんが，上の方の人をもっと伸ばし

ていくと。将来のリーダーとなるべき人を育成していくと。

そこについては，例えば，先ほどのスーパーグローバル大学とか東大・京大とか，それ

からインターハイの入賞者数とかというような，比較的上の方の子をもっと伸ばすための

目標値，それに対してどう施策をとるかというところも，それはどうでもよいという話で
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はなくて重要だと思いますが，そうではなくて，普通の人というか，普通の子どもをどう

やって伸ばしてやるか。例えば，留学のところの話で言えば，実際に留学した数ではなく

て，留学をしようと思ったとか，留学を考えた子どもがどれだけいるかと。あるいはトビ

タテのところでも，先ほどＤ委員からお話ありましたけれども，実際に採用された数では

なくて，それに応募しようと思った人がどれだけいるか。

恐らく，その辺のところも数字としては，そういうのは客観的な数字では，あくまでも

思ったとか考えたとかやってみようと思ったなんていう数字などは捕捉できませんから，

実際の数字として捉えるのは不可能ですけれども。だけど，まずは，そこの，関心を持つ

とかモチベーションを高めるというところが非常に大事かなというところが一点と。

平均値の話で言えば，今日はちょっと，先ほどもあまり説明できなかったんですけれど

も，全国の学力調査の全国平均を上回る，下回るというところがあまり良くないと。それ

から，同様に，体力の方も全国平均を上回る種目数があまりよくないというようなところ

で，トップアスリートとかグローバル人材という訳ではなく，普通の子どもの学力とか，

あるいは体力というところの項目の評価があまりよくなくて，Ｃが付いてるようなところ

が多いと思いますので。そちらについてもＣが付いてるということは，単年度の問題では

なくて，ここ２～３年あまりよくないということになりますので。

やはり，リーダーの養成とかトップアスリートの養成も大事ですけれども，平均値を上

げるためのというような，普通の子どもを伸ばすようなところについての施策も積極的に

お願いしたいな，というのが意見です。

（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。

よろしいでしょうか。

それでは続きまして，基本目標７の評価に移りたいと思います。

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７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７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７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）

はい。それでは，まず基本目標７ですけれども，早速１ページのところで７－１－１「『ゲ

ートウェイとくしま』の推進」というところですけれども，618番「クルーズ来県者数」

のところが，これがちょっと少ないというようなところ。

それから，次のページ，２ページのコンテナ貨物取扱量。こちらについては，３年連続

で目標値を下回っているというようなことになりますので。
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ほかのところは達成されているものが多いのでＢ評価ということになっています。

それから８ページのところで，７－２－１「『ときめく♥とくしま』観光誘客戦略の展

開」のところですけれども，８ページの629番，年間の延べの宿泊者数というところが３

年連続目標値に達成していないというのと，ちょっと横ばいというか，若干，去年と比べ

て低下になっているというようなところ。

それから，その次のページ，９ページの632番のところ，体験型教育旅行の受入れ泊数。

これも３年連続未達成と。

それから11ページ，637番のところの観光情報サイトアクセス件数のところも３年連続

未達成。

それから，次の12ページの639番の「四国の右下・まけまけマルシェ」等による集客。

それから一つ飛んで，着地型旅行商品による入り込み客数の拡大と。ここについても，今

年度はちょっと未達成と。

それから13ページの641番の鳴門公園施設内での多言語表記の観光案内板設置率のとこ

ろは，目標値は平成30年には100％という形でぐんぐん伸びてますが，実績値は全く変化

なしというようなことにもなってますので，この７－２－１についてはＣ評価ということ

になります。

その次ですけれども，７－２－２ということで14ページ，次のページですが，14，15ペ

ージのところですけれども，「四季を通じた賑わいの創出」というところで，こちらにつ

いても，15ページのところの徳島マラソンのエントリー数だと思いますが，これも２年連

続未達成と，なおかつ実績値も減少していると。

それから645は，さっきも出てきた年間の宿泊者数というようなことになってます。

それから次のページのところ，16ページの一番下の647番のコンベンションの参加者数

と。恐らく，コンベンションの数と宿泊者数は，結構な相関があると思いますが，こちら

については，今年度未達成というようなことになってますので，評価としてはＣ評価とい

うことになっています。

ちょっと飛びまして26ページ，７－４－１からですけれども。「スポーツの振興による

にぎわいづくり」ということで，26ページの664番，関西マスターズスポーツフェスティ

バルの参加者数のところが３年連続目標値に対して未達成と。それプラス，昨年に比べて

結構な数字で減っているということになります。

ここも，それ以外のところは，もう一つあったかな。27ページの667番，徳島インディ

ゴソックスホームゲーム招待者数も２年連続目標値をクリアできてないというところもあ

ってということで，この項目についてはＣ評価ということになっています。

それから，次のページの２番の「競技力向上対策の推進」のところで，668番，国民体

育大会天皇杯順位ですけれども，これが30位台っていう目標値が３年連続未達成で，46位

で変化なしということになっているのと。

それから，29ページの669番のところは，これも先ほど出てきたものですが，高校の方

の体育大会，それから中学の方の体育大会，それぞれの入賞の数のところが目標値に達し

ていないということで，この項目についてもＣ評価と。

それから，次のページの「生涯スポーツの推進」のところですけれども，これも671番
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のところの総合型地域スポーツクラブの会員数のところが，これも３年連続未達成で，な

おかつ数字が昨年に比べると低下しているというようなところと。

それから，31ページの672番のイベント等助成数というところですが，これも２年連続

未達成で，なおかつ今年度は減少して，３年連続減少しているということで，この項目に

ついてもＣ評価ということになっております。以上になります。

（会長）

はい。ありがとうございます。特に御質問というふうなのはなかったかと思います。

それでは，議論の方に入っていきたいと思います。いかがでしょうか。

基本目標７でございます。

はい。お願いします。

（Ｄ委員）

すみません。ちょっと確認をさせていただきたいんですけども，８ページの629番で，

年間の延べ宿泊者数が28年度が238万人で，29年度が230万人で，８万人減となっているの

に対して，３ページの622番の外国人延べ宿泊者数が平成28年度が６万9,000人ぐらいで，

29年度が10万人を超えている，ということになってるということなんですけども，これを

そのまま考えると，外国人の方は増えているんだけども，日本人国内からの観光客がもの

すごく落ちている，という考え方でいいですか。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

今，お話しいただいたとおりで，外国人観光客については10万人と。昨年29年，暦年統

計で10万人を突破したところでございます。

一方で，宿泊者数全数ということになりますと，285万人という29年度の計画に対しま

して，230万人という内容でございます。

この際，先ほど保健福祉部がお天気の話をして恐縮なんですけども，ちょっと原因を分

析した内容を申し上げますと，28年度が４年に一度のうるう年ということで，お遍路さん

の逆打ち，逆側に回るという，そういった年で宿泊者が増えた反動があったのではないか

という部分と，先ほどのお話の中で，コンベンションの数も宿泊者数に大きく関係してく

るというお話がございましたけれども，コンベンションの誘致の件数，そして人数が２万

から３万減っているという部分で減少になっていると。

さらには，天候不順とか，あるいは台風の接近によって，秋の行楽シーズンの集客にや

や水を差されたという部分もございまして，実績230万という数字になっております。

なお，我々，30年度300万という計画を立てておりますけれども，それを立てた26年の

宿泊者数は287万人でございました。

その背景をかいつまんで二点だけ申し上げますと，徳島ヴォルティスがＪ１の昇格の年

ということでございます。それともう一つが，お遍路さんの遍路道開創1,200年という特

別な年。この二点が大きく宿泊者数を引き上げたということになっていると考えておりま

す。
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今年度，ちょうど観光審議会等を開きまして，観光振興基本計画見直しの年でございま

すので，これまでもこの場におきまして，あるいはそれ以外の現場において様々な意見を

頂いておりまして，それを我々，着実に事業に移していった訳でございますけども，現時

点におきまして，３年連続最下位というような結果になっておりますので，ゼロからのス

タートということで，これから，ピンチをチャンスに変えるべく頑張っていきたいという

ふうに考えております。以上でございます。

（Ｄ委員）

ありがとうございます。かなり難しい問題かなと思うのですけれども，宿泊者数，一番，

今，少ないんですよね，徳島県。二番目が，多分，奈良県ですよね。

去年，どこかで私，お話したかと思うんですけれども，奈良県は星野リゾートさんと手

を組んで，奈良県にいいホテルができたり，いろいろちょっと頑張ってまして，ワースト

２は抜け出そうという努力をされてるみたいです。

そういう大手グループさんと手を組むのもいいのかなと思うのですけれども，やはり何

とか，どこかポイントをつかんで客数を増やしたいな。で，マチ★アソビとかいろんなイ

ベントに関しては，多分，来ていただいてる人数は増えてるんですね。増えてるんですけ

ども，宿泊者数が減ってるということは，来るけど泊まらないっていう状態で。いろんな

意味で，明石とか便利になってしまって，ここに泊まらずに別に泊まるっていう方が増え

ているというのも分かるので，そういう方をいかに食い止めるかっていうことを考えてい

ただければ有り難いと思うのと，やはり外国人の方は，今後も，多分，増えていくと思い

ます。この方をいかにどこよりも早くキャッチできるかっていうところで，いろいろ，外

国から留学してきた学生とかに聞くと，日本に来たときに一番何が欲しいかと聞いたら

Wi-Fiと言いました。フリーのWi-Fiがないことにものすごく苦労してるみたいです。どこ

に行っても日本はそれで苦労するみたいなんですけれども，とりあえず徳島に来たら

Wi-Fiがつながるぐらいにできれば，ひょっとすると，それだけでうたい文句になる可能

性はあると思いますので，御検討のほどよろしくお願いします。

（会長）

はい。ありがとうございます。ほか，いかがでしょうか。

はい。どうぞ。

（Ｊ委員）

８ページの，今もお話ありましたけれども，宿泊者数の増加ということに関して，観光

客の受入れ等，なかなか政策がうまくいってないのかなっていうのが実感なんですけれど

も。中でも交通網の不備とかで，やっぱり車がないと生活ができないのが徳島県なんです

けれども，その中でおもてなしタクシーというもの，昨年から運用されたんですかね，確

か。おもてなしタクシーの利用状況等を教えていただきたいなと思います。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。利用状況でございますね。
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現在のおもてなしタクシーにつきましては，まず，おもてなしタクシーの認定試験とい

うのを行います。そして運転，おもてなしタクシーの運転者としてふさわしい方というの

を選考するという形でございまして，今のところ，30年３月，４月時点で18団体の71名と。

これだけの方がタクシーの運転者として登録されているということでございます。

実績というのは，使われた実績でございましょうか。ちょっとそれについてはどういう

計算の仕方があるのかという部分を含めて，現在，数字は持ち合わせておりません。以上

でございます。

（会長）

よろしいですか。

（Ｊ委員）

満足度を高めると書いてあるんですけど，まあまあ反響は呼んでいる感じなんでしょう

か。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

おもてなしタクシーの研修メニューの中には全ての項目が網羅されておりまして，運転

者自身の方も観光へ臨む姿勢というのが全然違っているということでございまして，我々，

旅行関係業者，ホテルの方とか，あるいは旅行代理店含めて現場で出前相談ということで

いろいろお話を聞く訳ですけども，その中では，合格ではないかというお話を頂くところ

でございます。

（会長）

はい。ほかにいかがでしょうか。はい。どうぞ。

（Ｋ委員）

ちょっと評価とは関係ないんですけれども，35ページの世界遺産の登録への挑戦という

ところで，遍路八十八箇所霊場ということで登録。これすばらしいことだと思うのですけ

れども，私は南の方に住んでおりまして，南の方でしたら薬王寺もあるのですけれども，

国道55号を遍路道として使って，よく通られている方も見かけるんですけれども。時々グ

リーンラインとかいうものを設けられて，そこを通るというところもあるんですけれども，

整備がされていないように思うのですね。かなり草も生えて通りづらくなって，見通しも

悪くなってるような気がするんです。

だから，世界遺産登録というのはよいのですけれども，やはり，整備という観点からも

見ていただいて。遍路道というのはこういうものなんだなというところを，もっと整備し

ていっていただいたらと思うんですけれども，それはどうですか。

（県土整備部）

はい。県土整備部でございます。
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御存じのとおり，国道55号は国土交通省の直轄国道でございまして，当然，維持管理は

国の方にする責務がございます。で，草が生えているという御意見は私どもも伺っており

まして，国に対して草刈りを密にしてくださいという話をしているところでもございます。

世界遺産登録を目指すに当たってそういったことがネックになるようでは困りますの

で，しっかりとこれからも申し入れ，そして歩きやすい，歩く方が本当に使いやすい道路

づくりというんでしょうか。そういったものに取り組んでまいります。以上でございます。

（会長）

ほかにいかがでしょうか。はい。お願いします。

（Ｆ委員）

30ページの総合型地域スポーツクラブ，これの実績で28年度から29年度は300人会員が

減ってるんですけれども。この総合型地域スポーツクラブって，例えば，この地域，コミ

ュニティの核となるスポーツということで幅が広いんですよね。家族で入っていたり，小

さな子も連れて入れるスポーツ。地域に密着したスポーツというふうには思ってるんです

けれども，この数値が１万2,000人を目標にしているんですけれども，それで３年間通し

て9,000人台ということで。人を増やすというよりも，会員を辞めたくないような体制作

りの方が大事じゃないかなと思います。

なぜかというと，地域のスポーツクラブに入ってない家，例えば，子供がスポーツ少年

団で野球をしている家だったら，結構，入ってなかったりするんですね。この総合型とい

うものに入ってなくて。例えば，家族が何もしてない。じゃあ，何かあるかなっていうこ

とで，この総合型があるんだなというので，入ってみたらバレーがあったり，野球があっ

たり，テニスをしてみたり，いろんなスポーツをしてくれてるんですね。

そんな中で子どもたちがスポーツをして，このスポーツ楽しいなぁと，野球したいなぁ

と思ったときに，じゃあ地区の，自分の地域の中のスポーツクラブに入ろうかなっていう

ふうになって，そこで会員を辞めるっていう家族も，多分，いると思うんです。この中に

は。

でも，何か，そうではくて。スポーツする家はスポーツするんですよね，総合型に入ら

なくても。お父さんが草野球をしている家だったら子どもも草野球している家もあるし，

それぞれなんですけれども。

総合型というのは，本当に地域のコミュニティの核という部分でのスポーツだというふ

うに思うので。それだったら，せっかく入ってくれた会員の方が，例えば，子どもが大き

くなったけど，私たちは会員のままでいたいっていうその魅力。そういうふうな方向性で

考えてもらえたらいいのかなって。生涯ということなので，おじいちゃんおばあちゃんも，

多分，入れるんですね。会員としてね。なので，そういうふうな感じで何か進めてもらえ

たらいいのかなっていうふうに思いますね。

やっぱり，会員が減るというのはさみしいので。増えるというよりも，ずっと会員のま

までいて，地域と一緒にコミュニケーションをとりながら，みんなでスポーツするという

ふうなことかなっていうふうに思うので。そちらの方，会員を辞めたくないよと思うよう

な体制づくりがどうなのかなっていうふうに，ちょっと思いました。
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（会長）

はい。もし，総合型地域スポーツクラブ，県民環境部。はい。御説明いただければと思

います。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

Ｆ委員から，総合型地域スポーツクラブについて御質問いただき，このクラブの特徴を

述べていただいたところであるんですけれども，家族で子どもから大人まで，そして，自

分の好きな種目や活動に，趣向やレベルに応じて参加できるプログラムでございます。我

々としても，健康づくりや家族のきずなづくりを含めて，非常に重要な事業であると考え

ております。

一方，先ほど委員からも話がございましたように，野球をされている方とか，スポーツ

はしているんだけれども，この中には入っていない人もいるというのも事実かなというよ

うに思っているところでございます。

参加目標に対して実績が若干少ないというのは，やはり少子化でございますとか，これ

から高齢化というところも，やはり影響してるのかなというところでございまして。我々

としても，今後この事業を，人を増やすために質的な充実を図ったり，健康で充実したス

ポーツライフを送ることができるように，ＰＲでございますとか，それから市町村とも連

携して，人数を増やす取組というのを進めていきたいと思っているところでございます。

以上でございます。

（会長）

よろしいですか。ほかに御意見いかがでしょうか。はい。どうぞ。

（Ｄ委員）

スポーツクラブの話が出たので，一点だけ私の意見も含めてなんですけども。

今，小中学校で，多分，課外授業をやられてて，そこで顧問の先生方が大変だっていう

記事が皆さんも御存じかと思うんですけども。小中学校で顧問が付いている部活をやって

いるって，それは，学校単位でいろんなことをやって，今年も甲子園があって，学校があ

るから応援するんだって，日本独特の文化があって，皆さん今までずっとやられているん

ですけども。

それが今現在，教員の方の負担に相当なっているということが，ここ数年言われてきて

いて。この問題をどう解決するんだということで，文科省の方からは，週に一回，平日一

回，休日一回は必ず休みなさいというお達しが今，来ているんですけれども，抜本的な改

革ではないんですね。基本的に，休みなさいというだけなので。

ちょっと国は違うんですけど，オーストラリアに行くと，実は学校単位でクラブ活動な

んてないんですね。基本的に地域クラブに全員が入るっていうことをやっていて，だから

学校の先生は教えるだけ。学校で課外授業なんてしないっていうスタンスを取っているら

しいんです。だから，そういう制度を作っているから，実はオーストラリアはオリンピッ
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クで人数が少ないのに金メダルをいっぱい取るというふうに言われているのですけれど

も。日本の今の制度ですと，かなり難しいんですけれども，可能ならば，こういうスポー

ツクラブを学校側がもう少し利用して，学校の先生の負担をもう少し減らしていただける

施策とか，方針を少し考えていただけると有り難いかなと。

今回の施策と全く関係ないかもしれないですけど，是非とも検討いただけると有り難い

です。

（会長）

はい。御意見ということで，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。

（Ｌ委員）

教えていただきたいことがありまして。15ページの644番のとくしまマラソンのエント

リー数というところで。私はマラソンとかはあんまり得意ではないので見たことがなかっ

たんですが，知人から聞くところによると，毎年エントリーするのに，エントリーできな

かった，間に合わなかったとか，落ちてしまったという話を聞いていたので，目標値を上

回るエントリーがあるのかなとずっと思っていたんですけれども，今回，これを見させて

いただいて，どういうエントリー方法なのか。聞いただけの話なので，実際その後でもエ

ントリーはできているのかどうかがちょっと分からないので，その辺の仕方を教えてもら

いたいところと。

今後のエントリー数を増やすためにということで，ランナーや大会関係者からの意見を

聞きながら取組方針を決めていくという中で，課題としてコース及びコース周辺の渋滞緩

和対策とあるので，この意見の中に，やはりここが重点的に出てきているのかなっていう

ところをちょっと教えていただきたいなと思います。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

今，とくしまマラソンのエントリー数のお話を頂いたんですけれども，とくしまマラソ

ンにつきましては，2016年大会からエントリー枠１万5,000人ということで運営を行って

いるところでございます。

エントリーにつきましては，インターネットとか，あるいはインターネットを使えない

環境の方は郵送でも受け付けられるということで，順番を見まして適正に選考といいます

か，審査しているというところでございます。

そして，いつも疑問に思われるところが，エントリー数が目標２万人というのに対して

１万5,000人のエントリー枠を設定して，エントリーの実績が29年であれば１万4,737人だ

ったということで，どういう目標と実績とエントリー枠の関係になっているかというのが

非常に分かりにくいところでございます。2016年，いろいろ，我々エントリー枠を増やし

て２万人を目指して取り組んだ訳ですけれども，やはり実態としまして，とくしまマラソ

ンのコースにつきまして，スタート地点の広さとか，あるいは堤防を曲がるときの角度と

か，あるいは橋を渡ってすぐに左に曲がるとかですね。安全面で様々な配慮をすべき点が
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ございまして，そういったことで我々自身，アウトプットとして数を増やす方法と，その

後，走った結果，アウトカムとしての満足度を増やす方法と，それらの，ある意味，板挟

みに陥った時期がございました。

我々としては，やはり安全面も含めたアウトカムというんでしょうか，満足度を追求す

るがために，１万5,000人体制といいますか，エントリー枠というのを現時点で採用しま

して，完走率をできるだけ高めるような工夫をしていると，そういった状況でございます。

以上でございます。

（Ｌ委員）

はい。ありがとうございます。

（会長）

よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。

それでは，基本目標７の評価を決めたいと思います。

基本目標７につきましては，評価案からの変更はありませんでした。したがいまして，

Ａ委員の評価案のとおりとしたいと思いますが，それでよろしいでしょうか。

はい。それではそのようにしたいと思います。

次に，総合的な意見，提言，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。

こちらも，まず，評価案を作成いただきましたＡ委員からお願いいたします。

（Ａ委員）

はい。今回の基本目標７のところについては，全体的なところで言うと，ちょっとＣ評

価が，多分，多かったと思うんですけれども。項目としては，当然，いろいろありますが，

集客に関係するところがウェートとしてはけっこう多いと。

中でも，その宿泊者数とかというような，どうしても目立つ数字のところが目標値に達

していないし，それから，項目として３年連続未達成というところが結構あったので。と

いう意味で，あまりよくない評価にはなってるのかなと。

それは，数値に基づいてということなのでやむを得ないと思うんですが，ただ，個別の

項目を１つずつ見ていくと，番号単位で言えば◎が付いてる項目が結構あって，それも集

客度が，観光に関わるところが結構あるということになると，恐らく，いろんな施策はさ

れているんだと思うんですけれども，一番目立つところがあまり数字がよくないので，全

体的にあまりよくないというような評価をせざるを得ないという側面があると思いますの

で。

つまり，当然，ミクロの問題で幾つかの項目を積極的にやっていくと。ただ，その結果

として，マクロの項目のところがうまいこといけば一番よいわけですけども。

というところでいうと，４年間での評価ということが，この会議の一応の結論だと思い

ますけれども，集客に関係するようなところは４年で終わる話ではないと思いますので。

これも５年，10年とか20年のスパンで考えたときにというところで，実績が上がらなかっ

たとしても，とにかく着実にというか，積極的に努力していただければなと。

全体で見るとあんまりよくないですが，これ，別の項目，番号のところでは評価できる
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ところが結構あったんじゃないかというところは，今回，議論にはあまりなりませんでし

たけれども，コメントさせていただきたいと思います。

（会長）

はい。ありがとうございます。

ほかに御意見いかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｃ委員）

評価にはあまり関係ないんですけれども，観光ということに関して，今，インバウンド

が日本全国で増えているということは，世界全体で海外旅行に行く人が増えたということ

がまず一点と。あと，なぜ日本にも来てくれるかというと，円安の影響があると。

その二点で，今はかなりインバウンドの観光客がどんどん，年々増えていっているとい

う状況であると思います。

その中で，世界の情勢がどうなるかとか，あと円の動きがどうなるかというのはまだま

だ読めないところで。そんなときに，日本に来てもらうとか，その中で徳島を選んでもら

うということになると，ここに項目で上がっておりますような史跡・文化財の活用とか，

文化の担い手づくりとか，スポーツしっかり振興しましょうねというのは，県民のためだ

けではなくて，そこで体験できるようなスポーツのイベントをするとかということも踏ま

えて，ここに書いてあるようなことを全てを着実にやっていっていただいているっていう

ことは，かなり心強いなというふうに思っています。

先日，ちょっとお話をしている中で，インバウンドで来た方，西の方に来た方のお話を

伺ったんですけど，地域の人と接して，そこで人と人との交流をするということにとって

も満足感を得ているというお話を伺っていますので，そういった取組はもう徳島県内いろ

んなところで行われていますので。今，宿泊客者数が少ないという一つの指標ではあるん

ですけれども，それは県だけで何かできる訳ではないので，県と，そういった取組をして

いる団体とか，あと民間っていうところと，しっかりと信頼関係を築けた上での連携をし

ていただきたいなというのと。

今後は，本当に，どんなインバウンドの流れとか，国内観光の流れになるか予想はでき

ませんので。そのときに，何かあったときに，底力のあるような資源の醸成，人材育成も

含めた資源の醸成を，私を含めてですけれども，そういうところでサポートしていただけ

たらな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。

（Ｈ委員）

観光のところで，宿泊客がやっぱりなかなか伸びないというのが一番大きな課題の一つ

だと思うんですけれど。県もいろいろ取り組んでいらっしゃって，今，やってらっしゃる
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施策の一つ一つを更に深めていただくというのも非常に重要だと思うんですけど，やっぱ

り，特にインバウンドを急速に増やそうと思えば，相当思い切ったことをやらないと，急

には増えないと思うんですよね，

今，県内，西の方はインバウンドが大分増えてますけれども，あれ，基本的には高松空

港に来た人たちが，行きやすい西の方に流れて，インバウンド客が増えているので。やは

り，一つは，国際線の定期便の就航というところが徳島はまだないので。それは，後発で

迎え入れるのはなかなか大変とは思いますけども，是非やっていただきたいのと。あと，

やはり，関空にたくさんインバウンド客が来てますので，関空からもっと容易に徳島に来

られるように，関空から格安航空を徳島に飛ばすとか。

昔，大阪の方と徳島の方とで船が運行していて，あんまり利用客が伸びなかったのでな

くなりましたけれども，今，関空にたくさん人が来てるという状況で，大分前とは変わっ

てきてますので，船のルートで関空に来た人を徳島に引っ張ってくるとか，そういうちょ

っと思い切ったことを実現させないと，なかなか大きくインバウンド客を増やすのは難し

いかなというのはありますので，是非，頑張っていただきたいのと，先ほど，Ｄ委員もお

っしゃったように，やっぱり魅力的な宿泊施設を徳島にもっと増やすというのも非常に重

要だと思いますので，是非，頑張っていただきたいと思います。

（会長）

はい。ほかにいかがでしょうか。

観光といいながら，あえて誰も触れないのかもしれないのですが，最後に，阿波おどり

関係の項目で言いますと，ちょうど645番に阿波おどりなんていう項目があり，しかもこ

れが宿泊と関連しているということになりますので，誰かが何かを言っておいてもいいの

かなと。そうするとＥ委員しかいないだろうと思うんですが。

（Ｅ委員）

今回，私は，必ずしも全部マイナスには捉えていなくて，例えば，総おどりっていうこ

とが全国的に共通認識として知れ渡ったというのは，けがの功名だと思うんですよね。

それは，ですから，今まで，もう共通の方程式，勝利の方程式として「阿波おどり」と

いうのがあった。でも，それが，やはり一つの曲がり角，過渡期を迎えていて，それが今

回のような，ちょっと内輪もめというか，あのようなことになったんだろうと思うんです

けれども。

でも，結果としては，阿波おどりが全国的に，よい方でなら良かったんだけれども，で

も非常に全国的に取り上げられたというのは，恐らく，今までになかったことじゃないか

なと思うんです。

ですから，昨日も記者会見で飯泉知事がお話されていましたけれども，これを一つの契

機として，大同団結して，もう一回，徳島にとって一番有力な観光資源ですので，県民全

体として盛り上げていくことが必要じゃないかなというふうに思います。以上です。

（会長）

ありがとうございます。
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直接に県の事業ではないとはいえ，やはり観光資源として，多分，徳島では，無視でき

ないといいますか，無視どころか大きなものだと思いますので。これが来年度の評価で宿

泊者の減という理由にならないことを期待したいなと思う訳でございます。

総合的な観点からの意見，提言，ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは時間の都合もございます。この辺りで終了したいと思います。

本日の会議内容について何か御意見等ございましたら，後日でも結構でございます。事

務局まで御連絡いただけたらと思います。

また，７月末の第１回会議で決定しましたとおり，本日御論議いただいた評価結果や基

本目標ごとの意見，提言等につきましては，事務局で整理をいたしまして，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た後，私が確認した上で県ホ

ームページなどで公表したいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

以上をもちまして，本日の議事を終わらせていただきます。

委員の皆様，長時間にわたってお疲れさまでした。また，終始御熱心に御論議いただき

ありがとうございました。

また，県の関係部局の皆様におかれましても，一言お礼申し上げます。ありがとうござ

いました。おかげさまをもちまして有意義な会議となりました。

それではマイクを事務局にお返しいたします。

（事務局）

会長さんをはじめ，委員の皆様には，長時間にわたりまして活発に御論議いただきまし

て本当にありがとうございました。

賜りました御意見，御提言につきましては，今後の県政運営にしっかりと生かしてまい

りたいと考えております。

本日までの３回の会議で，行動計画の評価につきましては終えていただきましたので，

次回は「ＶＳ東京『とくしま回帰』総合戦略」につきまして，８月30日の木曜日，午後１

時半から，当会議室にて開催させていただきますので，委員の皆様におかれましては，次

回につきましてもよろしくお願いいたします。

以上をもちまして，第３回の県政運営評価戦略会議を閉会させていただきます。

本日は，誠にありがとうございました。


