
資料３

「とくしま目安箱 優秀提言」表彰に関する要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，知事が行う「とくしま目安箱 優秀提言」表彰に関し，必要な事項

を定めるものとする。

（目的）

第２条 この表彰は，「とくしま目安箱」に投稿された意見・提言（以下「提言等」とい

う。）のうち，県政の推進に役立つ優れた提言等を表彰し，広く紹介することにより，

県民の県政への関心を高めるとともに，多くの建設的な提言等を募り，県政の発展を図

ることを目的とする。

（表彰）

第３条 表彰は，毎年度１回，表彰状を授与して行う。

２ 表彰の部門は，次のとおりとし，各部門において「最優秀提言」１件，「優秀提言」

１件以上とする。

（１）一般部門

（２）若者部門（４０歳未満）

（表彰の対象）

第４条 表彰の対象は，表彰を行う年度の前年度７月１日から当該年度６月末までに「と

くしま目安箱」に投稿された提言等とする。ただし，投稿者が匿名又は投稿者の連絡先

が不明である場合及び投稿者が提言等の表彰を希望していない場合は対象外とする。

（審査）

第５条 「最優秀提言」及び「優秀提言」は，県政運営評価戦略会議において審査し，選

考の上，知事が決定するものとする。

（選考の基準）

第６条 選考に当たっては，以下の項目について審査するものとする。なお，（３）の実

現可能性については，担当部局の意見を参考にするものとする。

（１）有効性 県政の推進に資するものであること

（２）必要性 社会的なニーズがあること

（３）実現可能性 実現可能性が高いこと

（その他）

第７条 この要綱で定めるもののほか，必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は，平成２５年７月１６日から施行する。

この要綱は，平成３０年６月２７日から施行する。

この要綱は，平成３０年１１月１９日から施行する。



資料４

とくしま目安箱に寄せられた「県民からの優れた意見・提言」

○一般部門（全２件）

得票順 項目 意見・提言の内容 備考

徳島県の 徳島県の今後のイメージ戦略として，体験型スポーツを県を

今後のイ 挙げてのコンテンツとして取り上げるべきだと考える。

メージ戦 県として，各地で行われているスポーツのマップ作りやツア

１
略につい ー企画，大鳴門橋を通ってのサイクリングコース構想があると

１０票
て 聞くが，各地のサイクリングコースの整備や，山間部にはクラ

イミングできる場所やハイキングコースの整備をしてはどうか。

徳島県が先駆けて徳島スポーツパーク構想を発信し，阿波お

どりなどのインバウンドツアーに結びつけばと思う。

高齢ドラ 新聞記事によると，高齢ドライバーによる交通事故が増えて

イバーの いることを受け，東京都がアクセルとブレーキを踏み間違えた

２
ブレーキ 際に急発進を防ぐ装置の取り付け費用を補助する方針を表明し

５票
踏み間違 た。

い防止に 私の親も高齢ドライバーなので，こうした装置をつけてあげ

ついて たいが，公的な補助がなければ費用が高額なため難しい。ぜひ

検討をしてほしい。



○若者部門（全４件）

得票順 項目 意見・提言の内容 備考

麺フェス 徳島には，徳島ラーメン・半田そうめん・鳴ちゅるうどん・

の開催に 祖谷そばなど，様々な種類のご当地麺が存在する。しかし，こ

ついて れらの有名店を巡ろうとすると時間とコストがかかるため，各

１ 麺の有名店を集めた麺フェスタを開催してほしい。 ９票

現在，Ｂ級グルメなどのご当地のグルメが流行っているので，

この機会に，徳島の認知度を広める活動を行うと良いのではと

考える。

徳島オリ 今や四国最大規模のイベントに成長したとくしまマラソンや，

ジナル補 ビルドアップ事業により更なる強化が期待される自転車王国と

給食の開 くしま等，徳島県の種々の取組によって，スポーツレクリエー

発につい ションの気運が高まりつつあると感じている。

２
て そこで，提案として，地元の特産品などを使用した徳島オリ ４票

ジナルの補給食を開発し，イベント等で販売してはどうか。試

合での使用はもとより，土産品としても人気が出るのでは。阿

波ふうど協賛企業やベンダー，大手製薬会社などと共同開発す

れば，栄養素や味にこだわった地場感のあるすばらしいものが

できあがるのではないか。

ブロック 大阪の地震でブロック塀が問題となっている。行政は県民へ

塀問題に の模範となる塀のあり方を考えていくべきである。

ついて 徳島独自の藍色のフェンスや県産材を活用した木製の塀，コ

ンクリートブロックの場合も地域の子どもや住民に絵を描いて

３
もらったり，控え壁を設けない高さにして外側土地に植栽を植

える，ＲＣ造の壁は意匠を凝らす，町並みが優れた地域には築

地塀等，日本古来の壁を採用する。

まずは，県，市町村には補助金，県民には公募型抽選での補

助を採用するなどして，全国に誇れる徳島独自の塀の政策を設

けるべきである。

食品ロス 飲食店で余った商品を定価より安く提供するというウェブサ

を減らす イトがあるが，主に首都圏の店舗に限られている。そこで，徳

ウェブサ 島版の同じようなサイト製作を提案する。

イト作成 年間何トンの食品ロスがあるだとか，国連援助量の倍だとか

４
について 聞いても，それを実生活の中で意識して過ごし，かつ，行動す

ることは容易ではない。しかし，こういったサイトがあれば，

飲食店の商品を低価格で購入できるため，県民自らすすんで行

動し，結果的に食品ロスを減らし，社会貢献につながる。

また，それにより，県民全体の食品ロスに対する意識の向上

も推進できると思う。

※得票数は次点まで記載



表彰
年度

提言タイトル 提言内容
委員投票

結果
表彰
区分

表彰
実施

備考

阿波踊り
USTREAM配
信

　鳴門市と徳島市阿波踊り開催期間中に，ＣＡＴＶで生放送してい
る内容を，インターネットへＵＳＴＲＥＡＭ配信等できないか。徳
島県と阿波踊りのＰＲになると思う。

13 × 辞退

野菜摂取量の増
加のための　ご
提案「徳島鍋」

　野菜摂取量増加のため，徳島県産の野菜，肉，魚介などを利用し
た「徳島鍋」のレシピを公募して，野菜１日350ｇ食べるという
啓蒙活動を行ってはどうか。

11 ○ 優

「おもてなし」
について

　「東京オリンピック」開催決定の際に「おもてなし」が話題に
なったが，徳島（四国）の財産である「お遍路さんへのお接待」を
「おもてなし」として発信し，五輪に役立てることはできないか。

7 ○ 優

三好市をアク
ティビティの街
に

　ニュージーランドのクイーンズタウンはアクティビティの拠点と
して，バンジージャンプ，ジェットボード，クルーズ，星空ツアー
などを楽しめる。多くの観光客を呼ぶために，景観保護や安全性確
保など課題をクリアし，宿泊施設やアクセスを整備することによっ
て，これらを大歩危や祖谷周辺で実施できないか。

6 ○ 優

徳島の芸術の芽
をつなごう

　出羽島，海南文化村，神山に三好市のマチトソラ，ＬＥＤアート
や万代埠頭など，芸術の取組みが県内各地でスタートしている。こ
れらをまとめたホームページの作成や，近県のアート施設や道の駅
へのチラシの配付など，他県へ発信してはどうか。

6 × 匿名

公共交通機関利
用促進のために

　バスや汽車に自転車を乗せられるようにすれば，出発駅まで自転
車で行くことができ，さらに着いた先から好きなところに自転車で
行けるので，出勤するのにも汽車が利用しやすくなると思う。

7 ○ 優

県民の誇りの回
復と観光促進の
ために

　徳島は汽車であることを恥じず，全国にもっとアピールするべき
ではないか。眺望の雑木林などの手入れの徹底，最先端のおもてな
しの取組み，駅弁，県産野菜などのフレッシュジュース，鳴門金時
の焼き芋や，立ち食い徳島ラーメン屋等々観光に向けた取組みを促
進して欲しい。

7 ○ 優

Ｔ・Ｋブランド
藍グッズの新デ
ザイン募集につ
いて

　新デザインの藍グッズを県民から募集し，開発・商品化し，販売
すれば，東京オリンピックエンブレムとの相乗効果が期待できるう
え，県民の藍ブランドに対する関心，意識が大幅にアップすると思
います。

9 ○ 優

民泊について

　阿波おどり期間中，通訳ボランティアをしたときに，ホテルが予
約できなくて，髙松から期間中毎日通っていたと聞きました。徳島
でも阿波おどり期間の前後だけでも，空いているアパートやマン
ションで民泊ができたら良いと思います。

8 ○ 優

徳島空港の新規
路線の誘致につ
いて

　徳島空港を便利に使わせて頂いているが，新規路線として，小型
機等で，徳島空港と那覇空港／新千歳空港への定期便の就航依頼を
行ってはどうか。特に那覇空港は，文理大学には沖縄出身の学生が
多いと聞くし，沖縄旅行へ行くために高松空港/神戸空港/伊丹空港
/関空を利用していく県人も多い。県立高校の修学旅行での活用推
進とセットで誘致活動を行えば就航可能な気もするので，ぜひ誘致
活動の程お願いしたい。

9 ○ 優

環境・省エネ対
策で，東京に対
抗しよう

　東京都が，家庭の白熱電球とLED電球を交換するという取組を
発表した。スマートエネルギー都市と題し，環境に優しい都市作り
を目指しているようだ。LEDと言えば，本県も「ご当地」と言っ
て良いくらい関連があることから，東京に対抗して，LED製品購
入の補助制度を作ってみてはいかがか。

6 ○ 優

資料５

「とくしま目安箱　優秀提言」表彰　過去の実施状況　（参考）
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表彰
年度

提言タイトル 提言内容
委員投票

結果
表彰
区分

表彰
実施

備考

徳島阿波おどり
空港へのＬＣＣ
誘致について

　国際線の就航が始まったが，このままでは四国や関西圏に来る観
光客だけになってしまう。もっと空港を活用するため，四国に来た
観光客がLCCで関東へ，東北へ，北海道へ，九州へ，また，その
逆ルートで四国へ。四国のLCC起点空港になると，ホテルなども
増え，活性化につながる。
　また，県民も各地域との行き来が増え，ビジネスでもプライベー
トでも充実した”暮らし満足度”アップにつながると思う。

13 一般 ○ 最優

徳島阿波おどり
空港やTurn
Tableでの藍染
め製品販売につ
いて

　県内の障害者授産施設では，藍染めなどの製品を製造・販売して
いるが，生産量も僅かであり，採算ベースにはほど遠い。
　そこで，徳島阿波おどり空港や渋谷区Turn Table内に
awanowaブランドのショップを開設してはどうか。藍染め製品
は，県外客の方がより興味を示すし，高級品だが，施設製造であれ
ばよりリーズナブルな価格設定が可能となる。
　いったん製品の良さを認識してもらえば，専門業者の高価格帯の
製品販売につながると考える。

8 一般 ○ 優

兵庫県との自動
車以外の交通確
立について

　国道２８号線は神戸市と徳島市を結ぶ国道だが，大鳴門橋は軽車
両（原付バイク・自転車）では往来できない。淡路島はサイクリン
グやツーリングのメッカとして人気で，神戸や姫路などの方が淡路
島まで観光に来たら，ちょっと徳島も行こうかな…ともなる。
　大鳴門橋や渦潮を堪能しながら対岸まで渡れる観光船を利用した
り，大橋の３車線のうち１車線を軽車両専用にする方法や，淡路島
南IC～鳴門北ICに軽車両を運搬できるバス（トラック）を定期路線
便として営業するなど，どんな車両でも四国～関西を気軽に往来で
きるようにして欲しい。

7 一般 ○ 優

徳島阿波おどり
空港への国際路
線の就航につい
て

　徳島阿波おどり空港に国際路線を就航させられないか。単発の
チャーター機でなく定期便なら地元の雇用も生まれるし，メリット
はあると思う。隣の高松空港は国際便が毎日飛んでいるので，徳島
でも絶対にやってもらいたい。

11 若者 ○ 最優
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