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令和元年度 県政運営評価戦略会議（第２回）

１ 日 時 令和元年８月２日（金）午後１時３０分から午後４時２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。） 飯泉 嘉門 知事

石田 和之 田中 稔 監察局長

伊庭 佳代 金井 仁志 危機管理部副部長

植田 美恵子 新居 徹也 政策創造部大学・産業創生統括監兼副部長

加藤 研二 藤本 真路 経営戦略部副部長

近藤 明子 山根 泰典 県民環境部副部長

坂本 真理子 島尾 竜介 保健福祉部副部長

田村 耕一 春木 尚登 商工労働観光部副部長

鳴滝 貴美子 森口 浩德 農林水産部副部長

南波 浩史 藪下 武史 県土整備部副部長

久岡 佳代 竹岡 幸子 出納局副局長

藤原 学 竹岡 正雄 南部総合県民局副局長

桝本 久実 大塚 二朗 西部総合県民局副局長

仁木 伸一 企業局副局長

東條 正芳 教育委員会事務局副教育長

平松 淳 警務部企画課企画調整官

佐々木 季裕 監察局次長

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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■開会

（事務局）

それでは，ただ今から，令和元年度，第２回県政運営評価戦略会議を開会いたします。

私，この会議の司会を務めさせていただきます監察局長の田中でございます。よろしく

お願いいたします。

議事に先立ちまして，飯泉知事から御挨拶をさせていただきます。よろしくお願いしま

す。

（知事）

今年度に入りまして，本日は２回目となります県政運営評価戦略会議を開催させていた

だきましたところ，石田会長をはじめ，皆様方には大変お忙しい中，また，大変お暑い中，

御出席を賜りまして誠にありがとうございます。

さて，徳島県では，平成27年度から４か年，県政の運営指針であります「新未来『創造』

とくしま行動計画」，これに沿う形で様々な施策を展開してまいりました。おかげをもち

まして，多くの目標を達成することができたところでありました。その意味でも，委員の

皆様方の様々な御指摘に対し，心から感謝を申し上げたいと存じます。

そして，新たな行動計画が，このたび，策定されたところであります。

今，日本全体が「人口減少」，あるいは，「災害列島」と，二つの国難に見舞われている

ところであります。

また，こうした中で，地方創生，こちらにつきましても，平成26年９月３日にスタート

を切ったところでありますが，国，地方を挙げて進めていく総合戦略。こちらも５か年計

画の最終年次を今，迎えているところでありまして，いよいよ来年度からは，新たな第２

期計画，これにチャレンジしていくことが方向としては定まっているところであります。

ということで，新たに定めたところであります「『未知への挑戦』とくしま行動計画」，

こういう表題になっておりますが，これがいよいよテイクオフとなるところであります。

しかし，その意味でも，これまで４年間努めてまいりました「新未来『創造』とくしま

行動計画」。これをしっかりと「総括評価」，これを行っていく必要がある訳でありまして，

その「総括評価」の結果，これを生かしまして，新たな行動計画の，例えば進め方であっ

たり，着眼点であったり，大きな方向性であったり，こうしたものを新たに定めていけれ

ばなと，このようにも考えるところでもあります。

特に，今，「人口減少」。この中で難しいのが「東京一極集中」をなかなか是正できない

というところであります。

確かに，若い皆さん方が就学，就業を期に東京をはじめとして，千葉，神奈川，埼玉，

いわゆる「東京圏」の方に吸い寄せられてしまうのですね。それもそのはず，彼らが行き

たいと，あるいは，やってみたいと思う場が「東京圏」にあるからであります。

日本の名だたる企業の本社がほとんどと言ってよいほど「東京圏」にある。そこで，我

々全国知事会としては，これらの本社を地方へ，できればゆかりの地へ回帰をしてもらう

ことはできないだろうか。地方拠点税制なども作り上げたところでありますが，なかなか

その移転がままならない。
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それもそのはずでありまして，もし，仮に，地方に移った場合には，霞ヶ関，この国の

統治機構である何々省，何々庁，これらとの情報連携の関係で同業他社に後れを取ってし

まうのではないか。そうした危惧があるからであります。

そこで，地方創生の中では「指名方式」，「手挙げ方式」という形で，この中央省庁の地

方移転，これを進めていこうとしたところであります。

しかし，従来は，元々あった文化庁，これの京都移転が2021年の４月に，このような方

向が定まっていただけであります。

しかし，徳島としては，その創設に関わった消費者庁，こちらを指名させていただきま

して，平成29年７月24日，ここと同じフロア，県庁の10階に「消費者行政新未来創造オフ

ィス」として，54名規模で３か年の移転の実証を行ってきているところであります。

その結果，６月21日，地方創生を進めていくヘッドクォーターであります「まち・ひと

・しごと創生本部」の方からの「まち・ひと・しごと創生基本方針」，こちらが閣議決定

されたところであります。

そして，この中では，３か年の実証，これが大変効果が出た，成果が上がったというこ

とで，来年度，令和２年度，2020年度から，この拠点を，まさに恒常的な拠点として，ま

た，今の規模を拡大をし，新たな機能を付加をして，そして消費者行政，消費者教育，新

次元のものを「本庁機能」として進めていくと，こうした方向が出されたところでありま

す。言わば，文化庁の京都移転の１年前に，本格的な，まさに本庁機能といったものが，

ここ徳島で展開をされる運びになったところであります。

また，もう一つの国難であります「災害列島」。昨年は６月から９月までの間，直下型

の地震が相次いで。また，風水害が。このような状況となりました。そうした意味で，徳

島におきましては，県議会から２年連続で公共事業，特に，県土強靱化を進める予算，平
じん

成29年度と対比して，30年度に100億，そして30年度から令和元年度に向けてまた100億と，

全会派の共通提案がなされたところであり，県といたしましては，それをしっかりと進め

ていこうと，平成30年度については対昨年128億，また，維持管理の部分についてはその

「枠外」として，こちらは県政史上初の50億円を。また，そのレベルの上がった平成30度

の当初予算と対比をして，平成31年度，令和元年度の当初予算については119億円を，そ

して，その「枠外」となる維持管理は62億円とさせていただき，平成29年度と令和元年度

の対比で言いますと，県土強靭化を進めていく意味での公共事業，247億円の増，829億円

とさせていただいたところであります。

また，こうした県の努力だけではなかなか県土強靭化，また，国難を迎え撃つのは難し

いであろうということで，徳島から全国知事会を通じまして提言をさせていただき，そし

て，年に一度，首相官邸で行われる政府主催の全国知事会議，こちらにおきまして，一定

の期間を持った，また，規模を持った対策が国から示される必要があるのではないだろう

か。そうした結果，安倍総理が，これに正面から応じていただきまして，平成30年度の補

正予算から令和元年度，令和２年度と，防災減災，国土強靭化に向けた３か年緊急対策が

７兆円で講じられたところであります。

こうした未来を予測する方向性が出されることによりまして，県内の，例えば，建設業

の皆さん方も人を雇い，あるいは，機械を買い入れることができる。

また，県土強靭化によりまして，今までは必ず水が出て，なかなか土地取引が難しい所
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の資産価値が増し，不動産取引が大きく広がるということで，実は，非製造業，こちらの

メインプレイヤーが建設業，不動産業となるところでありますが，もちろん，この中には

観光業も入っておりますが，これらが製造業を上回る形で徳島の場合には伸びているんだ

ということが，日銀の高松支店の方からも御報告があったところであります。

言わば，公共事業，県土強靭化の新たな付加価値，つまり，県民の皆様方の生命，財産

を守るというだけではなく，資産価値を高めていくという新たな効果がここに実証をされ

たところであります。従来は，ストック効果などと国，地方を挙げて言ってまいりました

が，そうではなく，県土強靭化，公共事業の新たな役割として，県民，国民の資産価値を

上げていく大きな役割がここに，徳島から示されたところでもあります。

こうした形で，徳島におきましてはこの二つの国難，まずは処方箋として今申し上げた

点をしっかりと進めていく中で，まさにこれからの日本全体の「未知の世界への挑戦」の

羅針盤を構築する。そうした期待が高まっているところであります。

この期待にしっかりと応えていく４か年の行動計画。このようにも考えるところであり

ますので，これまでの４年間の行動計画の総括を，是非，委員の皆様方にしていただきま

して，これをしっかりと「未来への挑戦」，「未知への挑戦」の羅針盤へしたためることが

できればと。是非，よろしくお願いを申し上げまして，私からの冒頭の御挨拶とさせてい

ただきます。

それでは，石田会長はじめ，皆様方，どうぞよろしくお願いいたします。

（事務局）

ここで，知事は公務のため退席させていただきます。

（知事）

それでは，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

（事務局）

それでは，これより議事に入ります。

議事の進行につきましては，石田会長にお願いいたします。

（会長）

はい。それでは，引き続き当会議の会長を務めさせていただきます，関西大学の石田で

ございます。皆様，よろしくお願いいたします。

さて，本日は本年度最初の評価になりますので，議事に先立って「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あと，議事１「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）
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（会長）

ありがとうございました。

それでは，ただ今から基本目標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の概要等について御説明

を頂きたいと思います。

お願いします。

（総合政策課）

「新未来『創造』とくしま行動計画」基本目標１の概要の説明（別冊）

（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）

それでは，案につきまして，簡単にですが御説明させていただきます。

今年度につきましては，最終年度ということになりますので，評価基準に基づいてとい

うことで，比較的と言いますか，機械的に近いような形で評価はさせていただきました。

ですから，当然，その後の議論のところでＡＢＣについての議論をしていただければと

思いますが，私の方からは，どちらかと言いますと，個別の指標につきまして，過去４年

辺りの動きがどういう数字になっているのかについての幾つか意見と，それからそれにつ

いての御質問をさせていただきたいと思っておりますので，そちらを中心にお話しさせて

いただいて，そのあと，委員の方々の議論につなげていただければというふうに思ってお

ります。

一つ目ですけれども，ページで言いますと11ページの所で，主要施策の４番，公共交通

の維持・発展ですが，ここにつきましてはＡという評価でよいのではないかと思っている

のですが。その中の30番ですけれども，基本的な目標値についてはクリアされているので

はないかということですが，ただ，どうしてもこの文脈の所で言うと，隣の高松空港のよ

うな所のイメージがどうしてもチラチラしますので。ということからすると，徳島阿波お

どり空港について，目標をクリアしているからそれでＯＫという訳ではなく，今後も一層

の拡大ということが望まれると思いますので，何か具体的な動き等がありましたら教えて

いただきたいなというふうに思っております。

それから，次の13ページの主要施策１番の移住・交流施策の推進の所で，36番なのです

けれども，転入・転出者の数が主要指標にはなっていますが，32年人口に向けてというこ

とになっているので評価からちょっと外れている形になっていると思うのですけれども，

それ以外の14，15ページ，16ページ辺りに関して，ここの項目についてはほとんどが目標

達成されていると思いますので，評価に関してはＡでよいというふうに思っております。

ただ，先ほどお話した網掛けになっている転入・転出者数が，基本的にはほぼ横ばいと

いうか，均衡ということは多分ゼロの方に持っていくということになると思うのですが，
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あまりその方向にはなっていないということになると，そこからあとの44番ぐらいまでの

施策については，目標はクリアされているという意味でやっている方向としては間違って

ないという評価でよいかと思うのですが，ただ，一番肝腎と言ってよい，その数字自体が

なかなか相変わらず転出，マイナスになっているということは転出超過ということだと思

いますので，そうなっているということについてどう解釈したらいいのかと。つまり，幾

つかのここでの施策のやり方が，目標はクリアされているけどそれが正しいのかどうかと

いうようなところが一つと。

それから，もう一つは，こういう施策をやっているので，目標値は均衡ということにな

っていますけれども横ばい程度で済んでいると。本来だったらもっとマイナスになってい

るところが，この程度のマイナスで済んでいる，あるいは，横ばいで済んでいるという意

味の評価をしてよいのかということについて，部局の方でどのように解釈されているのか，

ちょっとお伺いしたいなというふうに思っております。

それから，次に17ページです。17ページの主要施策２番の農林水産業に集まる「ひとの

流れ」の創出という所なのですが，ここについてはＢ評価というふうにさせていただきま

した。

その中で45番ですけれども，45番の新規就農者数，上から二つ目になりますけれども，

ここの新規という人は具体的には，例えば，県内の，地元の人がここに参入することによ

って数字が増えているのか，それとも県外，よそから来た人が新規という形でやっている

から数字が増えているのかと。もし，データがあるようでしたら教えていただきたいとい

うことと，それから，数字は確かに増えているのですけれども目標値まで達していないと

いうことについて，何か原因が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っ

ております。

次に23ページになります。主要施策１番の成長分野等における企業誘致の所，番号で言

いますと61番の網掛けになっている主要指標ですけれども，ここは目標達成ということで

Ａ評価でよいと思うのですが，本社の誘致数が順調に増えているのですが，ここについて，

なぜというか，順調に数字が増えている要因みたいなものがありましたら，教えていただ

きたいなというふうに思っております。

次に25ページです。「頑張る中小企業」の取組推進ということで，評価につきましては

Ｂ評価というふうにさせていただいています。

その中で65番なのですけれども，取引成立額なのですが，これが年によって実績値の方

がかなり大きく変動しているというか，ばらついているように思うのですが，ここに何ら

かの要因があるのか。そのバラツキの原因というか要因について，もし，分かるようでし

たらお教えいただければというふうに思っております。

それから35ページです。子育て機能の向上ということになります。

89番と90番の所ですけれども，まず，89番の待機児童の所にも関わりますけれども，潜

在保育士の就職率，89番の一番下にありますけれども，ここが上がらないというか，低迷

しているというか，この原因があるようでしたら教えていただきたいということ。

それから，90番の方の放課後児童クラブのところなのですけれども，放課後児童クラブ

へ行っている児童の数は増えているのかどうかが分かれば。ここはあくまでもクラブの数

と支援員の数になっていますので，実際に行っている児童の数が分かればということでＣ。
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数字としてなかったとしても，感覚的に増えている，減っているというようなところがあ

れば教えいただきたいかなというふうに思っております。評価についてはＣ評価というふ

うにさせていただいております。

飛びまして，43ページのところです。県の行財政改革の推進の所の一番上の112番です

けれども，網掛けになっている主要指標ですが，実質公債費比率が徐々に減ってきている

ということで，評価についてはＡということにさせていただいてますが，この比率が下が

ってきている，うまいこと行っていると言ってよいかと思いますが，順調に行っている原

因みたいなものがありましたら，右にも少しあるのですけれども，少し具体的にお教えい

ただければというふうに思っております。あるいは，その前に比べて，つまり，かなり比

率が高かったものが下がったということですから，以前の高い時期と比べてどういう違い

があるのかというようなところを教えていただければというふうに思います。

最後に53ページです。主要施策の７番のマイナンバーの所ですが，ここについてはＣと

いうふうにさせていただきました。番号としては145番の個人番号カードの保有者数です

けれども，ここについてもなかなか目標値は達成できていないということと，それから，

順調に数字が増えているともなかなか言いにくいというような状況ですけれども，増えて

いない原因，一般論としてはいろいろ言われていると思うのですが，徳島県としての何か

個別の事情等が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っております。

僕の評価につきましては，以上になります。

（会長）

ありがとうございました。

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分終了の予定でございます。議事の都合上，基本目標１の評

価については14時40分頃をめどに終えたいと考えておりますので，御協力をお願いいたし

ます。

では，Ａ委員さんから幾つか質問を頂きましたので，この質問に対して部局から説明を

頂こうかと思うのですけれども，関連するところで，もし，他の委員の皆さんからありま

したら，まずはお願いしようかなと思うのですが。またあとで遡っていただいてもよいの

ですけれども，Ａ委員さんからの説明を聞いていて，関連してこういうこともどうなんだ

ろうなということが，もし，ありましたら。

（Ｂ委員）

よろしいですか。

（会長）

お願いします。

（Ｂ委員）

13ページの移住・交流施策の推進で，徳島県の移住者数，番号36番で実績値が出てまし

て，確かにかなり増えてきていて，これを実現をするために実に県もいろんな施策をたく
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さん打っていらっしゃるので，何となくふだんのニュース等を見ていても，県内の移住者

は相当増えているのだろうなというイメージがあったのですが。

数字を見て，確かに増えているのですけれども，よその県も自分の所への移住策という

ものをすごく一生懸命やっていて，どこかで見た記憶があるのですが，もしかしたら違っ

ているかも分からないのですが，四国のほかの県に比べて，移住者数の増え方はそうでも

なかったような数字を見た記憶がありまして。ですから，よその県の頑張りから見たらど

うかという点も非常に重要なので，徳島県の移住者数は確かに増えておりますが，四国の

他の県の移住者数の増え方のデータ等があったら教えていただければと思います。

（会長）

ほかにいかがでしょうか。

お願いします。

（Ｃ委員）

11ページの公共交通の維持・発展の所なのですけれども。評価的にはＡでよいと思うの

ですけれども，最近ＪＲ四国さんから，どれぐらいの費用便益というか，お金の収支計算

が出て，四国でもうかっているのは瀬戸大橋だけで，あとは全て赤字ですという評価が出

ていると思うのですけれども。そこから考えますと，乗車人数とか，どれぐらいの人が利

用しているかとかいうところの評価が，これを見るとあまり見られない。

キャンペーンに参加したとか，パーク･アンド･ライドをしている場所が何か所かという

ことは分かるのですけれども，それによってどれぐらいの人が公共交通を利用して移動し

たかとか，増えたかということが分かれば，そちらを評価の基準にしてもよいのかなと思

うので，分かる範囲でよいのですけれども，その辺も教えていただければありがたいです。

（会長）

ほかにいかがでしょうか。

では，Ａ委員さんから頂いた質問と併せまして，今，Ｂ委員さんとＣ委員さんからあり

ましたので，これらも含めて部局の方から順番に御説明いただければと思います。

事業の番号の順番で御説明いただけたらと思います。30番の徳島阿波おどり空港の就航

路線，それと，今，Ｃ委員さんからございました，ほかの言い方をすると，インプットで

はなくアウトプットの指標があればと，そういうふうな質問かなと思うのですが。

お願いいたします。

（県土整備部）

県土整備部でございます。

先ほど，30番のところで，徳島阿波おどり空港の需要拡大の関係，それから公共交通の

維持・発展ということで御質問を頂きました。

徳島阿波おどり空港につきましては，以前からの国内線の話，それから，昨今の海外線

の話，二つの課題というか，内容があると思っております。

東京－徳島線につきましては，皆様御承知のとおり現在１日11往復，ダブルトラック化
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ということで，増便の努力をしてまいりまして，現在に至っております。

その後も機材の大型化とか，そういったものについて引き続きの努力をさせていただい

ておりますし，また，福岡線につきましても，一度，１往復ということがございましたけ

れども，現在，２往復に拡大させていただいております。

また，札幌線につきましても，季節の定期便という形になりますけれども，昨日からま

た，今年の便が開始されまして，御利用いただいているところでございまして，８月の１

か月間でございますけれども，週３往復ということで運航させていただいております。

それから，国際線ということでございます。これにつきましては，指標で挙げさせてい

ただいているとおり，就航の都市数につきましては，今年ということで，これまでにホノ

ルル，ロシアのウラジオストク，ハバロフスク，それから台湾，香港というところで，チ

ャーター便につきましても目標達成させていただいております。

ただ，先般からいろいろと報道も増えておりますとおり，これにとどまらず，当面，香

港について，現在，県を挙げて取り組んでいるところでございまして，昨年，季節定期便

でございましたけれども，12月19日から３月30日までということで就航させていただきま

した。

それで，今年度につきましても，５月の末にこれまでの事務当局の顔の見える交渉とい

うことで，頻繁に香港の方へ出向かせていただきまして，真摯な形で交渉を続けさせてい

ただき，また，５月の末には知事自ら香港に出向きまして，直接の担当者と交渉を重ねた

結果，昨年度に引き続き，また，拡大した形で，香港季節定期便を再度就航することがで

きる運びになりました。

これにつきましては，昨日の徳島新聞さんにも報道していただいたとおりでございまし

て，昨年に比べましてまた拡大をしたということで，更なる努力をしていきたいと思って

おります。

徳島阿波おどり空港につきましては，昨年118万4,868人ということで，これまでの最高

の人数を記録したところでございます。国内線はもとより，国際線につきましても，今度

の季節定期便のみならず，更に努力を重ねていって，一日も早い通年の運航ということで

取り組んでまいりたいと思っております。

当面につきましては，今，努力しております香港便を主眼と考えておりますが，徳島県

につきましては，インバウンドといたしましては香港が最大の対象国でございますけれど

も，昨年のデータで言いますと35パーセントが香港からのお客さんでございましたが，そ

の次に台湾と，また，中国，そういったところが14パーセントということで，かなりの方

が来られております。

こういったところも踏まえまして，しっかりと取り組んでまいりたいと思っております

ので，今後ともいろいろとよろしくお願いいたします。

（会長）

Ｃ委員さんからは，空港だけではなく，公共交通機関というふうなイメージだったかと

思うのですが，もし分かればお願いいたします。

（県土整備部）
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ＪＲということで御質問を頂きました。

地域公共交通の課題ということでございますが，鉄道ということで，昭和62年当時に約

5，500万人でございましたものが，平成28年度の数字でございますけれども，約4,600万

人，16パーセント減ということで，そういった減少傾向が顕著な形で続いておるというこ

とでございます。

これに関しまして，県といたしましても，先の６月議会でも，モーダルシフトとか，そ

ういったものを加味しましたことで，公共交通機関についての新たなビジョンを，パブリ

ックコメントも経まして策定したところでございます。

これによりまして，より効果的な，効率的な公共交通機関の在り方について，これから

も提示して，地方のインバウンドにおきますと二次交通というような言い方をしますけれ

ども，県内の外国人観光客のみならず，県民の皆様の公共交通機関の利便性を高めるとか，

最適化を図っていきたいというふうに，現在，検討しているところでございますので，御

理解のほどよろしくお願いいたします。

（会長）

例えば，パーク・アンド・ライドの利用者数とか，そういうのもあったかと思うのです

が。もし分かりましたら。

（県土整備部）

失礼いたしました。

パーク・アンド・ライドにつきましては，現在の県内での取組ということで，具体的な

名称を挙げますとニシキヤ鴨島店さん，それからフジグラン阿南店さん，ゆめタウン徳島

店さん，フジグラン北島店さん，フジグラン石井店さんに御協力いただいているところで

ございます。

失礼しました。ニシキヤさんにつきましては，令和元年６月までの契約ということで，

現在では中止しているところでございます。

駐車台数につきましては，それぞれ20台から10台ぐらいということでお願いしていると

ころでございます。

（会長）

先ほど，5,500万人と数字を出していただいたのですが，あれは四国全体の数字でよい

のですか。

（県土整備部）

はい。ＪＲ四国ということでございます。

それからパーク・アンド・ライドの実績でございますけれども，全部合わせて４店です

が，７名ほどの需要ということで，なかなか進んでいないというのが現状でございます。

（会長）

ありがとうございます。
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スムーズに，適宜進めていきたいと思いますので，お願いいたします。

それでは，続きまして36番，13ページの移住に関連するところでございます。

お願いいたします。

（政策創造部）

政策創造部でございます。

まず，転入・転出者数についてでございますけれども，これは2020年までに転入・転出

者数の均衡を目指すいうことで，平成27年７月に策定されました「ｖｓ東京『とくしま回

帰』総合戦略」の基本目標の一つでございまして，挙県一致で取り組んできたところでご

ざいます。

また，国においては2020年までの東京圏の転出者の均衡というところで目標に取り組ん

できたところでございますけれども，御承知のとおりと思いますが，2018年の結果におき

ましては，東京圏への転入超過数が地方創生の取組開始時の約10万人から約14万人に拡大

したところでございまして，国におきましても目標達成は困難という見解を示しておると

ころでございます。

このような中で，本県におきましても，転出超過数が近年約2,000人前後という形で推

移する厳しい状況ではございますけれども，これまでも移住施策をはじめとする「とくし

ま回帰・加速」に向けた取組を展開してきておりまして，昨年は過去最高の1,402人の移

住者数を記録したところでございまして，様々な取組で地方創生の効果が確実に出ており

まして，その結果，転出超過は現状維持で踏みとどまっているというような認識をしてい

るところでございます。

今後におきましても，地方だけの取組ではなかなか難しいところもございまして，国の

方でも，去る５月21日に閣議決定されました「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」に

おきましても，地方拠点強化税制ですとか，政府関係機関の地方移転，こういったものに

対しまして，あらゆる施策を導入して取り組んでいくという内容が盛り込まれているとこ

ろでございます。

本県におきましても，これまでの施策を更に拡充しながら展開していくというふうに考

えておりますけれども，特に，転出につきましては，やはり，大きな原因が進学，それか

ら就職。これが大きな二つの起点になっているところでございます。

ここのところを何とかしたいということで，昨年度から国の交付金，全国で７つしか採

択されていない訳ですけれども，大学の振興と若者の雇用機会の創出をするという事業が

国の方で採択されまして，徳島としては，新しい光，可視光以外のＬＥＤを開発，若しく

はこれを社会実装することによって，徳島大学が世界のトップクラスの光のアカデミーに

なるということと，それとその応用製品を県内企業が使うことによって就職先も作ってい

くというような取組を始めておりまして，これも５年間で50億という多額な投資をしまし

て取り組んでいる事業でございます。

こういった取組によって，今後，転出の超過を抑え込んでいきたいなというふうに考え

ております。

もう一点，Ｂ委員から四国の移住者数の御質問を頂いたところでございます。

ちょっと数字が多いので，例えば，30年度だけの数字を申し上げますと，香川県が1,69



12

7人，愛媛県が1,715人，高知県が1,325人，徳島県が1,402ということになっておるところ

でございます。

以上でございます。

（会長）

ありがとうございます。

Ａ委員さんからの，本当はもっと転出が多くなるところ云々，施策の効果がというのは，
うんぬん

例えば，この計画を作った時に，もともと社人研の将来推計，人口の予測があって，転入

者数，転出者数，それぞれ予測値があると思うのです。

それと，例えば，現在のこの転出超過も差引きであって，それぞれ転入者，転出者とあ

ると思うので。当初の予測だと転入者がこれぐらいで，現在の転入者がこれぐらい。当初

の予測だと転出者がこれぐらいだけど，現在これぐらいですと。何か，そういう比較で，

もし，教えていただけると分かりやすいかなと思うのですけども。

多分，すぐには出てこないと思いますので，あとでもよいので分かったら。

（政策創造部）

ちょっとお時間をください。

（会長）

そうすると，機械的な予測と言いますか，放っておいたらこうだったということと比較

ができるかなとは思います。多分，Ａ委員さん，そういう数字が欲しいのかなと思いまし

た。

それでは，続きまして，Ａ委員さんからの質問で，事業番号45でございます。ページで

言うと17ページです。こちらの方，新規の就農者数についてです。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

Ａ委員さんから，新規就農者数の具体的な状況についてというふうな御質問を頂戴いた

しました。

この行動計画の期間，27年から30年までの間に，新規就農者数でございますけども515

名という実績になっております。毎年毎年，増えた分を足していったら，この４年間で51

5名の方に新規就農していただいたということになっております。

この方々の県内，県外の分類でございますけども，県内から就農された方が428名，率

にして83.1パーセントという状況です。一方，県外から，ＩターンでありますとかＵター

ンによりまして就農していただいた方につきましては87名ということで，16.9パーセント

となっております。

どういう所からお越しになられたかということでございますけれども，やはり，近畿が

一番多ございまして，87名のうち33名が近畿から。その次に関東から13名，そして中部地

方から11名という順番になっているところでございます。

あと，プラスの情報といたしまして，この515名の方々，年齢はどうだったのかという
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ところでございますが，40歳未満の方が382名ということで，74パーセント余りでござい

ます。

また，この515名のうち，新規学卒者ですね，学校卒業されてすぐに就農された方は93

名と少ない状況でございますが，一方で，農業分野に新規参入していただいた方というと

ころで申しましたら295名となっているところでございます。

私どもといたしましても，数値目標でございますけれども，平成24年度から国において，

新規就農者に対しまして給付金を交付する制度を創設しました。また，県におきましては，

25年度からアグリビジネススクールを開校いたしまして，人材育成をすると。そういうふ

うな新規就農環境の整備を踏まえまして，このような数値目標を立てさせていただいたと

ころでございます。

ただ，一方，この計画期間内の社会状況を大きく見てみますと，まさに有効求人倍率が

一つのポイントになろうかと思います。26年には御承知のように全国平均が1を超えた。

さらに，28年６月には沖縄が１を超えて，47全都道府県が１を超えるという状態になった

ところでございます。

これは何を示しているかと申しましたら，慢性的な人手不足に加えまして，更に農業分

野におきましても，他の業種との競合が出てきだしたというふうなところでございまして，

この計画期間中，人材確保が非常に難しい中で，私ども，農業の魅力でありますとか可能

性，そういうようなところを十分発信し，農業希望者を発掘とか確保する取組が十分伝わ

らなかった部分があるのではないかというふうに要因は考えている次第でございます。

今後，私どもといたしましては，これまでの取組を更に加速化するための新たな観点と

しましては，女性でありますとか，それからアクティブシニア，こういう方々も対象にリ

カレント教育を充実いたしまして，新規就農者の確保に向けて取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。

以上でございます。

（会長）

よろしいですか。

（Ａ委員）

すみません。時間がないところ申し訳ないですけれど，今の数字でいうと，県内で８割

以上ということなのですけれども，ただ，そこの属性について。ちょっと細いかもしれな

いですけれど，元々家が農業をやっていて，だけど私はサラリーマンになりましたと，子

供さんが。その人が家を継ぎますという場合は，新規の定義に入るのですか。

（農林水産部）

新規参入者の定義でございますけれども，元々農家出身の子弟の方で，ほかの産業に従

事していて，その後，親とは別に農業に就いた。こういう場合は新規参入ということでカ

ウントさせていただいております。

（Ａ委員）
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ありがとうございました。

（会長）

よろしいですか。

では，続きまして，事業番号61番，23ページになります。本社機能誘致数の件でござい

ます。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

本社機能誘致数が増えているというところの御説明をさせていただきます。

国によります地方拠点強化税制が導入されております。それに加えまして，本県独自の

取組といたしまして，この税制との相乗効果を図るために，魅力あるオーダーメード型の

優遇制度を構築しております。

少し具体的になりますけれども，平成27年度に製造業における本社機能移転促進事業の

補助率を25パーセントに拡充し，情報通信関連企業，そしてサテライトオフィスの本社機

能移転に関する補助金事業を創設いたしております。

続きまして，28年度には，本社機能移転したサテライトオフィスの体制強化に対する補

助メニューを更に創設いたしまして，続いて29年度には本県への本社機能移転を促進する

ための，その税制との相乗効果をより発揮できる制度に改善したという部分で，企業の本

社機能拡充に対する支援メニューを創設しております。

こういった企業サイドのニーズに沿った，いろいろ本県独自の補助制度などというイン

センティブを，県主催の企業誘致フォーラムでありますとか，ホームページ，それから企

業訪問等で，逐次的確に企業への情報提供を行ったということが，今回の実績といいます

か，誘致が進んでいるといったことに結びついているものと認識し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。

それでは，続きまして，今度は事業番号65番，25ページでございます。取引額の変化に

関するところ。

（商工労働観光部）

引き続き，商工労働観光部でございます。

取引成立額の年におけるばらつきについての御質問でございますが，本県の強みといた

しましては，自動車関連産業の部品加工でありますとか部品供給という，機械金属関係の

企業さんが多数ございます。

そこで，商談会等で，マッチングでありますとか，ビジネスの話になりますと，どうし

ても相手さんの企業から部品の加工でありますとか，部品の試作でありますとか，そうい

った割と細かい部分，ロットがあるものが最初から来る訳でなく，最初のうちは少し小さ
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めな発注というのが現実的に多いというふうに聞いております。

そこで，いろいろ，加工の困難性でありますとか特殊性を鑑みまして，直ちにできるも

の，できないもの，そういったことが現場の取引では起こってまいりますので，年ベース

で区切りますと，どうしても年によってばらつきが出てしまうというのが現状でございま

す。

以上でございます。

（会長）

どうぞ。お願いします。

（Ａ委員）

そうすると，相対で取引する時の相手の都合という話であって，例えば，マクロ的な環

境に依存するということはあまりないという解釈でよろしいですか。

（商工労働観光部）

本県の，やはり，その受注というか，製造，中小企業の方々の仕事のやり方としては，

従来の取引の流れのある以外の新規の部分については，そういった取引から入っていくの

が通例でございます。

（会長）

よろしいですか。

それでは，続きまして，この事業番号89番と90番，35ページでございます。子育てに関

連した所です。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

潜在保育士の就職率，それと放課後児童クラブへの児童数共々説明させていただきます。

保育現場から離れている有資格者を対象に保育現場を体験する機会を設け，保育現場の

現状や仕事の内容等に関する理解を深め，就労につなげる事業，これがまさしく潜在保育

士の就職に対する事業でございます。

平成29年度，30年度につきましては，保育職場体験事業は参加減少となっております。

お手元の資料，35ページ資料の中段，潜在保育士の保育所等への再就職に向けた取組とい

うことで，実は，平成27年度潜在保育士職場実践訓練事業，この事業につきましては，国

の事業を活用しまして36名の参加がございました。

この事業につきましては，３か月の仮就職の期間を設けた事業でございまして，非常に

効果的な事業でございました。

この事業を県としても引き続き実施していこうということで，28，29，30と実施したと

ころでございますけれど，この期間につきまして，県単事業であることもございまして，

３日間の就職体験ということで短期間でしたところ希望者がやはり減じたということで，

平成30年度，３名に対して１名ということで，就職率が33.3パーセントになったというと
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ころでございます。

県民環境部といたしましては，27年度事業も踏まえた中で，28，29，30，これらを検証

しながら，今後についてどのようにしていくかと同時に，保育士の確保を重点的に行って

いく中で，例えば，今年度以降につきましては，アクティブシニアの活用，保育助手，保

育支援員等についてアクティブシニアを活用しながら保育所の環境改善，これらもやって

いきながら，あわせて，昨年度につきましては，保育士登録者にアンケートを行いながら，

就労状況など，個人情報につきまして本人同意を頂いた上で，住所地の市町村などへ，例

えば，就労希望のある方について御紹介をするなど，潜在保育士の再就職促進に向け，引

き続き市町村と連携して行っているところでございます。

それと，放課後児童クラブへの児童数が増えているかということで，お手元資料35ペー

ジの90番の最下段にございますように，放課後児童クラブの設置数につきましては，平成

27年度実績152クラブから平成30年度174クラブと，順調に増加しているところでございま

す。

その中で，児童の登録数につきましては，平成27年度6,388名，平成28年度6,768名，平

成29年度7,360名，平成30年度7,834名と，増加しているところでございます。

この辺りにつきましては，核家族化，それから共働き等，家族の現状のニーズが増大し

てるところから増加していると，そういう要因になった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。

それでは，続きまして112番，43ページでございます。実質公債費比率。

（経営戦略部）

それでは，経営戦略部からお答えをさせていただきます。

実質公債費比率につきましては，その算定方法でございますけれども，まず，分子の方

に県債の償還額，基本的に県債の償還額が来まして，分母の方に標準的な財政規模という

数字が入ってきます。

お尋ねの低下してきた主な要因でございますけれども，分母の方は基本的に以前からほ

とんど変わりはないんですけれども，ひとえに分子の方の県債の償還額が減少してきたと

いうことでございます。

具体的に申し上げますと，現状では12.8パーセントという数字ですけれども，ピークの

時には，平成24年度でございますが，21.4パーセントという数字でございました。それか

ら６年連続で減少してきているというところです。

分子の方の公債費ですけれども，これにつきましても，ピーク時には800億円前後あり

ました公債費が，現状では500億円ちょっというところで，300億円以上の減少になってお

りますので，このような数字の減少になっております。

これも，財政構造改革基本方針を定めまして，その中でこの実質公債費比率等の目標を

定め，その目標達成に向けて頑張ってきた成果が出ているのかなというふうに考えており

ます。
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以上でございます。

（会長）

それでは，145番，マイナンバーカードに関連して，53ページでございます。

お願いいたします。

（政策創造部）

政策創造部でございます。

マイナンバーカードの保有者が増えないということでございます。

現在の状況を申し上げますと，今年度の６月30日時点におけるマイナンバーカードの申

請件数は9万7,430件でございまして，この中で既に交付済みの枚数は8万1,452枚。人口比

で言いますと，10.8パーセントとなっているところでございます。

内閣府の世論調査でございますけれども，マイナンバーカードの取得率が低い原因とい

たしましては，マイナンバーカードの利便性を実感できる場面が少ないこと。それから，

マイナンバーや個人情報の取扱いについて理解が進んでいないことなどが挙げられており

ます。

本県といたしましては，これまでも新聞ですとか広報誌，ホームページ，それから民生

委員や行政相談委員などに対する出前講座だとか，こういったところで様々なＰＲ活動を

行ってきたところでございまして，また，このマイキープラットホームの積極的な展開に

よりまして，県立図書館の貸出しカードとしての利用ができるとか，クレジットカードの

ポイントを地域の商店街で利用できる自治体ポイント，「徳島県ポイント」と言っていま

すけれども，こういったところを推進してきたところでございます。

今後におきましては，国の方の施策でございますけれども，令和２年度，来年度でござ

いますけれども，経済対策として，購入した自治体ポイントにプレミアムを付与する自治

体プレミアポイントというものが始まりますし，また，令和３年の３月から健康保険証と

しての利用が始まる訳でございます。

国の方におかれましては，令和４年度にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有す

ることを想定してマイナンバーカードの普及を強力に推進することとしておりまして，県

におきましても，国，市町村と連携して，取得促進について積極的に取り組んでまいりた

いというふうに考えております。

なお，すみません。先ほどの人口でございますけれども，今，手元にバックデータがご

ざいませんので，申し訳ございません。

（会長）

はい。一通り，Ａ委員さんからの質問で，関連してＢ委員さんとＣ委員さんからのもの

にも部局から御説明を頂いたところですが，このほか，御質問など，また，ここから本格

的に議論，評価に入っていくことになりますけれども，特に，評価に関連して，Ａになっ

ているけれどもＢではないかとか，ＣになっているけれどもＢではないかとか，Ａ委員さ

んの評価の案に対する御意見などありましたら，お願いいたします。
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（Ｄ委員）

35ページの主要施策３の所なんですけれども，先ほど御説明いただいた89番につきまし

て，待機児童の解消というところは，これは全国的な問題で議論がずっとなされてるとこ

ろではあると思うのですけれども，なぜゼロにならないのか，どこの自治体も，というと

ころがあると思うのですけど，このメカニズムとしては，待機児童がどんどん減っている，

じゃあそこにちょっと移り住もうかとか，減ってきているから私も預けてみようかという

ふうに，潜在的な需要がどんどん顕在化するという意味で，減ってはきているのですけれ

どもゼロにならないというようなメカニズムがあって。もちろん，ゼロを目指していただ

くことが重要かと思いますので，目標としてはこのまま維持していただいたら大変助かる

のですけれども，実績値としてゼロにはならないというようなところ，ある程度そのメカ

ニズムを考えると致し方ないのかなというような気がしております。

この89番の一番下の所で，先ほど御説明いただいたように，27年度に国の取組として，

すごく手厚い取組がなされて，そこで，もしかしたら，ずっと就職したいなと思っていた

人たちが一気に参加して就職が可能になった。それで次の年から参加者が減ったという意

味を考えると，そこまで悪い数字ではないのかなというふうに読み取ることができるかと

思います。

そこで，27年度の国の政策がなくなって，それから３年度にわたって新たな取組がなさ

れたということがないのであれば，それはちょっと，もう少し考えていただく必要がある

かと思うのですけれども。そういうところを鑑みますと，私は，ここはＢ評価でもよいの

かなという考えでおります。

いかがでしょうか。

（会長）

いかがでしょうか。この主要施策３，子育て機能の向上という所ですけれども，Ｂでも

よいのではないかという意見でございます。

この潜在保育士の所は，先ほど御説明もありましたけれども，28年度以降，状況が変わ

っていると。これは，状況だけではなくてその結果，数字もきちんと上げていただいてい

るのですけれども，３分の１とか，３人のうち１人とかというこれは，わざわざパーセン

トで表すのもどうかなという感じかもしれないです。もしかすると，設定の仕方として何

人という目標でもよかったような事業なのかもしれないなと思うのですが。

また，続け方として，先ほどの御説明の中にも今後の取組の仕方を考えていくとあった

のですけれども，このまま続けて，また今度は２人のうち１人なら50パーセントなのかと

か，そういう世界になっているのかもしれないとすると，ちょっと続け方は工夫をした方

がよいのかなと思うのですが。

（Ｅ委員）

個人的なお話をさせていただいて恐縮なんですが，私には孫が３人おりまして，７歳，

５歳，３歳。小学校２年生の女の子と，幼稚園の年長の女の子と，３歳の男の子です。毎

朝，夏休みになりましてからも，私と妻とで送っていくのが日課になっています。

それで，住んでいる所は石井町なのですが，体感温度として，非常に良くやっていただ
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いているなという感じを受けております。

だから，自分の家で子どもを育てるというのではなくて，どんどん，いわゆる学童，そ

れから幼稚園のそういうところ，それから認定こども園も含めて。

特に，徳島市近郊の市町村では，人口増を狙って，それぞれの自治体が県と連携しなが

ら，非常に真剣に取り組んでいるという状況があるので，私もＢでよいのかなと思います。

（会長）

ほかの委員さんからいかがでしょうか。

もし，異論がなければ，案としてはＣだったのですがＢにしようかと。Ａ委員さん，い

かがですか。よろしいですか。

では，こちらはＢ評価というふうにしたいと思います。

そのほか，いかがでしょうか。お願いします。

（Ｆ委員）

25ページの「頑張る中小企業」の取組推進なのですけれども，先ほど65番がばらつきが

あるという，その要因のお話を頂いておりましたけれども，年間2億2,000万，30年度は2

億3,800万という数字が出ておりまして，28，29と下がっておりますけれども，それなり

の努力が見込めたのではないかというふうなこと。

それから，ファンド支援額が2億7,300万ですか。ここも30年度，最終年度までかなり努

力しているというふうなこと。

それぞれ年間ノルマ目標ということですけれども，Ａ評価でもよいのではないかという

ふうに思いました。

それと，続いては。

（会長）

お願いします。

（Ｆ委員）

雇用の場の確保の27ページ，28ページの所ですけれども。特に，74の介護保険サービス

事業所従事者数なんですが，いずれも計画を下回っておりますけれども，取組の成果内容

を見てみますと，介護職員一人当たり3万7,000円相当の加算の拡充が行われるとか，さら

には，消費税の関係も含めた勤続10年以上の人たちの８万円相当，平均ですけれども処遇

改善。全国的な話ですけれども，そういう努力をされていると。

あとは，周知をどれだけ事業所にしていくかということが問われてくると思いますけれ

ども，そのことも含めて，ここもＢ評価からＡ評価に変えてはどうかというふうに思いま

した。

それから。

（会長）

どうぞ。
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（Ｆ委員）

あと一点だけですけれども，29ページの75番の所で，地域創生人材育成事業による訓練

者数。これも計画を下回っておりますけれども，右の方の就職者数が，28年度は167のう

ち129ですか。29年度が135のうち107ですかね。そういうふうに，就職率としては77パー

セント，79パーセントということですので，訓練者数も重要ですけれども，その訓練者が

どれだけ就職したかという，そのことも大切だというふうに思いますので。ここも△では

なしに〇にすれば，ＣからＢ評価に変わるのではないかというふうに思いまして。

以上，三点につきまして，ランクアップをお願いしたいというふうに思います。

（会長）

数値目標の達成度というところは機械的にするのかもしれないのですが，評価のところ

は，そういうことも踏まえて，ＣではなくＢに引き上げるというところで議論できればと

思います。

３か所，御意見あったのですが，いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

よろしいですか。

最初の「頑張る中小企業」の取組推進の所はＡでもよいのではないかという御指摘があ

りまして，その御説明も伺っていますと，私もＡでもよいかなと思います。

そこの66番，例えば，とくしま経済飛躍ファンドによる支援額が，平成29年度と30年度

は２億超えてますけれど，27年度と28年度が２億下回っているのですけれど，これはいろ

んな案件が出てきた中で，ここに支援して，お金の使い方として効率的な効果を生む案件

かどうかを議論して，それで決める支援ファンドなので。多分，27，28年度は，案件の中

に，そんなにお金を出して本当に効果があるのか，みたいなものが結構あったので２億い

っていないと思うので。ただお金を出せばよいということでもないので，厳密に審査して

出しているということであれば，全然２億を下回ってもよいと思いますので，ここは，全

体の「頑張る中小企業」の取組推進も，ＢではなくてＡでよいのではないかなと思います。

（会長）

ほかにいかがでしょうか。

Ｂ委員さん，その次の，例えば，雇用の場をＢからＡ，そして就労支援Ｃ。こちらは現

状維持，それともＦ委員さんからの意見を踏まえて。

（Ｂ委員）

Ａでもよいですよ。はい。

（会長）

分かりました。

Ａ委員さんいかがでしょう。よろしいですか。
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では，３か所です。重点戦略３の主要施策２です。「頑張る中小企業」の取組推進，こ

ちらをＢからＡ。そして，その次の主要施策３，雇用の場の確保，こちらをＢからＡ。そ

して，その次の主要政策４，就労支援と職業能力開発の充実，こちらをＣからＢというふ

うに変更しますが，よろしいですか。

はい。ではそのようにします。

ほかにいかがでしょうか。お願いします。

（Ｇ委員）

34ページの安全安心な出産体制の充実です。

項目自体すごく少なくて，機械的にするとＢ評価だと思うのですけれども，87番のとこ

ろだけが〇になっておりまして，共通診療ノートの活用医療機関ですよね。これ，96.4パ

ーセントでほぼほぼ達成できてて，上がっていますし，あとはこの共通診療ノートに加え

て，確か平成30年度から防災ノートというものもこのノートに付けられていて，妊産婦さ

んたちからは好評だという情報を得ているのですけれども。御家族の方とか，災害時の妊

婦さんへの応対の仕方とかを考えられて，そういうものが30年度から付けられていると聞

いています。

非常に項目少ないのですけれども，ここの評価はＡでもどうかなと思いました。

（会長）

いかがでしょうか。

安全安心の出産体制の充実ですけれども，評価の案としてはＢだったのですが，Ａに引

き上げてはどうかという御意見です。

よろしいですか。ではこちら，重点戦略４の主要施策２，安全安心な出産体制の充実，

こちらをＢからＡに変更します。

ほか，いかがでしょうか。よろしいですか。

それでは，時間に御配慮いただいて，というところもあるのかもしれないのですが，よ

ろしいでしょうか。

では，この辺りで基本目標１の評価を決定したいと思います。

Ａ委員さんからの評価案から変更になった箇所が幾つかございましたので，そちらを確

認します。

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ＢからＡ。

そして，同じく重点戦略３の主要施策３，雇用の場の確保，こちらをＢからＡ。

そして，同じく重点戦略３，主要施策４，就労支援と職業能力開発の充実，こちらをＣ

からＢ。

そして，重点戦略４，主要施策２，安全安心な出産体制の充実，こちらをＢからＡ。

そして，同じく重点戦略４，主要施策３，子育て機能の向上，こちらをＣからＢに変更

する。

それ以外は評価案のままという具合にしたいと思いますが，いかがでしょうか。

＜異議なし＞

はい。では，そのように決定します。
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次に，総括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の主要施策についてＡＢＣ評価を行うこととなる訳ですが，

４年間の成果を改めて振り返りつつ，今後の最終評価に鑑みた諸課題や問題点の指摘，あ

るべき方向性の助言，今後の展開への希望，要望など御意見，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委員さんから，もしありましたら，お願いいた

します。

（Ａ委員）

この基本目標１も，幅広い分野になっておりますので，二つだけということで。

一つは，先ほども議論があった待機児童の問題ですけれども，先ほどのお話のように，

待機児童自体は，積極的に子供のため，親のためとやればやるほど，もしかすると，じゃ

あ預けようかという人が出て，新しい需要が出てきてしまうためにゼロにならないという

状況になっているかとは思います。

だけれども，ゼロにするという目標は，ハードルとしてはすごく高いとは思うのですけ

れども，これについては積極的にというか，かなりやる必要があるだろうし，この部分は

他の所の雇用の問題とも当然に関係してくる。つまり，保育園に関係するような雇用の話

だけではないし，それから国の方の働き方改革の話にも当然に関係してくるということに

なると思いますので，一つの数値としても，待機児童の問題は本当に積極的にやっていた

だきたいというふうに思いますし，結果が出るまでの時間というのは，できるだけスピー

ドが必要だということがあるかと思います。

それから，もう一点は，質問させていただいた企業誘致ですけれども，目標という意味

においてはクリアされているということで，積極的にされているのは当然ですけれども。

評価するという方向で非常に良いと思うのですが。

ただ，これもよく言われるような，いろんな企業に対する補助政策が永遠に続く訳でも

ないかもしれないというときに，企業側は，当然，いろんな事情で離れていく可能性もあ

るしと。それから，当然，その企業の理屈というものは，色んな要因によって行動すると

いうことになりますので。ということになると，誘致する企業の規模が大きければ大きい

ほど，雇用等を含めた地元経済に対する波及は大きいですけれども，反対に，その企業が

出て行くか，あるいは出て行かなくとも浮動化させることによってマイナスの影響も大き

いということになると思いますので。

新たな企業を誘致するという方向性は間違っていないかとは思いますけれども，その次

の，次善の策ということも，当然，考える必要があると思いますしと。

ただ，一般論として，企業誘致はなかなかうまくいかないと言われているところを，徳

島県においては比較的うまくいってると言えるかと思いますので，今後も努力していただ

ければなというふうに思います。

以上です。

（会長）

ほかに御意見いかがでしょうか。
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お願いします。

（Ｄ委員）

先ほど，公共交通のところで徳島阿波おどり空港についての議論があったかと思うので

すけれども，自衛隊との兼ね合いもあって，ほかの所と単純に比較するのはかなり難しい。

それは，Ｃ先生がよく御存じのとおりなのですけれども，その中でも本当にたくさんの

施策を打たれていて，とってもよいなと思っておりましたので，これを今後，民間ともっ

と協働していただきながら，積極的に取り組んでいただきたいなと思いました。

もう一点，ここのページで，キャンペーンの参加人数があって，そこからどうなったの

かという，インプット・アウトプットという問題と，プラス，アウトカム指標まで考えて

いただいて，次の計画を立てていただけたらというふうに思います。これはここだけでは

なくて，全体に対することでございます。

以上でございます。

（会長）

ほかに。お願いします。

（Ｆ委員）

二点ございまして。

その一つは魅力ある地域づくりの推進というところで，Ａ評価で頑張っておられるとこ

ろなのですけれども，特にサテライトオフィス進出地域の拡大でありますとか，集落再生

につながる取組の事例，30事例12市町村と。そういう計画になっておりますけれども，計

画を超えておりますけれども，12市町村は県下半数ですので，あとの半数のところが，や

はり，少し見えてこないということもありますので。それぞれの自治体の特性であるとか，

いろんなことがあるとは思いますけれども，残りの半数の自治体に対しての取組を今後ど

うしていくのかというところが，新たな展開の中では必要になってくるのではないかとい

うことが一点。

二点目は人材育成の所なのですけれども，就職率のところだけが△になっております。

ただ，何のための人材育成なのかというと，地域社会に貢献する。その地域とは，徳島に

貢献をしていただくということが課題だと思うのですよね。したがって，いろんな人材育

成の項目がありますけれども，その項目をクリアをする。そして，育成した学生の皆さん

には徳島にとどまっていただけるような，そういう魅力ある徳島づくりに貢献していただ

いたらというふうに思いますけれども，そこのところが若干見えなかったので。40.幾ら

の就職率をもう少し上げていただくような施策を，次の所に引き継いでいただきたいなと

思います。

以上でございます。

（会長）

ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

お願いします。
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（Ｂ委員）

交通機関の拡充で，特にインバウンド対策なのですけれども，徳島阿波おどり空港の活

用で，今は香港からの便に非常に力を入れておられますけれど，それはそれでよいと思う

のですけれど，事実，香港から日本にたくさん観光客が来ていますので。ただ，香港の場

合は，四国のほかの空港にも結構路線が入っていますので。

徳島としては，今はまだ四国との空路ができていないけれども，これから爆発的に来る

可能性のある，アジアで言えばベトナムとかタイとか，インドネシアとか，よその空港と

あまり競合しないような，しかも，先にものすごく増える可能性があるようなところとの

便の開設を是非，検討していただきたいというのがありますし。

それから，飯泉知事が選挙に出られた時にマニフェストに入っていたと思いますけれど

も，関空とか関西からの海の便の確保ですね。それも是非，実現に向けて頑張っていただ

きたいというふうに思います。

（会長）

ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

お願いします。

（Ｈ委員）

人材育成の所なのですけれど，私，これずっと迷っていて。農林水産業に集まる人の流

れの創出の中で，評価Ｂになっているのですけれど，数字的に見ればＢなのですけれど，

内容的に見ればＡではないのかなと思いつつ。でも，農林水産業全体を見ますと，徳島の

基幹産業と言われながらも人が少ない。やはり，作る人がいなかったらどうにもならない

という部分がありますので，特にこの方面に力を入れてくださっているのはよく分かるの

です。新規就農者も，県内で大半の人数ですし，評価シートを見たら「きゅうりタウン」

の人数が少ないので駄目なのですけれど，きゅうりばっかり作ってもしようがないなとい

う思いがあったり。それから，このアグリビジネススクールの入学者が少ないという部分

もあるのですが，これはやはり，今，皆さん，働き方改革で働け働けで，65歳まではほと

んどそのまま会社で働いている部分があって，シルバー人材の部分で非常に人が少ない状

況が現れていますので。

全体的には，ものすごく頑張ってくださっているのが非常によく分かってよいかなと思

いつつ，でも，人材もっともっと欲しいなという思いがあって。ずっと迷っていたのです

けれど，今後の施策として，この基幹産業と言われる一次産業の人材育成に，是非是非，

力を入れていただきたいなと思います。

（会長）

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，基本目標１に関してはここまでにしたいと思います。

続きまして，基本目標２の評価に移りたいと思います。
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まず，基本目標２の評価の参考とするため，総合政策課から御説明をお願いいたします。

（総合政策課）

「新未来『創造』とくしま行動計画」基本目標２の概要の説明（別冊）

（会長）

ありがとうございました。

続きまして，基本目標２の評価案を作成いただきましたＡ委員さんから，御説明をお願

いします。

（Ａ委員）

それでは説明させていただきます。

最初は７ページのところで，165番を中心としたところです。新たなビジネスへのチャ

レンジ支援という所ですけれども，ここにつきましてはＣ評価というようなところです。

165番の事業計画の支援件数に関してなのですが，実績値が増えていないというか，減

ってきている要因をお分かりでしたら，ちょっと教えていただきたいということと。それ

から，事業計画自体は増えているけれども支援ができていないということなのか，そもそ

も事業計画の数自体が増えていないのかという，そこをちょっと教えていただきたいなと

いうふうに思います。

それから，次は13ページになります。181番の所で，評価についてはＡ評価ということ

になりますけれども，事業化件数，これが急激にというか，大幅に増えてきているという

ことで，全然よいことなのですが，その要因というか，原因というか，そこを教えていた

だければなというふうに思います。

それから，その次，16ページのところで，185番を中心にというところですけれども，

評価についてはＣ評価ということで。185番の主要施策の網掛けになっているところ，産

出額ですけれども，ここがあまり伸びていない原因について，ちょっと教えていただきた

いのと。それから，ここは農畜水産ということで，全部ごちゃまぜになっている数値にな

っているのですけれども，それぞれ農，畜，水というようなところで，何か違いがあるよ

うでしたら，そこもちょっと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，29ページになります。27ページから始まっている「新次元

林業プロジェクト」の所で，29ページの223番なんですけれども，県産材の使用量，１工

場当たりの県産材の使用量ですけれども，ここが減ってきておりますけれども，その原因

について，単純に県産以外の，つまり，国内の他県の材料が増えたのか，それとも輸入材

が増えたのかという，その辺が，もし，分かるようでしたら，教えていただきたいなと思

います。

それから，次のページの224番の所で，公共事業での使用量という所になりますけれど

も，こちらについても減ってきているということですが，これも，減ってきている原因と

というか，何か理由があるようでしたら，教えていただきたいなというふうに思います。

それから，34ページの所で，主要施策２も評価はＢですけれども，233番の農林水産物

の輸出金額については順調に増えてきているというようなことで，具体的に何か特徴のあ
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るような品目があるようでしたら，ちょっと教えていただきたいなということになります。

それから，一方で，次のページの35ページの235番ですけれども，こちらについては県

産材の方になりますけれども，増えたり減ったりの状況で目標値にはなかなか届いていな

いのですが，ここの伸びていない要因みたいなものがありましたら，ちょっと教えていた

だきたいなというふうに思います。

以上になります。

（会長）

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。

基本目標２の評価については，15時20分頃がめどだったようでございます。スムーズに

頑張って進めていきます。

それではまず，先ほどの基本目標１と同じような形で進めようと思うのですが，Ａ委員

さんからの御意見，質問，関連して，ほか，追加的に聞いておきたいな，確認しておきた

いなということがありましたら，まず，お願いいたします。

では，一旦，部局の方からの説明を頂くことにしようかと思います。あとでも構いませ

んので，思いついたりしたことがあれば遡ってでも大丈夫ですから，お願いします。

事業番号の順番に御説明を頂ければと思います。まず，事業番号165番，資料のページ

で言いますと７ページになります。支援件数の変化の要因などについてですが。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

創業に係ります事業計画の支援件数についての御質問でございますが，この件数につき

ましては，県の創業支援事業でございます，あったかビジネス支援事業による計画認定件

数と，あと，無料で経営相談を実施しておりますとくしま産業振興機構に配置されており

ます創業コーディネーターによる計画策定の支援件数の合計値を実績とさせていただいて

おります。

県側のあったかビジネス支援事業については，県特有の資源や個人のユニークな能力，

経験等を生かした総合計画を，専門家の支援の下に策定し，審査し，認定するというもの

でございまして，認定のメリットとして，県の融資制度における優遇制度などが設けられ

ているというところでございます。

あったかビジネスの認定件数単独で言いますと，平成27年度が32件，28年度が37件，平

成29年度が44件，平成30年度が45件と，順調に数字の方は伸びている状況でございます。

一方，産業振興機構の総合コーディネーターの支援件数につきましては，ここの狙いの

主なものが，国の創業の補助金の採択を狙っていくというようなところがございまして，

こちらの方が事業の縮小がされていったというような経緯がございます。

それで，平成29年度，国全体で11億円があったのですけれど，30年度には6.3億円に減

額になりまして，今年度につきましてはゼロになっているということで，それに伴って，

こちらの方が段々と数字が落ちてきていると。合計値において，現状として目標達成がで

きていないと。平成30年度においては61件というベースになっているというようなところ
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でございます。

ただし，今後におきましても創業というのは非常に地域にとって大事なものという認識

がございますので，このあったかビジネス支援事業に加えまして，様々な取組，徳島わく

わく創業支援事業でありますとか，ふるさと起業家支援プロジェクトでありますとか，い

ろんなツールを使いながら，創業者については支援してまいりたいというふうには考えて

おります。

以上でございます。

（会長）

それでは続きまして，また商工労働部になるのですかね。事業番号181番，13ページに

なります。

（商工労働観光部）

続きまして，徳島健康イノベーション構想の事業化件数についての御質問を頂いており

ます。

平成29年度が31件，それから平成30年度が56件というふうに，かなりの数字の伸びがあ

るところでございますけれども，この事業は，平成26年度から30年度の５年間，糖尿病の

重症化抑制に向けた取組を基に，文部科学省の地域イノベーション戦略支援プログラムに

採択されたという経緯がございまして，その構想に基づいて事業を推進してきたというと

ころでございます。

事業の実施の開始当初は，パートナー企業との共同研究の契約に至るまでのいろいろな

話合いとか，協議，締結等に時間を要したことから，なかなか研究の方に，事業化に至っ

ていないということもございますけれども，さすがに５年間ということで，しっかりター

ゲット設定をして研究を進めた結果，全ての研究テーマに，大手製薬企業でありますとか，

医療機器メーカーといったところがパートナー企業で現れております。

明確な，その連携戦略が実を結んだというところで，研究開発が実際の事業化に結びつ

くような研究開発であったというところで，この目標値の達成に至ったというような経緯

でございます。

以上でございます。

（会長）

ありがとうございます。

それでは，次，事業番号の185番，16ページになります。産出額が伸びない原因など。

あと，農畜水産の内訳など，お願いいたします。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

委員から，農畜水産物の産出額の状況について御質問を頂戴いたしました。この数値で

ございますが，毎年，農林水産省が農林水産統計に基づき発表しております農業産出額，

それから林業産出額，漁業産出額，これらの数値から拾っていっているという状況でござ
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います。

平成30年度の実績が出ていないのは，これは国の公表が，最終，漁業の分が来年３月に

なるというふうなことで，30年度の数値が出ていないという状況でございまして，平成29

年度の数字で申し上げましたら，28年度と比較して71億円減の1,224億円となっていると

ころでございます。

実は，この数字につきましては，農林水産業というのは非常に気候というか，天候の影

響を受けるものでございまして，例えば，農業分野でございましたら，気候変動によって

収穫量の落ちがあるときは保険制度があるとか，そういう非常にベンチャー的なところで

ございまして，そういった部分が大きく影響を及ぼしているものというふうに考えており

ます。

内訳で申しましたら，1,224億円のうち，農業が768億円，畜産業が268億円，それから

林業，これはきのこ類等でございますが，これが81億円，そして水産業が107億円という

内訳になっております。

71億円減った内訳でございますけども，減りが大きいのが農業の部分でございます。農

業が58億円の減少ということになっております。その要因といたしまして，農業の中でも，

特に野菜の変動が年によって大きいというところが，大きな要因となっております。

野菜だけでみましたら，51億円の減少となっております。その要因でございますけれど

も，平成29年度の８月から10月にかけて台風が度々襲来した。そういう中で根菜類の被害

がございまして，それで出荷量が減少したというのが影響の一つです。

一方，冬になりましたら，暖冬の影響がございまして，冬野菜の生育が早く進みまして，

出荷の時期が集中してしまったので，そういう中で価格低下したということで，このよう

に減少しているという状況でございます。

ちなみに，この価格につきましては，通常，庭先価格という価格でございまして，農業

者の方々が流通業者に販売し，現実にお金を受け取るときの価格ということでございまし

て，まさにその時の農林水産業の受注状況等々，それが大きく影響しているというところ

でございます。

以上が主な内訳でございます。

（会長）

ありがとうございます。

それでは続きまして，事業番号223，29ページ。こちら，お願いいたします。

（農林水産部）

県産木材の使用量に関しまして，223番，製材工場１工場当たりの県産材使用量が減っ

ているのではないかという御質問を頂いております。

まず，その大前提といたしてまして，徳島県における県産材の量というふうなところで

申し上げましたら，番号213番をちょっと御覧いただけたらと思います。27ページの213番

でございます。こちらの方で県産材の生産量という数値を掲げさせていただいております。

こちらにつきましても，今回目標には達しませんで，△の御評価を頂いているというとこ

ろでございます。
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私ども県といたしましては，県産材の生産量ということで，これまで数期にわたって林

業に関してプロジェクトを推進してまいりました。その一つの目標として，平成36年度に

は生産量60万立方メートルを実現していこうと。それに向かって毎年３万立方メートルを

増やしていこうということで，いろいろ，新しい機械の導入でございますとか，人材育成

等を進めてまいったというところでございます。

この60万立方メートルという目標はと申しましたら，これは，まさに今，県内の木材需

要を賄える数値であるというふうなこと。それから，持続可能性の観点からしましたら，

県内の伐採期を迎える木の年間成長量は約70万立方メートルあるということで，60万立方

メートル伐っても十分回転をしていくと，そういうふうな観点から数値を見積もらせてい
き

ただいたところです

ところが，この数値を達成できませんでしたので，やはり，一つには，豪雨でございま

すとか，台風災害等の影響で，例えば，山間部でございましたら，道が崩れたりして十分

搬出ができる環境が失われたことでございますとか，あと，最近，大分，事業が進んでお

りますので，その施業対象地，木を伐る所が段々と奥地になっていって，作業効率も若干

落ちてきていると。さらには，最近は，暑い環境でございますとか，新人が入っている所

で労働災害なども増加しておりまして，こういうことで，目標どおりの生産量に達しなか

った状況になっています。

この点につきましては，県内５つの管内におきまして，県としましては，きちんと細か

く現場の状況をお聞きするなり，それから，どういうふうに対応していく，そういうふう

なところをきめ細かく対応して，生産量の拡大と目標の達成に向けて取り組みたいと考え

ております。

今，現在，木材の生産量がなかなかうまくいっていないというところを背景にしまして，

先ほど御質問いただきました223番の県産材使用量でございますけれども，県内における

木材の需要でございますけれども，これにつきましては，平成28年度は大体55万前後で推

移をしているところでございます。

この指標にしております製材利用の需要でございますけれども，こちらについては，28

年度の約25万から30年には22万弱まで減ってきております。これはなぜかと申しましたら，

愛媛県に大変大きな製材工場ができまして，そちらの方に需要を取られているというふう

なことで，製材の受注機能が落ちてきているということでございます。

それに伴いまして，需要も落ちてますので，県産材の使用も落ちてきているということ

でございまして，委員からの御質問のございました理由といたしましては，輸入材とか，

県産材というのではなくて，ここの製材部門の需要が落ちているということが原因である

と分析しているような次第であります。

以上でございます。

（会長）

ありがとうございます。

関連するんですかね，その次の224番，30ページ。もし関連するのであれば，更にこの

事業番号の235番，35ページ，県産材の海外輸出。この辺りも，もし，できましたらまと

めてお願いします。
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（農林水産部）

御説明をさせていただきます。

224番の公共事業での使用量が減っている原因というところでございますけれども，公

共事業における木材の利用につきましては，平成22年度に国において公共建築物等におけ

る木材利用の促進に関する法律が制定をされまして，低層建築物を原則的に木材化してい

こうという取組が率先して求められているというところでございます。

県としましては，この法律の制定に伴いまして，同年の12月に木材利用指針を策定いた

しまして，一方，市町村におきまして，平成24年３月までに全部の市町村で木材利用方針

が策定されたというところでございます。

こういうふうな公共での動きもプラスして，県民の方々，それから民間の企業の方に県

産材を使っていただこうということで，県では，25年４月に県産材の利用促進条例という

ものを制定させていただいたところでございます。

具体的に，この平成30年度の状況でございますけれども，使用の点としましては大きく

３つございます。木造建築物に使用した量，これが1,916立方メートルでございます。こ

れは，昨年度に比べまして1,776立方メートル減っております。それから，外構施設に用

いた量が，昨年は1,200立方メートルでございまして，こちらは295立方メートル減ってお

ります。そして，土木工事でございますけれども，こちらは5,507立方メートルというふ

うなことで，671立方メートル減少ということで，全体では2,742立方メートルの減少とな

っているというふうなところでございます。

その要因といたしましては，建築物の新築の減少でございますけれども，これは年度に

よって大きく変化はある訳でございますが，大きい要因としましては，平成28年度に国の

方で森林整備加速化・林業飛躍事業ということで，木材を使った部分について補助する制

度がございました。１/２を補助する。この制度がちょうど終了いたしまして，その後，

国におきましても，新しい補助制度は作っていただいたのですけれども，補助率が15パー

セントということで，ちょっと有利な財源がなくなったというところがございます。

それから，もう一つは，土木工事の利用減におきましては，県の林道事業等で県産材を

使っている訳でございますけれども，やはり，こちらにつきましても，豪雨災害等により

林道開設の延長が減少したこと等によりまして，このような結果になっているというとこ

ろでございます。

今後，県といたしましては，県産材の公共での利用というのは重要でございますので，

県の各部局，市町村とも，いろいろ情報交換，意見交換を図りながら，着実に進めてまい

りたいというふうに考えております。

それから，もう一つ御質問いただきました235番の県産材の輸出量でございます。こち

らにつきましても，目標である1万立方メートルが，6,362立方メートルという実績になっ

ております。

こちらの輸出量が伸びなかった要因ということでございますが，輸出としましては，大

きくは原木と製品に分かれます。

原木につきましては，県内外の需要と海外の販売価格，これによって出す先を決めてお

りますので，国内におきましては，東京オリパラ関連等，非常に国内需要が伸びていると
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いうところで，国内の方を販売先の主にしたというのが一つの理由ではないかと考えてお

ります。

また，製品につきましては，これまでは単発の取引が主体となっておりまして，継続し

た取引ができていないというところが大きな要因になっているのではないかというふうに

考えております。

県におきましては，この輸出量をしっかりと伸ばしていこうことで，海外の，韓国とか

台湾，シンガポールに県産材のショールームを設けまして，情報発信とか交流をしており

ます。また，台湾とは人材交流等もしまして，まさに人のネットワークを通じた新たな需

要開拓にも取り組んでいるとこでございまして，今後とも，木材製品の輸出に取り組んで

まいりたいと考えております。

以上でございます。

（会長）

それでは，続きまして，まだ質問，最後，残っていたものです。事業番号233番，34ペ

ージになります。とくしまブランドに関連します。

お願いします。

（農林水産部）

農林水産物等の輸出額の内訳について，ということで御質問を頂戴しました。

平成30年度におきましては，目標の12億円に対しまして12億9,000万円の目標を上回る

結果となったところでございます。その内訳でございますけれども，農畜水産物が7.3億

円，それから加工品が3.9億円，木材が1.5億円という結果となります。

具体的な品目というところで申しましたら，なると金時，これが一番多ございまして17

8トンが出ております。主に香港，シンガポール分でございます。それから，次にお米で

ございます。これが112トン。これも，香港，シンガポールに向けて出されています。そ

れから，徳島県の地鶏であります阿波尾鶏，これが18.6トン。これも，香港に向けて主に

出されています。それと，最近でございますけれども，ハラール牛肉でございます。県内

企業におきまして，ハラールの対応ができる，処理をできる所ができまして，そこがハラ

ール牛肉を一昨年度から輸出を始めまして，昨年度は16.3トン，マレーシアに向けて輸出

しております。そういうふうな品目が大きいところを占めるというところでございます。

特徴的な品目でございますけれども，ただいま申し上げましたハラール牛肉，29年度か

ら実施開始しまして，順調に伸びているということになります。

それから，もう一つはＥＵ向けになります。ＥＵ向けにつきましては，香酸柑橘類を出

しておりますが，近年，29年度からスダチを出し始めております。そのスダチの量が，平

成30年度には1トンまで達したというところがございます。

あと，さっき申しましたなると金時は順調に推移しております。ここら辺が特徴的な品

目になろうかと思います。

以上でございます。

（会長）
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ありがとうございます。

一つ，今の説明で，最初は金額でおっしゃっていただいていたのが，途中からトンにな

ったような気がして。重量の重いものが金額としても多いと，おおむねそれで理解してよ

ろしいですね。

でも，多い少ないが途中から重さでいきますと。

（農林水産部）

すみません。私の持っている資料が，実績は金額なのですけれども，各国別に分析した

ところがトンになっておりまして。申し訳ございません。

（会長）

分かりました。では，議論に入っていきたいと思います。

追加的に確認したいとか，説明が欲しいというな質問でも構いませんし。また，特に，

評価に関連して，評価案から変更した方がよいだろうというふうなところがありましたら，

御意見お願いいたします。

（Ｂ委員）

一点，よろしいですか。

（会長）

お願いします。

（Ｂ委員）

主要施策２の進展する「光ブロードバンド王国」が評価Ｂになっているのですけれども，

主要事業の数値目標の所を見ると大体◎なのですけれど，３ページの番号で言うと152番

の一番下の２つの，要するに，大鳴門橋の架橋記念館絡みの所が目標に達さないというの

で△になっているのですね。入場者数と利用料収入なのですが，なぜ大鳴門橋の架橋記念

館がここに入っているかというと，４Ｋの映像を上映する新たな設備を設置したので，光

ブロードバンド王国の進展に関わる主要施策の中の目標に入っているのですけれども，そ

の設置した４Ｋ映像の魅力でもっと来るだろうと思っていたものが，それほどでもなかっ

たのかも分かりませんけれども。

それ以外の要因もあるかも分かりませんし，この２つの△だけで全体をＢにするほどの

ことでもないのではないかなと思いまして，ここはＡでよいのではないかなと思います。

（会長）

いかがでしょうか。

今の御説明だと，ここにこの事業を入れたことが間違いだったのか，間違いではなかっ

たのかみたいな。

（Ｂ委員）
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そんなに大きなウェイトを占めるほどの事業ではないと思います。光ブロードバンド王

国の進展という施策の事業としては，です。

（会長）

いかがでしょうか。Ａにしてあげてはどうかという御意見ですが，いかがですか。よろ

しいですか。

それではこちら，光ブロードバンド王国をＢからＡにしたいと思います。

そのほか，いかがでしょうか。

（Ｆ委員）

はい。

（会長）

お願いします。

（Ｆ委員）

ものづくり技術の高度化という所の183番ですが。15ページです。

競争的研究開発資金の事業採択件数なのですが，各年度２件の採択件数なのですけれど

も，28年度だけが１件なのですよ。ほかは課題をフォローしていると。年間目標というこ

とになっていまして，平均達成率87パーセントということですけれども，28年度だけなの

で，ここは◎でもよいのかなというふうに私は思いました。

その下の184，計画を達成していないのは30年度の14件だけで，これもマイナス１件と

いうこと。新品種の開発件数で。ここは25ページの所にも関連をしてきまして，209のと

ころで。今ここが変わると後ろもまた変わるという感じになるのですけれども，これは△

を〇に変えますと，私はＡ評価でもいいのかなというふうに思います。

同時に，25ページもブランド育成に向けた研究開発と新技術の普及で，ここも今言いま

した新技術の開発だけが△になっておりまして，ここを〇にしましたら私はＡでもいいの

ではないかというふうに思いました。

以上です。

（会長）

幾つかおっしゃっていただいた。主要政策３ですね。

（Ｆ委員）

ものづくり技術の高度化，183番と184番。

（会長）

この２か所，総合すると評価はＡでよいのではないかと。

（Ｆ委員）
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ええ，そうです。そして，184の新品種の開発は被っておりますので。25ページで再掲

になっております。ここだけは△なのですけれども，これを〇にしますとＡでもよいのか

なと。

（会長）

いかがでしょうか。

評価としましては２か所です。ものづくり技術の高度化の所と，ブランド育成に向けた

研究開発と新技術の普及と。この２つをＢからＡにということでございます。

いずれも，その数値目標を機械的に見れば足りないけれども，４年間を通してみたとき

には，当初設定していた目標と見合わせて，高く評価してもよいだろうということで，結

果として，その施策の評価を引き上げてもよいのではないかと，そういう御意見かと思う

のです。

いかがでしょうか。御異論なければそのようにしたいと思います。

はい。それでは，そのようにします。

重点戦略３，主要施策３，ものづくり技術の高度化，こちらをＢからＡ。そして，重点

戦略４，主要政策４，こちらをＢからＡという具合にしたいと思います。

そのほか，いかがでしょうか。

はい，どうぞ。

（Ｈ委員）

お尋ねしたいのですけれど，32ページの６次産業化の促進なのですが，その中で，229

番の六次産業化法による総合化事業計画というのが目標に達していない。総合化事業計画

そのものがちょっと，私，よく分からないので，お尋ねします。

（会長）

この計画，お願いします。

（農林水産部）

総合化事業計画とは何ぞやというふうな御質問を頂戴いたしました。

これでございますけども，国において六次産業化法，長い名前になって，地域資源を活

用した農林漁業者等による新事業の創出及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律と

いうものがございまして，この法律の中で，農林漁業者が自ら若しくは食品産業の事業者

と連携して，いろいろ６次産業化の取組を行う場合，その計画を作って農林水産省に出し

ましたら農林水産大臣が認定すると，そういう制度でございます。

この計画自身は県のものでございまして，農林水産省はまさに所管しているというとこ

ろでございますけれども，県においても６次産業化を進めたい，かつ，計画を作るとなり

ましたらいろいろ設備投資でありますとか，非常に規模の大きいと申しますか，かなり足

腰の強い物を作っていただくということになりますので，６次産業化をしっかりと定着さ

せていくために必要な計画だろうというふうに考えています。

そういうようなことで，計画の方にも入れさせていただいて，この認定を推進していき
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たいというような考え方でございます。

（Ｈ委員）

ありがとうございます。

６次産業化って，すごく農林が力を入れてくださっていて，もちろん徳大もありますし，

高校にも六次産業の科ができましたし，センターにもラボの建物ができましたし，それか

ら我々の知り合いもいっぱい６次産業化をしております。

ただ，この法にのっとった事業をしたかどうかというのが，今，国に届出をしないとい

けないとお話を伺ったのですけれど。という部分が少し分かりにくくて，全体としては非

常に６次産業化は頑張ってくれているので，私は評価はＡではないかなと。この点だけが

引っかかっていると思うので。

（会長）

分かりました。いかがでしょうか。

この主要政策，６次産業化の促進ですけれども，評価ＢからＡに引き上げてもよいので

はないかという御意見です。御異論なければ。

はい。それではこちら，ＢからＡに変更いたします。

ほか，いかがでしょうか。

（Ｈ委員）

もう１点，よろしいでしょうか。

（会長）

はい，どうぞ。

（Ｈ委員）

儲かる農林水産業の，先ほどＥ先生からお話がありました産出額なのですが，これ，毎
もう

年毎年目標値が上がっていっているのです。

先ほどの御説明の中で，国の目標値があってというお話をお伺いしたんですが，農林水

産業って，先ほどお話ございましたように，天候にものすごく左右されます。

それと，今，本当に高齢化で，人も非常に少なくなっております。産業人口が。

そうした中で，毎年毎年目標値は上げていくというのは，どんどん生産額とのかい離が

ひどくなっていくのではないかみたいな思いがあって。この目標値はどうにかならないか

なと思うのですが，すみません。

（会長）

なるほど。意見として。

ただ，下げる訳にはいかないと思いますので。

（Ｈ委員）
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そうですね。

でも，現状を見ていたら非常に厳しいので，普通に考えればかい離が大きくなっていく

のではないかなという思いがありまして。失礼しました。

（会長）

いかがでしょうか。

（Ｆ委員）

一点だけ。

（会長）

お願いします。

（Ｆ委員）

ＬＥＤバレイ徳島，１ページなのですが，国内展示会出展企業数が40企業です。29年度

までは目標，計画を達成をしているのですけれども，ここは何か理由があるのでしょうか。

40企業にとどまってしまったというような。

（会長）

資料１ページの事業番号148番，「国内展示会」への年間出展企業数。こちらが29年度は

46だったものが30年度は40に減っているというところなのですが。

（商工労働観光部）

展示会出展数，企業数でございますけれども，こちらにつきましては，各展示会，国内

で年に２回とか３回とか，県ブースを構えまして，工業製品を出展いたしております。

企業につきましては，展示会ごとに公募をかけておりまして，その中から展示会のコマ

の数とか，連続した企業さんはなるべく次の年にしていただくとかいう調整をかけながら

出展数を決めておりますので，そうしたことから，あえて数値を下げた訳ではないのです

けれども，公募の兼ね合いとか，コマ数の関係等で減ったところがあったということでご

ざいます。

（Ｆ委員）

かなり厳選をしたという結果で40に下がってしまったということでしたらですね，４年

間の実績が全部で174企業になっておりまして，そういう実績を鑑みますと，〇にすると

Ａでもよいのかなと思います。

（会長）

この主要政策１について，評価をＢからＡに引き上げてもよいのではないかという御意

見ですが，いかがでしょうか。よろしいですか。

それでは，こちら，ＢからＡに変更したいと思います。
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そのほか，評価の変更に関連して御意見いかがでしょうか。

よろしいですか。もし，よろしければこの辺りで評価を決定しようかと思います。

では，評価，この辺りで決定したいと思います。

当初の評価案から変更になった所を確認します。

まず，重点戦略１の主要政策１，飛躍する「ＬＥＤバレイ徳島」，こちらがＢからＡ。

そして同じく，重点戦略１の主要政策２，進展する「光ブロードバンド王国」，こちらが

ＢからＡ。重点戦略３の主要政策３，ものづくり技術の高度化，こちらが評価ＢからＡ。

重点戦略４のもうかる農林水産業の飛躍，こちらの主要政策４，ブランド育成に向けた研

究開発と新技術の普及，こちらがＢからＡ。重点戦略５の主要政策１，６次産業化の促進，

こちらがＢからＡでございます。

全部で５か所，５つの施策で評価をＢからＡに変更という具合でございます。

そのほかは評価案のままということにしたいと思いますが，いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

＜異議なし＞

はい。では，そのように決定させていただきます。

次に，総括的な観点からの御意見，御提言をお願いしたいと思います。

まずは，評価案を作成していただきましたＡ委員さんからお願いします。

（Ａ委員）

ここの基本目標につきましては，経済好循環とくしまということになっておりますので，

どうしても現状の産業とか，あるいは企業とかに関しての数値が当然重要になってくると

いうことで，それはそれで大事でよいのですけれども，意見という形で言わせていただく

と，現状に関する支援も当然大事かもしれませんが，それ以上に，今後，例えば，人であ

るとか，あるいは新しい企業であるとかというような，これから出てくるような人，ある

いは企業，あるいは産業，そういうところに支援をもっとしていただければなと。

こういう言い方をすると，どうしても現状のところは減らせみたいな話に捉えかねられ

ないですけれども，公共部門が経済問題に関していろいろ支援するということに関しては，

どちらかというと，これからの新しい人，企業，産業に対しての支援の方が重要だと思い

ますので，今回はこれで終わりになりますが，次の新しい計画のところでは，そういうよ

うなところにもっと積極的に力を入れていただければなというふうに思います。

（会長）

ありがとうございます。

そのほか，いかがでしょうか。

お願いします。

（Ｉ委員）

先ほども林業のお話されたと思うのですけれども，県の方では高性能林業機械や大型林

業機械も導入して，また，国，県の事業も活用しながら，間伐材の生産や主伐の推進など

も支援していただいたり，また，林業アカデミーの開校とか，那賀高校の森林クリエイト
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科の設置とか，いろいろと林業の担い手の育成にも取組されてて期待ができるかなと思っ

ております。

私も，南部地域なのですけれども，実際，林業従事者も高齢化が進んでいて，今まで林

業一筋で頑張ってこられた方々も高齢ということで退職されて，かなり減少はしておりま

す。その中で，林業の仕事というのは過酷で，とても危険な仕事だと思いますので，これ

から，担い手というところが，この数値目標，県産材の生産量にしてもなのですけれども，

つながりが出てくるのではないかなと思っておりますので，引き続き人材育成にどんどん

力を入れていただければなと思っております。

林業だけではなくて，産業全体の話でもあるのかなと思っております。よろしくお願い

します。

（会長）

では，お願いします。

（Ｂ委員）

ＬＥＤバレイ構想を進めている徳島としては，いろんな施策をやっておられて非常によ

いのですけれど，一般の方に徳島がＬＥＤの街だというのをイメージしてもらう一番分か

りやすいものは，ＬＥＤデジタルアートのすばらしいものが効果的な所にあって見られる

ということが非常に重要だと思うのですけれども。

今回の151番の主要事業の中で仮称となってますけれど，ＬＥＤアートミュージアムと

いうことで，文化の森に常設のＬＥＤデジタルアート作品で「憑依する滝」というものを

作ったのですけれど，かなりスケール感があってすばらしい作品なのですけれども，文化

の森に行った人だけしか見られないのですよね。

ですから，県内の人も，多分，ここにいらっしゃる方々も，実際にそれを見たという人

は意外に少ないかも分かりませんし，ましてや県外の人がなかなか文化の森まで行って見

るということは，可能性としては非常に低いのではないかと思うので。せっかくあれだけ

のお金をかけてすばらしいアート作品を作るのであれば，県外の方も含めて，一番みんな

が見るであろう場所に設置するということを，効率的なお金の使い方という点から言って

も，これから是非，考えていただければと思うのですよね。

文化の森，県が持っている土地なので何の交渉もなくあそこに作れるし，あそこに人に

来てもらいたいということで作られたという趣旨は分かるのですけれども，どうせ設置す

るなら，なるべく多くの人が見る所に，特にああいったすばらしい作品は，そういう所に

これからは作っていただきたいというふうに思います。

（会長）

ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

（Ｆ委員）

今，ちょうど水田が青々，これから実りの秋を迎えてきますけれども，農地が荒廃して



39

る所が本当にたくさんがありまして，これ，前にもお話したことがあるかも分かりません

けれども，農地中間管理機構という，いわゆるマッチング機関があるのですけれども，新

規就農の方などもここを活用をされて，農業を始めるという実績も挙げておりますけれど

も，それ以上に農地が耕作されなくなってきているという実態なのです。

これも，飛び地でするというのはなかなか借り手側も非常に便利が悪いということもあ

りますので，ある意味では今の仕組みを少し変えて，耕作者が借りやすいような仕組みに

変えていく必要があるのではないかというふうに思いまして。

今回もそこの所は△が付いておりまして。ただ，新規就農者への農地集積について一定

の効果があったということで総括しておりますけれども，もう少し，そこの所は力を入れ

ていく必要が私はあるのではないかと思っております。

それと，これも農業ブランド品の関係なのですけれども，これも前回だったと思います

けれども，阿波尾鶏と阿波とん豚ですね。非常にブランド力と言いますか，おいしい食べ

物なのですけれども，なかなか生産量が上がらない。特に，阿波とん豚の場合は生産量が

上がらないということで，親豚，種の親豚がなかなか作れないという実態もあると思いま

すけれども，ここは何とか上げて，徳島から阿波とん豚をどんどん売り出していくという，

そういうことを是非お考えいただいたらと思います。

以上です。

（会長）

ありがとうございます。

いかがでしょうか。お待たせいたしました。

（Ｊ委員）

皆さんのお話のとおりだなと思って伺っていたんですけれど，私はＮＰＯの立場で上勝

町を拠点にいろいろやっているのですけれども，今日見させていただいた施策の中では，

例えば，農業に関する人材がこれだけ育成されているのだなということを思うのですね。

例えば，中山間地に目を向けると，今，委員さんがおっしゃったように，どんどん遊休

地が出てきていて，重要文化的景観ということで，重要文化財になっている棚田集落も，

もうなくなるのが目の前になっている。

ただ，そういう，人材育成された方が，そういった所の担い手になってもらえるような，

横のつながりというものがうまくいけばよいなというふうに思ったことと，それと，徳島

県の木が使えていないというのは非常に残念だなと私は思っていて，目の前にある資源が

本当になかなかうまく回っていかない。

Ｉ委員さんがおっしゃったように，本当に技術を持った方がどんどんいらっしゃらなく

なって，機械だけでは伐れない，技術がなければ伐れない。伐期を超えた木がどんどん増

えていますので，なかなか機械が入っていけない，奥地に行かなきゃいけない。本当に技

術を持った人が適正なお金をもらいながら，仕事でやっていけるような仕組みづくりをし

て，出したものが製材され，地域で売れていくというような全体的なマネジメントをどこ

かが担っていかないといけないなとすごく思っていて。

愛媛の大きな製材屋さんが全部を吸収するのではなくて，徳島県はそういうやり方では
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なくて，コンパクトに，例えば，小さな製材をたくさん地域で作っていこうとか，施策の

見方を変えていくことが必要なのかなというふうに感じました。

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，どうぞ。

（Ｈ委員）

先ほどＢ議員さんからも波及効果というお話がございまして，農林水産業，基幹産業は，

そこに力を入れたら波及効果がものすごく大きいと思うのです。

いろんな業者さんが関連しておりますので，徳島はそこに基本的に力を入れてほしいと。

すみません，我田引水みたいですけれど，そこが一番効果的に，経済的にも，人が集まる

にも，やはり一番ではないかなみたいに。

もちろん，ＬＥＤも大塚製薬もよいとは思うのですが。

今後の政策に是非，生かしてください。

（会長）

ありがとうございました。

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２に関しましてはここまでにしたいと思います。

■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「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，

に移りたいと思います。

事務局から説明をお願いいたします。

（事務局）

それでは，資料４「とくしま目安箱」等に寄せられた建設的な意見・提言を御覧くださ

い。

当会議では，「とくしま目安箱」等，県民の皆様から寄せられました御意見の中から，

毎年，県政の推進につながる優れた提言を選定しまして，徳島県総合計画審議会に提言す

ることとしております。

原則として，昨年７月から本年６月までに寄せられました意見について，あらかじめ委

員の皆様方にアンケートを実施しまして，優れていると思われるものを数件選んでいただ

いているところでございます。

今年度につきましては，集計結果等に基づきまして，得点上位12件を採択候補とさせて
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いただいております。

説明につきましては，以上でございます。

（会長）

はい。それではこの12件のうちから優れていると思われるものを選定の上，採択したい

と思います。

ちなみに，事務局にお尋ねいたしますが，昨年度はこの会議で何件の意見・提言を採択

いたしましたか。

（事務局）

昨年度につきましても同様の手法で，委員の皆様方にアンケートをさせていただきまし

て，その結果に基づき，上位12件を採択候補といたしまして，12件全てを採択いただいた

ところでございます。

以上です。

（会長）

はい。今回は，候補のこの12件の中から皆さんの御意見をお聞きして，更に絞るのが良

いか，それとも12件全てを採択するのがよいかということでございますが，いかがでしよ

うか。

（Ｅ委員）

あらかじめ全員にアンケートを実施し，その結果に基づき絞り込まれている訳ですから，

昨年同様，この12件全てを採択してよいのではないでしょうか。

（会長）

はい。ただいま12件全てを採択してよいのではないかとの御発言を頂きましたが，その

ようにさせていただくことでよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

はい。それでは，御異論もないようですので，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で決定させていただきます。

■閉会

（会長）

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，委員の皆様に御議論いただきました評価結果や基本目標ごとの御意見，御提言等

につきましては，事務局で整理いたしまして，皆様に御確認いただいた上で，総合計画審
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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，石田会長に御確認い

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，ど

うぞ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＞

それでは，御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。

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。議事の進行に御協力いただ

き，ありがとうございました。

また，県の関係部局の皆様にも，一言御礼を申し上げます。

お陰様をもちまして有意義な会議となったと思います。ありがとうございました。

また，相変わらずの私の不手際で30分遅れで終わっております。すみません。あとの仕

事があったかと思いますが，すみません。

マイクを事務局にお返しします。

（事務局）

石田会長，ありがございました。また，委員の皆様におかれましては，長時間にわたり

熱心な御議論ありがとうございました。

以上をもちまして，第２回県政運営評価戦略会議を閉会させていただきます。

なお，次回，第３回の県政運営評価戦略会議は，８月９日金曜日の午後１時半から，当

会議室で開催を予定しております。

委員の皆様方におかれましては，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。


