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令和元年度 県政運営評価戦略会議（第４回）

１ 日 時 令和元年８月２０日（火）午後１時３０分から午後４時５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。） 田中 稔 監察局長

石田 和之 金井 仁志 危機管理部副部長

伊庭 佳代 新居 徹也 政策創造部大学・産業創生統括監兼副部長

植田 美恵子 藤本 真路 経営戦略部副部長

加藤 研二 山根 泰典 県民環境部副部長

近藤 明子 島尾 竜介 保健福祉部副部長

坂本 真理子 春木 尚登 商工労働観光部副部長

田村 耕一 森口 浩德 農林水産部副部長

南波 浩史 谷本 悦久 県土整備部副部長

久岡 佳代 竹岡 正雄 南部総合県民局副局長

藤原 学 大塚 二朗 西部総合県民局副局長

桝本 久実 阿宮 広明 病院局総務課長

三木 潤子 東條 正芳 教育委員会事務局副教育長

加美 幸治 警務部企画課指導官

佐々木 季裕 監察局次長

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，質疑及び評価の決定（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，４回目の県政運営評価戦略会議を開会いたします。

それでは，石田会長，議事の進行をよろしくお願いいたします。

■議事：「新未来『創造』とくしま行動計画」の評価について

（会長）

皆さんこんにちは。それでは，早速，議事に入らせていただきます。

皆様，議事進行に御協力の程，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，基本目標６，

基本目標７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の概要等について御説明

を頂きたいと思います。

お願いいたします。

（総合政策課）

「新未来『創造』とくしま行動計画」基本目標５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５の評価案を作成いただきましたＡ委員から説明をお願いいたします。

（Ａ委員）

はい。よろしくお願いいたします。

まず，１ページ目を御覧ください。番号ですと456番になるのですけれども，「知恵や経

験」を生かした実証実験という所があるのですけれども。こちらの実証実験をするのが平

成28年度で終わっているのですけれども，その後の，実験後の何かのフィードバックとか，

いろんな成果とか，どういうふうに還元されているか，もし，可能であれば，教えていた

だきたいなと思っております。

続きまして，４ページを御覧ください。番号は465番になるのですけれども，「徳島県活

き活きシニア放送講座」というものがあるかと思います。こちらは，平成27年度から平成

30年度に実施というふうには書いていただいているのですけれども，実際にどれぐらいの

方が受講されて，どういう活動をされているのか，もし分かればで構わないので，数値が

あれば教えていただきたいと思います。

その下の466番なのですけれども，福祉のスポーツ交流大会において，南部と西部のサ

テライト大会を開催と書いていただいているのですけれども，こちらにどれぐらいの人が

来たかというのも分かれば，少し教えていただきたいなと思います。

次に５ページになるのですけれども，467番になります。いろんな成果を上げていただ
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いていると思うのですけれども，もう少し，ちょっと具体的な，何かこう，成果がこうい

うふうにつながっていますよという，何か表すことが，評価があれば，ちょっと見せてい

ただきたいなと思っています。

次に，469になるのですが，マイナンバーを活用してというところになります。ここに

関しましては，達成度が△ということになるのですけれども，１回目，２回目かな，この

会議であったと思うのですけれど，マイナンバー自体の取得率がかなり低いというところ

を考えると，どうしても△にならざるを得ない値なのかなと。そこを考えると，ここの△

以外を見ると大体が◎で，ほぼ達成している箇所になっていると。この△が一つあるだけ

で，多分，評価がＢになっていると思うので，このあと，皆さんの御意見を頂きたいと思

うのですけれども，マイナンバーというところを考えると，ここをちょっと外すと，この

施策自体はＢの評価からＡにしてもよいのかなというふうに考えております。

続きまして，８ページになります。番号で言いますと477番になるのですけれども，「県

防災会議」の女性委員の割合が，平成27年度50パーセントで，そこから48.8パーセントで

ずっと推移しているところでして，増えてもないし，減ってもないし。何ていうのですか

ね，ずっと同じである理由というのが分かれば，ちょっと教えていただきたいなと思って

おります。

次に，13ページまでちょっと飛びますけれども，13ページを御覧ください。番号で言い

ますと492番になります。補助犬とかの所，障がい者の所なのですけども。この二番目に

なりますかね，30年に19頭登録をするというふうになっているのですけれども，これは，

何年か前に，ここの取組のところにも書いてあるのですけれども，一度事故があって，取

組を止めて，その後，いろんな対策をしながらやっていただいているということになりま

すので，ここが，もし事故がなければ，多分，ずっと行っているのだろうかなと思ってい

ます。そのように考えられるので，そこが△でなければ，多分，この評価をＣからＢに変

更してもよいのかなというふうには少し考えておりますので，もし，委員の皆さんの御異

論がなければ，お願いできればと思っております。

次に，15ページになります。番号499番，病院の所になるのですけれども，ここは評価

がＣとなっているのですが，書かれてあります中央と三好と海部というのは，それぞれの

目標年数は，完成した年次は多少の違いがあったとしても，平成30年度には全てが完成し

てるということを考えると，ＣではなくてＢぐらいの評価でもよいのかなというふうに思

っております

次に，23ページをお願いいたします。23ページの514番になるのですが，ドクターヘリ

の着陸場所の件数なのですが，27年度から29年度までは確実に増えていっているのですけ

れども，30年度の段階で同じ箇所数しかないというのは，造れなかったのか造らなかった

のか，何かほかの所に代替の場所を借りることができたのか。いろんな考える要素がある

かと思いますので，この辺が分かれば，少し教えていただければと思います。

次に25ページになるのですが，521番の平成29年度と平成30年度の数値が実は見えてな

いのですけれども，この数値がもし分かれば，次の評価を考える材料になるのかなと思う

ので，分かれば教えていただければと思います。

最後になるのですが，37ページの里親のところですね。平成27年度から30年度までの実

績値を書いていただいているのですけれども，若干下がってしまっています。一度下がっ
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て上がって，下がっていて。この上がったり下がったりする理由というか，原因はここに

あったんですということが分かれば，少し教えていただければありがたいと思います。

以上です。

（会長）

はい。ありがとうございました。

評価に関わる所で，我々委員の方で議論するところと，あと担当部局への質問と両方あ

ったかと思います。担当部局から御説明いただいた方が良いかなと思うところを，まず確

認したいと思います。

ページと番号で言います。ページで言うと，まず１ページの456番。そして４ページの4

65番と466番。そして５ページの467番。そして８ページの477番。そして少し飛びまして，

23ページまできまして514番。25ページの521番。そしてまた少し飛びまして，今度は37ペ

ージの543番。この辺りが御質問だったかなと思いますが，よろしいですか。

そのほかですが，評価に関わる所ですけれども，評価案としていただいている手元の資

料では，既にＣではなくＢとか，ＢではなくＡという，Ａ委員さんの変更後の案で我々の

手元にありますので，Ａ委員さんの意向が反映された評価案になっておりますので，もし，

いやそうではなくやはりＡではなくＢだろうとか，ＢではなくＣだろうとか，そういうふ

うな御意見がありましたら，その辺りを後でお願いしたいと思います。

それではまず，評価の説明に関連して質問を頂いた訳ですけれども，これに関連するよ

うなところで，ほかに委員の皆様から御質問あれば，併せてお伺いしておこうと思うので

すが，いかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｂ委員）

23ページの救命救急医療体制の充実のところで，513番のこども救急電話相談の新シス

テムスタートになるのですけども，一部実施，回線増設から，30年度が表示がないのです

が，今後，これはどういった方向に実施されていくのか，教えていただきたいと思います。

それと，先ほどの25ページの521番なのですが，この認知度の所では数字を示してほし

いということだったのですけれども，この数字からの認知度の向上が進んでいないという

ところをちょっと書いていただいているのですけれども，どういった所が難しいのかを教

えていただきたいと思います。

（会長）

はい。分かりました。

ほかにいかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｃ委員）

37ページです。

Ａ委員さんからも御質問が出ましたけれども，未達の要因は里親委託を解除する事案が



5

多いという表現になっておりまして。しかし，高校生の場合は卒業を待って解除するとい

うことなのですけれども，その理由，上がったり下がったりなのですけれども，平成25年

度よりは下回ってしまっているというようなことなのですが。

現実的にこの制度が有効に機能しているかどうかということの一つの検証が必要ではな

いかというようなことで，お考えがありましたらお出しいただきたいと思います。見直し

が必要である場合は，こういうふうにこれから見直したいというふうなことがありました

ら，そこまで踏み込んで，お願いしたいと思います。

以上です。

（会長）

はい。ほかにいかがでしょうか。

それでは，まず，Ａ委員さんからの質問に併せて，Ｂ委員さん，Ｃ委員さんからのもの

も含めて，順番に担当の部局の方から御説明いただければと思います。

まず，１ページ目の456番こちらからお願いいたします。

（保健福祉部）

保健福祉部でございます。

アクティブシニアに関わります実証実験の成果，結果とそれから結果からのフィードバ

ックについての御質問を頂いております。

長寿先進県でござます本県といたしましては，高齢者を支えられる側とするイメージの

転換を図りまして，地域を支える新たな担い手として，生涯現役で御活躍いただくことが

極めて重要であると考えてございます。

そこで，商工労働観光部と連携いたしまして，地域の実情に応じました，高年齢者の多

様な就業の機会を確保するため，平成28年度に「徳島県生涯現役促進地域連携事業推進協

議会」を設置し，協議を行っているところでございます。

この協議会が実施主体となりまして，実証実験といたしまして，労働者不足が課題とな

っております農業の担い手確保のために，農業関係団体との連携を強化いたしまして，農

作業のマニュアル，ニンジンとかなると金時のマニュアルの作成でありますとか，作物別

のバックヤード研修を組み込んだ労働力サポートモデル事業を平成28年度より実施し，農

業人材の就労支援を行ったところでございます。

成果といたしましては，ＪＡと連携いたしまして，農業マッチングセンター，銀の授農

センターというものを開設いたしました。そこに93人の方の登録を頂いたところでござい

ます。

また，具体の就労者数といたしましては，平成29年度に12名，それから平成30年度に26

名の方の就職ということで，合わせまして38名の就労につながった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。よろしいでしょうか。

それでは，続きまして，４ページの465番，お願いいたします。
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（保健福祉部）

「徳島県活き活きシニア放送講座」の受講者数についての御質問でございます。

高齢化が進行する中，高齢者にずっと元気でいていただくことは極めて重要であると考

えておりまして，本県としましては，とくしま“あい”ランド推進協議会と連携をいたし

まして，シルバー大学校でありますとか，シルバー大学校の大学院を開校し，学習機会の

提供を行っているところでございます。

しかしながら，学びたくても，お体の状況でありますとか，地理的な条件，また家族の

介護等，家庭環境等によりまして，シルバー大学校等への通学が困難な高齢者の方もおい

でるということで，平成23年度にケーブルテレビを活用いたしました，自宅で受講できる

高齢者向けの講座を開設して，今年度も引き続き開講することとしております。

内容といたしましては，シルバー大学校の講座などの中から，高齢者の関心が高いと思

われます健康，防災，歴史等の８講座を選定いたしまして，徳島県ケーブルテレビネット

ワーク機構を通じまして放送しているところでございます。

御質問の放送講座の受講者の数でございますが，平成30年度につきましては68名でござ

います。計画年度を遡ってまいりますと，平成29年度が76名，平成28年度が73名，平成27

年度が68名ということで，60台ないし70台で毎年安定した受講者の方を確保できていると

いうふうに考えてございますが，私どもといたしましては，引き続き工夫を凝らしまして，

高齢者の方に御覧いただけますように，内容の充実に努めてまいりたいと考えてございま

す。

以上です。

（会長）

ありがとうございます。よろしいでしょうか。

（Ａ委員）

ちょっとよろしいでしょうか。

（会長）

はい。どうぞ。

（Ａ委員）

人数等，ありがとうございます。

基本的にケーブルテレビで放送して，それを自宅とかで受講するということで，今，８

講座開講しているという形とお伺いしたのですけれども，今後，増やしたりとか，高齢者

の中でこれをしてほしい，こういう講座があればよいというような調査をしたり，そうい

うことをするのかということを，考えがあるかないかだけでも構わないので，教えていた

だきたいことと，あと受講者数が大体70前後で推移している。そこを目指しているのか，

もう少し多くの方に受講していただきたいと考えているのか，その辺りの考え方があれば，

教えていただければありがたいです。
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（会長）

お願いします。

（保健福祉部）

ニーズ調査についての御質問でございますが，まず，平成25年度から私どもこの講座に

ついてスクーリングを開講いたしておりまして，受講生の方に実際に合同講義への参加等

も頂いております。そういった中で，今回の放送講座につきましても御意見等を頂いてい

るところでございまして，今後，引き続き，ニーズの把握に努めまして，できるだけニー

ズにあったような形での講座の開設というようなものを，工夫を凝らしていきたいという

ふうに考えてございます。

あと，もう一つ，この60ないし70の数が適正な人数か，更に増やすべきなのかどうかと

いう御質問でございます。確かに，私ども，啓発に努めているところでございますが，傾

向といたしましては，その辺りの数字というところでございますけれども，やはり，そこ

は，一つは内容の充実ということが一点と，もう一つはしっかりと高齢者の方に周知を図

っていくというところが極めて大事だというふうに考えてございますので，更なる高みを

目指して頑張っていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

（会長）

ありがとうございます。よろしいですか。

それでは，続きまして，同じく４ページの466番の御説明をお願いいたします。

（保健福祉部）

はい。466番，徳島健康福祉祭，とくしまねんりんピックの西部と南部の参加数という

ことについてでございます。

この県の健康福祉祭，愛称といたしましては「とくしまねんりんピック」ということで，

そう言った方が皆さんになじみがあるかと思いますけれども，平成６年度から高齢者だけ

でなく，年代を超えた幅広い分野からの参加者のふれあいと交流により，互いの理解を深

め，ぬくもりと活力のある長寿社会づくりについて共に考え，県民が一体となって取り組

んでいくための契機としているところでございまして，御案内のサテライトにつきまして

は平成24年度から。それまでは徳島市内で開催しておりました健康福祉祭，これ現在は東

部大会と位置付けしてございます。

これに加えまして，県南部，県西部につきまして，県健康福祉祭サテライト大会という

ことで開催をしているところでございまして，各圏域の地域住民の方に，より身近で参加

しやすい大会というところでございます。

今年度につきましても，例年どおり，10月を中心とした開催を予定しているところでご

ざいます。

西部，南部の参加者数でございますが，平成30年度の実績で言いますと，南部大会につ

きましては，８種目の実施種目でございまして773名。それから西部大会につきましては，
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９種目の開催によりまして777名の参加を頂いております。

参考に東部大会の実績でございますが，東部大会につきましては22種目の開催で1,988

名の方の参加を頂いたところでございまして，県下全体に幅広く参加の機会が提供できて

いるというふうに考えてございます。

（会長）

ありがとうございます。よろしいですか。

立て続けで申し訳ないのですが，５ページ，467番。

またですが，お願いいたします。

（保健福祉部）

467番の先進的な取組を行っているモデル地区についてでございますが，これにつきま

しては，中山間型のモデルとして，那賀町，海陽町，阿波市，三好市。それから，市街地

周辺の急速に高齢化が進む地域のモデルといたしまして北島町を選定し，支援をしてきた

ところでございます。

平成30年度につきましても，神山町，東みよし町を新たにモデル地区に選定したところ

でございます。

モデル事業の成果というところでございますが，例えば，那賀町では，認知症高齢者Ｓ

ＯＳネットワークを構築し，推進していくところでございまして，認知症で一人歩きをさ

れている高齢者を捜索する模擬訓練の実施でありますとか，認知症見守り協力事業所の表

彰，認知症ＶＲを活用いたしました中高生の普及事業の実施など，認知症対策を地域課題

とした取組を行っているところでございます。

また，三好市におきましては，高齢者の在宅生活を支援するために，インフォーマルを

中心とする社会資源の調査でありますとか，調査結果をまとめた冊子「まごのて手帳」と

いったものを作成し，高齢者の在宅生活支援体制を強化する取組が行われているところで

ございまして，県といたしましても，こういった地域包括の取組をしっかりと支援してま

いりたいというふうに考えております。

以上です。

（会長）

ありがとうございます。いかがでしょうか。

（Ａ委員）

ちょっとすみません。

（会長）

はい。お願いします。

（Ａ委員）

取組の所の最後に，その成果を全県的に普及させることで推進につながった，という書
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き方をしていただいていて，私の取り方は，全県的にこんなことがすごく普及しているの

だ，というふうな認識にちょっとなってしまっていて。

今のお話だと，いわゆるモデル地域があって，そこから少しずついろんな所に波及を今

させているというような感じなのかなというふうに捉えてしまったのですけれども，イメ

ージとすると，まだ全県的に全てが普及している訳ではなくて，少しずつ，少しずつ前進

していくようなイメージで考えておいた方がよろしいのですか。

（会長）

はい。お願いします。

（保健福祉部）

地域包括ケアシステムについてでございますけれども，地域包括ケアシステムは基本的

には中学校区といいますか，相当広いエリアを考えるのでなくて，どちらかと言いますと，

病院でありますとか，介護施設，そういったできるだけ地域に密接した形で，高齢者の方

等の暮らしを見守っていくというシステムでございまして。

全県展開と言うと，確かに，全ての地域に包括支援システムができているかというと，

まだそこまでは至っていないところでございますけれども。こういったモデル事業を推進

し，それを広く情報発信することによりまして，地域の皆様に，いろんな取組があります，

病院を中心とした取組とか介護施設を中心とした取組，あるいは地域の団体を中心とした

取組，様々なものがありますので，その中からアイデアというか，ヒントを拾っていただ

きまして，自分たちの地域ではこういう取組ができるというようなことを，自分たちの持

っている資源を生かしていくことにつなげていくことが，県としては必要なことかと考え

ておりますので，委員御指摘のとおり，全ての所にできているかといえば，それは十分で

はないかも知れませんが，その辺りはしっかりと，引き続き頑張っていきたいと考えてお

りますので，よろしくお願いいたします。

（会長）

ありがとうございました。よろしいですか。

それでは，次，８ページの477番。こちら，お願いいたします。

（危機管理部）

危機管理部でございます。

477番の県防災会議につきましては，災害対策基本法に基づきまして，地域防災計画の

作成や災害発生時の連絡調整などを目的に設置しております。

会議の委員につきましては，平成27年度は委員総数78名のうち女性が39名と，女性比率

50パーセントを達成しておりましたが，平成28年度に１号委員であります指定行政機関の

長といたしまして，国土地理院四国地方測量部長，中四国地方環境事務所四国事務所長の

２名を新たに委員に追加いたしました。この２名とも男性であったため，現在まで計80名

のうち女性は39名で，女性比率は48.8パーセントとなっております。

そもそも防災会議と申しますのは，法律によりまして委員の指定が義務付けられており
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ます国や自衛隊，警察，消防などの防災機関の長でありますとか，ライフライン事業者の

代表がほぼ男性ということもありまして，女性比率を上げにくいといった事情がありまし

て，全国平均の女性比率は16パーセントの中，本県の48.8パーセントは，全都道府県の中

ではトップとなっております。

県といたしましては，委員の指定に県の裁量の余地があります自主防災組織や学識経験

者などの部分につきましては，全て女性を任命しておりまして，これ以上，女性比率があ

げられない状況にありました。

しかしながら，50パーセントの目標達成に向けましては，あと１名を男性から女性に変

更できますよう，引き続き取り組んでまいります。

以上でございます。

（会長）

ありがとうございました。よろしいですか。

（Ａ委員）

良く分かりました。

となると，そもそもこの計画に50パーセントと書くことが，結構，かなりハードルを高

めにしている気がしていて，数値を書かないと計画にならないのかもしれないですけれど，

もう少し，何か書き振りもあったのかなというふうに思いますので。

本県が非常に頑張っているということが分かりましたので，ありがとうございました。

（会長）

はい。それでは，続きまして，23ページ。こちらは，まず513番について，Ｂ委員さん

から御質問がありましたので，お願いいたします。

（保健福祉部）

＃8000の関係でございます。

まず，平成27年度にモデル事業を実施し，28年度に検証，29年度に回線の増設というこ

とで，少し計画と変わったところになってございますけれども，まず，平成27年度に行い

ましたモデル事業から御説明させていただきますと，これにつきましては，子育て支援医

療情報提供事業といたしまして，♯8000事業におきまして，すぐに病院にかかる必要があ

る特に重篤な小児患者の情報を，電話相談の受託者から医療情報を伝え，スムーズに受診

できるモデル事業を実施したところでございます。

具体的なモデル事業の内容といたしましては，♯8000への相談の後，すぐに病院にかか

る必要があり，病院に行く患者につきましては，電話の受託者，事業の受託者から受診医

療機関へファックスを送信することで，病院でのスムーズな受診ができないか検証したも

のでございます。

検証の結果，ファックスを活用することによりまして，スムーズな受診につながったと

いうことが一点ございます。それについては対応できたということでございます。

一方，♯8000につきましては，以前から♯8000につながりにくいというような御意見を



11

賜っていたところでございまして，引き続き検証を行いました結果，このモデル事業の継

続ではなく，新しく２回線体制ということで，回線を増やすことにして，つながりにくい

部分につきまして改善を図ったところでございます。

ここの方向性ということでございますけれども，小児救急医療ということで，非常に親

御さんにとっては心配をされるところでございまして，そのファーストコンタクトとして，

♯8000は非常に重要なものというふうに考えておりますので，県といたしましては，更な

る充実について検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

以上です。

（会長）

Ｂ委員，よろしいですか。

（Ｂ委員）

今後，改善はしていくということでよいのですね。

（保健福祉部）

できるだけ，より使いやすいような方向で検討を進めていきたいと考えております。

（会長）

はい。それでは，同じく23ページでございますが，514番。こちらの説明をお願いいた

します。

（保健福祉部）

ドクターヘリの臨時発着場が増えていない理由についてでございます。

いわゆるランデブーポイントということで，これにつきましては一定の広さの条件等を

満たすドクターヘリが着陸可能な場所でございまして，特に，緊急救急現場から傷病者を

搬送してきた救急車と合流いたしまして，適切な処置を行った後，医療機関に搬送を開始

するための重要な場所であるというふうに考えてございます。

そのため，ドクターヘリがその効果を最大限に発揮し，患者の救命率の向上とか，後遺

症の軽減を図るためには，なるべく多くの臨時離着陸場を確保することが重要であるとい

うふうに考えております。

私ども，方向性としては，計画にございますように更に数を増やしていくという方向を

持っているところでございます。

しかしながら，臨時離着陸場の適地といたしましては，まず条件がございまして，一点

は33メートル四方の広さが必要であるということ。それから離着陸に支障となるような障

害物がない。ヘリを運航する上では当然のことでございますけれども，そういった条件が

必要でございまして，この部分については，その地域をよく御存じの地元の市町村であり

ますとか，消防本部と緊密に連携して，そこから情報を得て確保を進めてきたところでご

ざいます。

横ばいになっている要因といたしましては，このドクターヘリの運航が６年以上経過し
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たところでございまして，特に主要な場所につきましては，おおむね登録が進んでいると

いうところが一点ございます。

それから，もう一点は，本県，特に中山間地を多く抱えているところがございます。そ

の辺りにつきましては，先ほどの土地の要件，33メートル四方というような所がなかなか

クリアできない。狭隘な土地が多いというようなところがございます。そういった，土
きようあい

地の確保がなかなか難しくなっているというような状況が現実としてございます。

現在，引き続き，新たな臨時発着場の登録に向けまして，関係機関とは協議を進めてい

るところでございまして，私どもも十分必要性は認識しているところでございますので，

先ほど申し上げました市町村とも，更なる掘り起こしに努めまして，できるだけ多くの発

着場の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。

以上です。

（会長）

よろしいですか。はい。どうぞ。

（Ａ委員）

大変であることは分かるのですが，ここで一点，ちょっとお伺いしたいのですけれども。

この計画を立てた時に250か所，平成30年度と書いてあるのですけども，250か所必ず必

要だから250と書いたのか，それ以上必要なのだけれども平成30年度は250を目標にしまし

ょうというふうに立てたのか。250の計画だったのだけれどそんなにいらなかったのだと

か，いろんな要素が組み合わさってくると思うのですけれども，この時の，目標を立てた

時の250を作るそのバックボーンを少し教えていただければありがたいかなと思います。

（会長）

お願いします。

（保健福祉部）

250の積算といいますか，数値目標につきましては，今，直ちにお答えできるものを持

ってございませんので，後ほど回答させていただければありがたいです。

（会長）

またあとで御説明いただけるようです。よろしいですか。

（Ａ委員）

はい。

（会長）

それでは，続きまして25ページ，521番になります。

こちらは，Ａ委員さんからの御質問に併せて，Ｂ委員さんからもございました。

お願いいたします。
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（保健福祉部）

ＣＯＰＤの認知度についての御質問，御意見でございますけれども，ＣＯＰＤの認知度

でございますけれども，まず，国の「健康日本21」というのがございまして，そこで一つ，

メタボリックシンドロームという言葉をお聞きになったことがあるかと思いますけれど

も，それの認知度を80パーセント以上にするという目標を掲げておりました。それが達成

できたといったことも踏まえまして，国におきまして，令和４年度の目標を80パーセント

ということで，国の方でまず掲げたということがございます。

本県におきましても，国と合わせた形で，同様の目標を掲げているところでございまし

て，このプラン上は，平成30年の目標数値につきまして50パーセントという形で設定をさ

せていただいたところでございます。

この評価指標といたしまして，県におきましては，県民健康栄養調査の結果に基づきま

して評価をしているところでございまして，そのデータが平成28年度に書いてある19.4パ

ーセントというものでございます。

実は，このデータソースである県民健康栄養調査でございますけれども，健康増進法と

いう法律に基づいて実施しているものなのですけれども，５年ないし６年に１回という調

査でございまして，データソースといたしまして，本県のデータといたしましては28年度

の数字が直近値となるところでございます。

なお，国におきましても，先ほど，計画という形で設定していると申し上げましたけれ

ども，国においては平成30年度に中間評価をいたしておるところでございまして，その時

の数字データで，平成29年度の国全体のデータでございますけれども，国全体の認知度が

25.5パーセントということで，国におきましても，なかなか認知度が高まっていないよう

な状況が現実でございます。

ＣＯＰＤにつきましては，肺気腫でありますとか，慢性的な肺疾患の総称でございまし

て，一つはたばこの煙でありますとか，そういった有害な物質を長時間吸い込むことで肺

の機能が低下をする疾患でございまして，喫煙歴とか受動喫煙等によって発症する場合が

多いと言われているところでございます。

その辺りの，メタボリックシンドロームと比べまして分かりにくさといいますか，総称

的な言い方というのも，一つ認知度が深まらないようなところもあるのかも分かりません

けれども，本県といたしましては，この認知度が19.4パーセントであるといったことを受

けまして，一つは受動喫煙防止対策の推進，それから企業の健康経営の推進，それから早

期受診，早期治療対策ということで，この三本柱を立ち上げまして，認知度向上に向けま

して対策を実施しているところでございます。

その一つといたしまして，例えば，肺年齢の測定器，肺チェッカーといったものがござ

いますけれども，そういったものの貸出しを行いまして，健康イベントでありますとか，

保健指導の際に県民の皆様に肺年齢のチェックを実施していただきまして，実際にＣＯＰ

Ｄの診断基準となります肺年齢，そういったものを，御自身の肺年齢を知っていただくこ

とで実体験をもってＣＯＰＤについて認知度を高め，更に普及していきたいというふうに

考えているところでございまして，こういった取組でありますとか，ビジネスメッセにお

きます出展でありますとか，そういったいろんな取組を行いまして，一つは企業というか
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雇用者，あるいは喫煙者，それから県民全体の皆様というか御本人，県民自ら考えていく

というようなことを，様々な取組を行っているところでございまして，引き続き，こうい

った取組によりまして認知度を少しでも高めていきたいというふうに考えているところで

ございます。

（会長）

ありがとうございます。よろしいですか。

はい。それでは，次，37ページの543番になります。

こちらも，Ａ委員さんからの質問と併せて，Ｃ委員さんからも質問がありました。

お願いいたします。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

543番の里親委託率，これについて御質問を頂いたところでございます。

543番の右中段にも記載してありますように，里親委託率について，上げ下げ若しくは

若干減少傾向にある。その理由につきましては，里親制度につきましては様々な種類とい

いますか，養育里親，親族里親，専門里親，養子縁組里親という４種類ございます。

そういう中，この記載にあります特別養子縁組につきまして，養子縁組里親が特別養子

縁組をすることで，実親との親族関係が終了した場合に里親委託が解除になります。

そういうことで里親委託率は，そういうものが成立すると減少すると。加えて，現在，

徳島県におきましては，270名前後の里親等が必要な子どもたちがいるのですけれども，

その辺りの子どもたちにつきまして，高年齢の人が多いということで，満年齢18歳，又は

高校を卒業した場合にこの里親委託が解消されているというところで，これらも要因にな

りまして，現在，里親委託率が減少又は上げ下げに至ったところでございます。

しかしながら，実際のところ，本県も含め，この里親委託率，全国的にも上がっていな

いというのが事実でございます。伸び悩んでいるところを踏まえまして，国におきまして

は，昨年７月に都道府県社会的養育推進計画策定要領，これをこしらえております。

この中でも，具体的な里親委託率の目標値の設定ということで，新行動計画でも若干上

昇ということで，この数値の上昇傾向の中で目標値を設定しております。

その一方，里親に関する業務を一元化する組織づくり，これを各県都道府県等が求めら

れているところでございます。

このため，本県におきましても，先ほど御質問のありました事業の有効性等，見直し予

定等があるのかということで，県におきましても，この組織づくり等を進めていきたいと

いうところで，これら民間機関への委託も視野に入れ，里親に関する業務を一元化するフ

ォスタリング機関，これは国が求めるところでございますが，これの設置を早急に行いな

がら，現在のこども女性相談センターの機能強化とともに，来年，実は本県で開催される

里親全国大会，これらを契機と捉え，関係機関とも連携を図りながら，里親委託率の向上

につなげてまいりたいと考えています。

以上でございます。
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（会長）

はい。ありがとうございます。よろしいでしょうか。

これで当初予定していた質問を全て御説明いただいたのですが，13ページの492番こち

らは評価に関わるところなのでということで，担当部局からのお答えを求めなかったので

すが，この評価に関わる部分で，確か，事故でという部分を含めて，その後の状況はどう

なのかという質問があったように思います。

後先になってしまうのですが，492番。こちらの方について説明いただければと思いま

す。

（保健福祉部）

補助犬の育成頭数未達成の理由ということで御質問を頂いているところでございます。

まず，補助犬でございますけれども，県と徳島の盲導犬を育てる会というところが関係

機関との連携によりまして，毎年度１頭の育成を目標といたしまして，事業推進を行って

いるところでございます。

県からは，身体障がい者補助犬育成事業により支援を行っているところでございます。

支援のフローにつきまして御説明をさせていただきますと，毎年度当初でございますけれ

ども，視覚障がい，肢体障がい，聴覚障がい等によりまして日常生活に著しい支障のある

身体障がい者の方を対象に，身体障がい者補助犬の貸付希望募集をまず行っているところ

でございます。

応募がありました場合，応募者の適正調査でありますとか，県の審査を経まして，貸し

付ける障がい者の方の障がいに応じました補助犬の育成を委託していくというところでご

ざいまして，最終的に候補者の障がい者の方と犬との合同訓練実施を経て初めて貸し付け

るということで，応募から貸付まで非常に時間がかかる事業でございます。

この事業につきましては，先ほど委員さんからお話ございましたように，平成27年度に

大変残念な事故がございまして，育成が途中でできなかったという事情も一つあったもの

でございます。

そのあとは，頭数は確保できているところでございますけれども，平成30年度につきま

しては，初回の募集から都合３回募集を行ったところでございますが，残念ながら応募が

なかったということでございます。

今後，年１頭の達成に向けての取組ということでございまして，引き続き，募集につき

ましては，県のホームページとか，広報誌のＯＵＲ徳島で県民に周知をいたしますととも

に，関係団体への周知でありますとか，障がい者の方が利用する事業所等への周知といっ

たものは必須であるというふうに考えてございます。

そういったところで，補助犬の必要な方の手元にしっかりと情報が届くということがま

ず大事かと考えておりますので，その辺り，しっかりと工夫を凝らしながらやっていきた

いというふうに考えております。

もう一つは，補助犬の仕組みといいますか，そういった制度をより一般の方といいます

か，県民の方にも知っていただく必要があろうかと考えてございますので，この８月の25

日に県立障がい者交流プラザにおきまして開催されます，交流プラザフェスタにおきまし

て，盲導犬とのふれあいコーナーを設けていきたいというふうに考えておりまして，直接
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補助犬に触れていただくことによりまして，障がいのある方，ない方につきましても，そ

の関心，理解を深めていただくことによりまして，全体として補助犬の仕組みが広く活用

されるような取組を進めていきたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。

（会長）

はい。ありがとうございます。よろしいですか。

そのほか，御質問，御意見などありましたら，お願いいたします。

はい。お願いします。

（Ｄ委員）

41ページをお願いいたします。

ここで魅力ある地域づくりの推進というところで，ふるさと納税とか，あとは企業版の

ふるさと納税だとか，しっかり取り組んでいただいているところかと思います。

ここがＣ評価になっている大きな要因としては，新規の就農者数というものがちょっと

目標には足りていないというところと，あとは年間の延べ宿泊者数，ここはずっと問題に

なっているところかと思うのですけれども，この２点が大きなところかなというふうに思

います。

でも，全体的にいろいろ取り組んでいただいておりまして，地域づくりというところで，

魅力あるところが徳島としてできているのかなということを考えると，本当にしっかり取

り組んでいただいているかと思いますので，Ｂ評価でもよいのかなというようなところが

ございます。

年間の宿泊者数につきましては，今年度も多分厳しい状況になるかなと。台風の影響で

２回阿波おどりが中止になったというところも含めてそうなのですけれども，県として取

り組んでいただいているところと，あとは関係の企業さんとか団体さん，県民一人一人が

こういうところにどう寄与できるのかというところも，もうちょっと考えていくべきかな

というふうにも思っておりますので，全体的に見て評価するとしたらＢ評価でもよいのか

なというところでございます。

以上でございます。

（会長）

はい。評価に関してです。この主要施策３，こちらＣなのですけれども，Ｂでもよいの

ではないかという御意見ですが，いかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｅ委員）

私もＤ委員さんと同じで，ＣからＢでもよいと思ったのですけれども，一番気になった

のは，企業版ふるさと納税がずっと４件のまま止まっているのですが，元々内閣府の認定

を受けて地方創生プロジェクトに対する寄附を募ってくるというのが企業版ふるさと納税

だと思うのですけれども，そもそもプロジェクト自体はうまく案が立たなかったのか，寄
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附してくださる企業を集めてこられなかったのか。

この４件のまま止まっている理由があるのであれば，それを聞いた上で評価を上げても

よいのではないかなと思います。

（会長）

はい。こちらは。

はい。お願いいたします。

（政策創造部）

政策創造部でございます。

企業版ふるさと納税の４件ということでございますけれども，実は，この企業版ふるさ

と納税につきましては，地方再生法という法律に基づいて，地方公共団体が地方再生計画

というものを策定いたしまして，これを内閣総理大臣の認定を受けて，その計画に記載さ

れていた事業につきましては，こういうふるさと納税ですとか，地方創生交付金ですとか，

こういう支援制度を受けられる制度になっているというところでございます。

この地方再生計画の中で，４件，徳島県は認定を受けておりまして，一つが「ｖｓ東京」

徳島観光・交流拡大プロジェクト，二つ目が「とくしま回帰」人材育成プロジェクト，３

番目が「とくしま回帰」加速・産業人材支援プロジェクト，４番目が「阿波おどり」で繋
つな

げる・繋がる！とくしま魅力発信プロジェクトということになっておりまして，確かに，

４件でとどまっているということなのですけれども，地方再生計画が認められたのがこの

４件でということでございまして，仮に全都道府県別の認定件数で言いますと，徳島の４

件というのが今のところ12位タイというところで，それなりに成果を上げているのではな

いかなというふうに感じております。

（会長）

はい。いかがでしょうか。

（Ｅ委員）

その上でＢ評価でよいと思います。

（会長）

ちなみに当初の予定は５件なのですが，その後，５件に増やそうというので，何か検討

したいとか，働きかけたりとか，何かそういう，潰れたプランといいますか，そういうも

のはあったりはするのでしょうか。惜しかったなというプランとか。

（政策創造部）

そうですね。今度，この地方再生計画の変更の際に，新たに取り組んでいく課題という

というのが出てくれば，それにもトライしていきたいなというふうに考えております。

（会長）
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ありがとうございます。

評価に関してはＢということでよろしいでしょうか。はい。

ほかにいかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｃ委員）

二点ございまして。まず，21ページの507番の地域医療センター登録医師数なのですが，

計画は17人で，29年度が５人ということで，17人のうち12人が実績として上がったという

ことなのですけれども，この成果と取組の所にあります「医師修学資金貸与者」というと

ころに，これは12名しか登録はできなかったということなのですね。

17人という，その根拠はちょっとよく分からないのだけど，そこのところで，この17人

の計画数字の根拠と，12名が登録をされたというふうなことで，成果としては医師，診療

科の確保が図られたということなのですね。事業自身に支障がないという数字がこの12名

の中で賄えたということなら，私はＢ評価なのだけどＡ評価。

同時に，その左側にあります阿南医療センターも，２年遅れですけれども開院にはこぎ

つけているのだというようなことで，年度内というか，その期間中にね，開業ができたと

いうことも併せて見れば，Ａ評価でもよいのではないかと思います。

それから，続いては33ページのひきこもりに関する相談体制ですけれども，計画は各年

10人で，27年度は63人と多いのですけれども，29年度だけが計画が未達になっていると。

達成率としては90パーセントということで，30年度は16人という実績も上がっております

ので，Ｃ評価というよりはＢ評価でよいのではないかというふうに思いました。

以上です。

（会長）

はい。まず，21ページの507番の方，登録医師数。こちらの方をお願いいたします。

（保健福祉部）

地域医療支援センターの登録医師数の関係でございます。

まず，地域医療支援センターというのは何をしているのかというところでございますけ

れども，ここにつきましては，徳島県の医師会と関係機関と連携いたしまして，徳島大学

病院とそれから県の病院局が作っております総合メディカルゾーン本部におきまして設置

したものでございまして，具体的には，地域医療を担っていただく医師の人材育成であり

ますとか，医師の配置調整，それから地域医療の相談，そういったものを受け付けている

所でございます。

この実績と人数でございますけれど，まず，平成30年度の目標数17に対して12というこ

との評価でございますけれども，これは徳島大学におきまして，いわゆる地域枠という推

薦枠を設けてございまして，その全体の枠として17人ございます。そのうち，地域特別枠

という形で12人の枠を，いわゆる奨学金という形で支援をさせていただいている。その方

が12人ということでございます。

私どもの計画といたしましては，この地域枠で入っていただいた方につきまして，全て
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センターの方に登録ということで考えておって，働きかけもしたところでございますが，

結果的にはその奨学金を支給しております12名という形になったところでございます。

ただ，残りの５名につきましてでございますけれども，そのうちの４人の方につきまし

ては，センターには登録されておりませんけれども，県内の医療機関，市民病院でありま

すとか，吉野川医療センター，それから徳島大学病院の方で引き続き勤務をしていただい

ているところでございまして，そういった形で評価としては17分の12でございますけれど

も，地域医療に携わる医師の確保としては，確保できているのではないかというふうに考

えてございます。

以上です。

（会長）

はい。よろしいですか。

それでは，順番に，評価の方もＢではなく，これに関連してＡにしてはということだっ

たのですが，Ｃ委員さん，Ａということでよろしいですか。今の説明で。

（Ｃ委員）

Ａでよいと思います。

（会長）

はい。

ほかの委員さん，いかがでしょうか。よろしいですか。

はい。それでは，重点戦略４の主要施策２になります。こちら，評価をＢからＡに変更

したいと思います。

Ａ委員さん，よろしいですか。

はい。ではそのようにします。

もう一つございました。今度は33ページになります。こちら，537番ということですけ

れども，もし説明があれば。平成29年度だけ減ったけれども，そのあとは随分増えたとい

うところなのですが。

（保健福祉部）

ひきこもり支援者の養成数につきまして，達成していない理由ということでございます。

ひきこもり支援員を養成するために，地域の相談を受ける市町村，社会福祉協議会と行

政や支援機関に受講案内をしまして，ひきこもりサポーター養成研修を実施したところで

ございますが，平成29年度につきましては，残念ながら受講者が少なく，目標に達しなか

ったところでございます。

計画期間といたしましては，28年度，30年度は目標に達しておりまして，平均値として

は10人を超えて養成しているところでございます。

毎年，支援機関に向けまして，精神保健福祉センターで開催する思春期保健研修であり

ますとか，３月頃に開催いたしますひきこもり関係機関連絡会議，それから講師として要

請されました外部の支援機関向けの研修会等，ひきこもり支援員養成の制度につきまして
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十分周知を図っていきますとともに，受講を促しているところでございます。

また，県下の大学，大学院のうち，心理福祉専攻科にも周知をして新規受講者の増員を

図っているところでございますので，引き続きこの辺り，しっかりと養成に努めてまいり

たいというふうに考えているところです。

よろしくお願いします。

（会長）

はい。ありがとうございます。

そして，評価としてはＣではなくＢでよいのではないかということでございますが，い

かがでしょうか。

（Ｃ委員）

ひきこもりが社会現象的にですね，マスコミなどでも全国的に非常に増加しているとい

う報道もございますのでね。ある意味では，やはりそういう，ひきこもり支援員の養成を，

これからもかなり進めていただくというふうなことで，対策としてしっかりとこれからも

やっていただくということも含めて，私はＢ評価でお願いしたいと思います。

（会長）

はい。よろしいでしょうか。

では，こちら，Ｂ評価にしたいと思います。

そのほか，いかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｆ委員）

27ページの食育なのですが，肥満児が，確かに，８パーセント減が5.1パーセントで少

ないのですけれど，肥満度が50パーセント以上の高度肥満については減少傾向にあると書

かれてまして，食に関する授業も小中でそれぞれ頻繁にしてくださっているというか。糖

尿病も，確か，最下位から上に上がったっていう，どこかに書いてありまして。

今，これだけ食べ物が，いろんなものがあふれている中で，自分の好きなものを食べな

いで，自分の体に良いものを食べないといけないというのが非常に難しい時代だと思うの

です。

でも，そういうものを，できるだけ，強制的にと言うと語弊があるのですけれど，学校

給食などで使っていただければ，嫌が応でも子どもの舌がそういう味に育っていくという

ことがあると思いますので，今後とも，こういう食育は，是非，続けていってほしいと。

今，全体として，学校に栄養の先生を配置したり，いろいろ頑張ってくださっているの

で，評価としてＢでもよいのではないかなと思って。

是非，今後とも，続けていってほしい。力入れて続けていってほしいというか。

（会長）

なるほど。分かりました。
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評価について，案ではＣなのですけれども，Ｂでもよいのではないかという御意見です。

いかがでしょうか。Ａ委員さん。はい。

ほか，よろしいでしょうか。それでは，こちらの評価をＢにしたいと思います。

ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それではこの辺りで，基本目標５の評価を決定したいと思います。

Ａ委員さんの評価案から変更になった箇所を確認しておきます。

変更になったのは，重点戦略４，主要施策２，安全安心な地域医療体制の充実。こちら

がＢからＡ。そして，同じく重点戦略４，主要施策７，食育の推進。こちらがＣからＢ。

そして，同じく重点戦略４，主要施策12，ひきこもりに関する相談体制の充実。こちらが

ＣからＢ。そして，重点戦略５の主要政策３，魅力ある地域づくりの推進。こちらがＣか

らＢという具合に変更がありました。

それ以外は評価案のままということにしたいと思いますが，それでよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

はい。ではそのように決定したいと思います。

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。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委員さんからありましたら，お願いいたします。

（Ａ委員）

はい。いろいろ大変な事情をいつも聞かせていただいて，ＡだＢだと私たちは言ってい

るのですけれども，やはり，しっかりした数字というか，目標を立てていただいて，それ

に対してどう向かっていくかというところが大事なのですけれども。

今まで，多分，フォアキャストでずっときていた状態で，何年たてば何パーセント上が

るというような感じだったのですけれども，今後は，何年後にこれをします，こうします

ということをしっかり立てて，そこから逆算して何をしなければならないかというような

計画の作り方も，非常に今後は大事になってくるのかなというふうに，ここ数年，これを

見ながら思っていました。

あと，私たちは，数値として表してほしいとよく言うのですけれども，今回も，これ数

値として表さない方がよいのではないかという計画とかがあったと思います。数値として

表しにくいのだけれども，計画に必ず反映させないといけないときにどう表現するかとい

うことは，今後，少し考えていただければ有り難いかなと思います。

あと，国の施策によっていろいろ左右される施策，特にマイナンバーとかは国の施策な

のですけれども，なかなか周知もできないし，県民も覚えてくれないので，ここに書かざ

るを得ないところがあるかと思うのですけれど。その辺りの，国が言うから県もね，とい

うところの流れで，県としてはこうなのだけれども，こういうふうに持っていきます，み

たいな，独自の案をもう少し踏まえていただいてもよいのかなというふうには，少し感じ

ております。

以上です。



22

（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。

（Ｄ委員）

今，Ａ委員がおっしゃったとおり，長期の計画があって，次に中期があって，ここの行

動計画があるというところで，その細かいところを評価するというのはかなり苦しいなと

いうところもあるのですけれども。

その中でも，今回，みんなが輝いていくとか，元気に活躍していくというところの中で，

特に高齢者が活躍する場として介護助手という制度を設けられて，それを，次は，別の課

題に対して，保育助手というところまで展開されている。成果がかなり出るような取組を，

ほかのところにも応用していくということを，この介護助手から保育助手というところ以

外にも適用していただけたらよいなというふうに思いました。

以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。

ほか，いかがでしょうか。

（Ｇ委員）

よろしいですか。

（会長）

お願いします。

（Ｇ委員）

高齢化社会の中で，健康寿命というのは非常に重要な指標だと思うのですけれども，24

ページの主要施策で健康寿命の延伸というものが入っているのですけれども。平均寿命と

健康寿命の差の縮小というところが目標の数値になっているのですけれども，ストレート

に健康寿命そのものが目標値でもよいのではないかと思うのですけれども。

健康寿命を目標値にしないで，平均寿命と健康寿命の差の縮小というのを目標の数字に

挙げておられるという理由をちょっと教えていただきたい。

ストレートに健康寿命でよいのではないかなと思うのですけど。

（会長）

はい。お願いいたします。

（保健福祉部）

健康寿命と平均寿命の差を埋めるという…，ダイレクトに数値の目標を掲げた方がよい
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のではないかというような御指摘でございます。

確かに，そういった評価の設定の仕方というのもあるかとは考えてございます。

この時，目標設定した時の課題といたしましては，平均寿命は延びているのに健康寿命

が延びてないというような実態が一つございました。その時の問題意識としては，平均寿

命が伸びるのと同じように健康寿命の方も，やはり，しっかりと伸ばしていかなければ，

これはかえって高齢者の方というか，県民全体の福祉に十分資するところがないのではな

いかという問題意識で，この目標を設定したところでございますけれども，今後につきま

しては，御指摘のような考え方ができないのかどうか，検討をしてまいりたいと考えてご

ざいます。

以上です。

（Ｇ委員）

確認ですが，健康寿命はこの４年間で，毎年，伸びているのでしょうね。徳島県は。

（会長）

いかがでしょうか。

（保健福祉部）

健康寿命につきましてでございますけれども，最新のデータが平成28年の数字でござい

まして，男性が71.34，女性が74.04歳でございます。平成25年が，男性が69.85，それか

ら女性が73.44ということでございまして，数値的には延伸はできております。

（Ｇ委員）

ありがとうございます。

（会長）

よろしいですか。

（Ｇ委員）

来年度以降は，どちらを主に置いたらよいかということをよく御検討いただければ。

私は，健康寿命ストレートでよいような感じがするのですけれど。

（会長）

ほかにいかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｈ委員）

「徳島県活き活きシニア放送講座」の受講生が，平成30年度68名，先ほどお話があった

のですが。

私も，昨年度，これに講師として参加させていただいたのですが，オブリゲーションが
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ないところでね，その68名の方がちゃんとその講座を受けて，ちゃんとレポートを書いて

出しておられるということは非常に高く評価されると思いますし，それから，有線テレビ

に出ることによって，シルバー大学校の内容自体が非常に周知できているのではないかと

いうふうに思います。

それから，今年のプログラムも見せていただきましたけれども，去年よりもはるかにバ

ージョンアップしていると思いますので，是非，お続けいただきたいと思います。

以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。

ほか，いかがでしょうか。よろしいですか。

それでは，基本目標５の議論はここまでにしまして，続きまして基本目標６の評価を行

いたいと思います。

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の概要等について御説明

いただきたいと思います。

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６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いたします。

（Ａ委員）

はい。よろしくお願いいたします。

まず，１ページと２ページになるのですけれども，番号で言いますと563番と564番にな

ります。これは，何回も私，何年前からかずっとお話しさせていただいていると思うので

すけれども，留学をする学生の数になるのですが，どうしても目標値に達していないとい

うところがあります。

あとは，トビタテ！留学ＪＡＰＡＮとか，いろんな留学制度があるのですけれども，そ

れに対する応募者数も，残念ながらそれほど伸びてないというところを考えますと，何か

やはり，抜本的にやらないといけないのかなというふうに感じておりますので。今までこ

ういうことやってきたのだけれども，来年度以降こんなことを考えて，施策を打ちますと

か，何か計画を考えていることがあれば，お教えいただければありがたいかなと思います。

次，飛びまして８ページになるのですが，８ページの582番になります。先ほど，食育

のところで，50パーセント肥満児がという話があったと思うのですが，ここであるのは運

動能力の話になります。

まず，残念ながら，徳島県の小学校，中学校も含めて，運動能力を全国的に比べると，

多分，ワーストの方から比べる方が早い学年と性別のところがあると思います。この辺り
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が，その年は良かったけど次の年駄目だという訳ではなくて，何とか抜本的に，徳島県の

子どもの生活スタイルがおかしいのではないかというところを探らないと，なかなか治ら

ないのかなと。学校に来たら動きましょうということになるのでしょうけど，一番大事な

家庭生活とか，一般的なところも含めて，見直しをする必要があるのかなと思っています。

若干，私もそういう研究をしていて，つい最近，学会で発表してきたのですけれど，幼

い時の生活習慣は二十歳以上になってもずっと変わらないので，いかに小学校の時に送迎

をしないとか，いかに動かすのか，公共交通に乗せるかもほとんど親の責任です。親がど

れだけ車に乗せずに生活させるかによって子供は全然変わるということは大体見えてきま

したので，その辺りを考えて，今までの施策と，今後こんなことやってみようかなってい

うことの回答を頂ければ非常にありがたいかなと思っております。

次，16ページになるのですが，602番なのですけれども，ここに相談支援回数というも

のがあります。平成30年度に400回という目標があるのですけれども，相談回数なので，

これっていろんな要素が含まれて，別に相談回数400回を目指さなくてもよいのではない

か。相談するシステムがあることの方が大事なのかなと思っていまして，そこが400に満

たないから△というのは少しなあというふうに思って，実際はここ，評価案を変えさせて

いただいております。なので，ここの辺りも，先ほどお話しさせていただいたように，数

字じゃない評価項目なのかなというふうに感じております。

最後，19ページになるのですが，607番になります。ここも，私，何回も言っているの

です。お話しさせていただいていると思うのですけれども，トップアスリート，高校生の

インターハイの入賞とか，その辺りの話に結構近づいてくるのですけれども，元々運動す

る少年少女がかなり減っています。動かない。少子化になって，運動しなくなって，高校

生になったら県外に引き抜かれています。インターハイ優勝，多分，無理です。そこを考

えると，どこにフォーカスするかが大事なのですけれど，運動できる環境を幼い時から作

ってあげて，続けられる，徳島県で続けられるような仕組みづくりを，もう少し考えた方

がいいのかな。

高校入試とかいろいろあるので何も言えないですけれど，システマティックにする必要

性があって，そこが少し。ここの結果に反映するまで時間がかかるので，いきなり何団体，

何人など，ここの評価はかなり，今，難しいとは思うのですけど，将来的なことを考えて，

いろんなことを来年度以降考えていただければありがたいかなと思っております。

以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。

ほかに，ただ今，Ａ委員さんからございましたけれども，関連して御質問があればお願

いいたします。

はい。お願いします。

（Ｉ委員）

今のＡ委員さんの御意見に賛成で，一つ前の議論の時にいろいろ，子どもの肥満だとか

食育だといった話が出てきて，今回，教育の方の議論になってくるのですけれども。
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現状，学校も減っているけれども，児童数も減ってきているので，児童数が減ってくる

となかなか学校内でのスポーツができない環境に，野球ができない，サッカーができない

とか。昔であれば児童数がある程度あったので，学校の中でバスケができたりサッカーが

できたりしたのですけれども，今はそういったチームが組めなくなっていて，ほかの学校

に行かなければいけないだとか，スポーツチームに入らないといけないとか，そうやって，

保護者の選択肢というか，保護者が送迎することでかなってくるというふうな環境になっ

ていて。

また，これはもう，保護者に頼ってしまうと，保護者も送迎するような感じになってし

まっているので，学校の方で仕組みを作ってしまって。公共交通を使うのももちろんそう

だし，スポーツができる環境づくりというのをある程度は構築していかないと，本当にな

かなか変化していかないのではないかなというふうにも思うので，横のつながりを見た中

で，学校の仕組みづくりを，是非，進めていただきたいなという意見なのですが。

よろしくお願いします。

（会長）

分かりました。

ほかにいかがでしょうか。

はい。どうぞ。

（Ｆ委員）

今の御意見なのですけれど，私の孫のことなのですけれど，中１なのですけれど，スマ

ホを持っているのがクラスで90パーセント超えているのです。遊びに来ても，ゲームをし

て遊んでいて運動しない。その環境というのが，今，ものすごく，全てにいろいろに影響

して，いろんな体験とか，ちょっとしたけがをすることもなくなって。

何か，社会的な要因だと思うのですけれど，何かこう解決する方法はないかなと，私も

思っています。

（会長）

ほかにいかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｊ委員）

先ほど，Ｉ委員もおっしゃったように，送迎ですよね。子供の送迎って，結構，親の負

担が大きくて。だから，その送迎が嫌だから，家族でスポーツを何かしようかなというと

きに，総合型スポーツに入っているのですね，こちらでは。私の地元では総合型スポーツ

を家族でしようとなっているのだけれども，結局，それも会員数が減っているんです。減

っていっている原因，なぜかなというのも思いますし。

スポーツに関して，学校の行き帰りはどうしているのかって。学校でも，ちゃんと歩か

せてきてくださいというふうになってはおるのですけれどね。今，歩いていったりはして

いるのですけれども。
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私もスポーツ詳しくはないのですけれども，今，ちょうど高校野球していまして，準決

勝なのですけれども。この部分で，岩手県は大谷翔平投手とか，私，あまり詳しくはない

ですけれども，大船渡高校の佐々木朗希投手とか，すごくそれがメディアとかで目に入っ

て，「えっ，岩手県って，これ何で？」と思って，調べたのです。どうして岩手県なんだ

ろう。食べ物かなとか，環境なのかなと，ちょっと興味を持って調べたりしたのですけれ

ども。

たまたま，この徳島県，阿南市が野球で町おこしをしているので，何か，野球ってすご

くメディアでも注目されるし，おじいちゃん，おばあちゃんたちにすごく人気のあるスポ

ーツだと思うので。私は，個人的に，野球で，高校野球で，地元の公立高校が徳島県は多

いのですけれども。みんなが応援したくなる。佐々木朗希選手を見に１万人とか来たので

すよね，岩手県に。それだけ，やはり，メディアって野球にすごく注目しているのだなと

いうのもあるし，何か，そういう部分で。たまたま阿南市も野球の町おこしをしているの

で，何かできるのかなというふうな思いを持ちました。ここ最近なのですけれど。

（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。

では，順番に，Ａ委員さん，あるいは，その後，お三方から頂いたものを含めて，担当

の部局から御説明いただければと思います。

まず，１ページの563番，２ページの564番に関連してですけれども，留学が伸びないと

いうところですが。

はい。お願いいたします。

（教育委員会事務局）

教育委員会でございます。

留学が伸びないことについては，前年度のこの会議でも御議論いただきました。

その時にも説明させていただいたのですけれども，一つは，高校生について，平成28年

度の数字が27年度から落ち込んでるというところについては，海外でテロがあったりして，

生徒，それから保護者の方が，安全・安心の観点から控えられたようなことがあったので

はないかというような分析をしております。

それと併せて，最近の傾向としますと，高校での留学という意味では，７日以上を日数

として，海外に行って研修されているということを捉えているのですけれども，アジア関

係でもっと短い期間の語学研修に行かれる方というのが，今の生徒さんの傾向としては増

えているというようなところがあります。

留学については，そういう傾向がありまして，それと併せて，やはり，留学するために

は，その前の段階，中学生の段階とか小学生の段階から外国語に親しむということでは，

今度の学習指導要領の中でも，小学生の段階で，今は５年，６年と高学年が英語の活動と

いうことなのですけれども，まず授業化が図られる。それから，学年が一段階下がって，

３年生，４年生でも外国語活動をするというような形で，早い段階から外国語に親しんで

いく。
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それと併せて，県教育委員会の施策としましては，中学の段階でも英語に親しむための

デイキャンプでありますとか，小学校もそうですけれども，疑似留学体験という意味での

英語体験宿泊活動というものも，中学校の段階で企画しておりまして，そういう中では，

高校に上がる前の段階から，留学していくような動機付けをこれからも行ってまいりたい

と考えております。

以上です。

（会長）

よろしいでしょうか。

はい。お願いします。

（Ａ委員）

はい。ありがとうございます。

英語に親しむ環境をいっぱい作っていただくというのは非常にありがたいですし，幼い

うちから英語をするというのは非常に大事で，そういういろいろな体験はよいと思うので

すけれども。

やはり，と言うと私のあれなのですけれども，一度外に出る機会をどこかで強制…，強

制と言うとあれなのですけれども，本校の学生も含めてなのですけれども，徳島県をほと

んど出たことのない学生があまりにも多すぎて，出ることにものすごくシャッターを下ろ

すのです。海外に行きなさいと言っても，徳島県外の日本ですら行かない学生に海外に行

きなさいと言っても，すごくハードルが高すぎて。

それはどうしてかというと，実は生まれてこの方，お父さん，お母さんでなくてもよい

のですけど，先生も含めて，とりあえずもう，近場でずっと回っているのです。一人で何

かをする経験をさせてないというところが大きくて，何かの機会で，小学校でも中学校で

も高校でもよいのですけれども，やはり，今，誘導する，冒険させるような何かがないと，

自分から行こうという機会がないのかなというふうに考えています。

ですので，徳島県内でやっていただいて触れるというのはよいのですけれども，極端な

話，放り出す，体験させるというような考え方も，少し入れていただけるとありがたいな

と思います。

以上です。

（会長）

はい。続きまして，８ページの582番のこちら，御説明をお願いします。

（教育委員会事務局）

まず，ここで，目標としては，全国の体力・運動能力の調査結果ということで，全国平

均以上の種目を目標値として捉えております。

目標の方では，平成27年度の11種目から平成30年度には17種目に増やしていこうという

ことに対して，実績の方では，平成27年度の14種目から平成30年度には10種目ということ

で，目標に反して減っているということが数字で出ております。全国平均と比べますと，
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御指摘のとおり，徳島県はそういう状況に。

これまでも，まず，運動を習慣づける。先ほども，委員の皆さんの議論の中にもござい

ましたけれども，運動しないでなくて，運動習慣を小さな時，小学校の段階から身につけ

ていくことでは，本県でも体力アップ100日作戦という形が一つあるのですけれども，ま

ず100日間，自分が目標とする，縄跳びでもかけっこでもよいのですけれども，そういう

目標を立てて，毎日チェックをしながら続けていく。そういうことをする中で，運動習慣

をつけていこうというようなことを，県下の公立小学校の中では取り組んでいただいてお

ります。

そういう中では，先ほどの調査，全国調査ですけれども，体力・運動能力の調査という

ことでは，小中学校で34種目がありますが，この中で，24種目では前年度よりか本県内の

値としては上がってきております。それから，18種目については過去最高の値に，30年度

の調査結果ではなっておりまして，県下の中では徐々にではありますが，運動能力，体力

が上がってきている。ただ，全国の数値の方も上がってきておりますので，平均値の比較

という意味では，この調査の結果，実績値のように10種目に下がってきたということなの

ですけれども，全体の結果として上がってきているというところであります。県自体の過

去との比較の中では上がってきたという。

運動習慣については，先ほども申し上げたような，小学校では100日作戦で，まず100日

間続けて習慣をつけていこうとか。それから，中学校段階になりますと，夏休みの間に運

動習慣，生活習慣が崩れたりするということもありますので，その期間に30日作戦という

ことで，生活習慣，運動習慣を続けていくためのチェックシートなども配布しながら，健

康的な生活習慣，運動習慣をつけていくようなことに公立学校で取り組んでいるところで

ございます。

以上です。

（会長）

Ｆ委員からスマホの話もあったりしたのですが，恐らく，ここのところでお答えいただ

いてもいいのかなと思うのですが。スマホの辺り，対策といってよいのかどうか分からな

いのですが。

ちょっと何か，お考えがあればお願いします。

（教育委員会事務局）

スマホの使い方につきましては，各学校の取組ということになるのですけれども。スマ

ホ，携帯電話，併せてになりますけれども，民間の電話会社などにも御協力を頂いて，学

校単位の中で，適切な使い方についての講習会などを，今，行っているところでございま

す。

（Ｆ委員）

学校には持ってきてはいけないという指導はなさってくださっていると思うのです。

ゲームとかがあるので，いよいよ動かない子どもたち。人数は少ないし，スマホで会話

したりしていますので。
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（教育委員会事務局）

学校ごとの取決めというところになると思うのですけれども，今のところ，小，中は，

基本的に持ってきているということはないと聞いております。

（会長）

はい。それでは続きまして，16ページの602番。回数を設定しているというところにつ

いてですけれども，この御説明をお願いいたします。

（教育委員会事務局）

特別支援学校というか，視覚支援学校と聴覚支援学校両校の教員による地域の学校等へ

の相談支援回数というものを目標値に挙げさせていただいております。

仕組みとしましては，特別支援学校という形で，障がいのある方，児童生徒への指導の

仕方について，専門性を持った教員が地域の学校からの要請に応じて，児童，生徒，保護

者，あるいは教員からの相談に応じるということで，各学校を訪問したりという仕組みに

ついては，全てできております。その中で，今回の各実績の回数が行われているというこ

とでございます。

仕組みはできており，推進している中で，どれくらい相談件数，ニーズがあるかという

ことを把握し，お示しする資料として，こういう形で今の段階では示させていただいてお

ります。

ただ，最近の傾向としては，児童，生徒数の減少とかいうことも御指摘のとおりありま

すので，その中では，総数としての相談件数というのは減少傾向にあります。

ただ，一方では，発達障がいとか，いろんな障がいの児童，生徒というのも出てきてお

りまして，ほかの障がい種があっても見え方，聞き方，例えば，視覚とか聴覚に過敏とか，

そういうことでの新たな相談，課題というのも，一方では増えてきているというような現

状もございますので，そういう中でのこの相談件数ということになっております。

以上でございます。

（会長）

はい。お願いします

（Ａ委員）

ニーズがあるということだけでもう，ほぼほぼ達成しているように思いますので。

このニーズがどれくらいあるかということを予測するのはかなり難しいと思いました。

ニーズに応えられているとか，応えられるように体勢を整えるとか，そのような目標達成

の在り方でもよいのかなと思います。

以上です。

（会長）

続きまして，19ページ，607番になります。
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こちらは，Ｉ委員さん，Ｊ委員さんから関連して，送迎の件もありましたので，そちら

も併せて御説明いただければと思います。

（教育委員会事務局）

まず，全国高等学校総合体育大会の入賞者数ということで，目標値を挙げております。

実績の方，27年度は目標値を達成したのですけれども，年によって，８位入賞以上とい

うところでは，28年度は５，29年度は20が12，30年度の13というところで推移しておりま

す。

生徒の数が限られている中で，なかなか入賞数を増やしていくのは難しいのではないか

ということでございますけれども，確かに，そういう一面はございますが，我々としまし

ては，徳島トップスポーツ校ということで，強化する競技を，学校，競技，種目を決めて，

入賞の可能性のある所に強化費を打っていくというような事業を進めております。

そういう中で，今の入賞者数を見ると目標値との開きはあるのですけれども，これをも

う一歩のところ，あと一勝すれば入賞となる，例えば，ベスト16までいった個人，団体の

数を見てみますと，28年度は18，29年度は32，30年度は22という形で，目標値に近づける

というか，できるだけこれからの入賞者数を増やしていくようなところでは，もう一歩の

ところにある学校，クラブ数というのは，一定数出てきているかと思います。

それから，今後の取組ということなのですけれども，今まで強化校というのが，団体競

技の場合，複数校，例えば，バスケットでも男女２校ずつとか，強化校を定めておりまし

たので，有力選手が分散してきたというところがございます。本年度から，強化事業につ

きましては，各種目１校ということで，集中して有力選手を強化していけるような仕組み

に取り組んでいきたいと考えております。

以上です。

（会長）

送迎の件もお願いします。

（教育委員会事務局）

送迎については，現段階では，各学校に任されているというところで，西の方が合併と

かの小・中学校がありますので，スクールバスとか，タクシーで送迎されているというの

が現状ということでございます。

（会長）

恐らく，質問の趣旨は，スポーツに，特にトップということを考えると，ふだんの通学

ではなく，練習試合や合宿や大会へ行ったりというふうなときの，親の送迎という趣旨か

なと思うのですけれども。その辺りについて何かお考えがあればお願いします。

（教育委員会事務局）

そこについては，今，各学校に任されているところも，取り組まれているところもあり

ますけれども，今回，このように委員から御意見を頂いていることはお伝えしてまいりた



32

いと考えております。

（会長）

ありがとうございます。よろしいでしょうか。

（Ａ委員）

ちょっとよろしいでしょうか。

（会長）

はい。お願いします。

（Ａ委員）

特区校に全て集めるというお話なのですけれども，実際に現場で働いている者とすると，

あまりにも集まり過ぎてほかに，要は相手がいない訳ですよね。出場したら県優勝みたい

なスポーツがいっぱいできてくる訳です。そうなってしまうと，逆に，多分，あそこに入

れないのだったら辞めてしまおうとなってくるのですね。

できる限り多くの競技人口があって，切磋琢磨して鍛え上げて，それで優勝していく方
せつ さ たく ま

が，多分，強くなるのですけれど，最初に集めてしまうと，そこに集まった段階で順列が

ついてしまう。あるスポーツだと，３校とか２校でしかやらない，インターハイの徳島新

聞を見ていただいたら分かるのですけれども，激減しているはずです。そこを，裾野を広

げることを考えて政策をやらないと，上ばっかり集めてやっても，多分，成績は伸びない

と思います。

逆に，ほかの県からいっぱい入ってきてもらえるシステムとか，いろんなことをして，

競技として成立させないとなかなか。全国に行ったとしてもあまり芳しくないし，中学校

から入る生徒からすると，そこで辞めてしまうんです。入れないから辞めてしまう。入っ

ても，試合に出られないから辞めますというような状況を，今でも，多分，生んでいます。

なので，競技人口が，実は，中学校ぐらいまではあまり変わっていないのだけれど，高校

になると３分の１ぐらいになるというスポーツが結構あります。

そうなってしまうと，徳島県がどうこうでなくて，競技自体が成り立たないというスポ

ーツがあって，10年後ぐらいになると，多分，インターハイの出場種目自体がなくなって

いるという可能性があるということを考えながら競技の成果を上げるというのは大変なの

ですけれども，やはり底辺というか裾野ですね。裾野をいかに広く保っていただいて，な

おかつ，多くの試合をしながら勝っていくというシステムづくりにしていただけると非常

にありがたいなと思います。

以上です。

（会長）

はい。ほかに御質問，御意見などいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

評価に関連しましては，特に変更というのはなかったかと思います。評価に関連して，
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いかがでしょう。変更するとか，ありましたら。

はい。お願いします。

（Ｄ委員）

10ページをお願いいたします。地域に開かれた学校づくりというところで，取組全体的

には，本当にしっかり取り組んでいただいているかなと思います。

「スーパーオンリーワンハイスクール事業」につきましても，平成27年度だけ未達であ

るというところもありますし，「コミュニティ・スクール」につきましても，進められて

はいますけれども，賛否があるところでもありますので，ここも全体的に総合的に評価す

ると，Ｂ評価でもいいのかなあというふうな考えをもっております。

あと，12ページにつきましては，こちら県立高校の耐震化率については，多分，光高校

の関係で100パーセントになるのが遅れたというような状況だったかと思います。次の小

・中学校につきましては，公表時期未定となっておりますけれども，今，状況がどうなの

かなというのはお分かりかなと思います。

そういうところも含めまして，ここも全体的に見てしっかり取り組んでいただいている

というところから，Ｂ評価でもよいのかなというような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。

はい。２か所，ＣからＢへという御意見でございますが，いかがでしょうか。

Ａ委員さん，いかがでしょうか。

はい。では，御異論ないかと思いますので，この二つ，重点戦略２の主要施策４と５。

こちらをＣからＢに変更したいと思います。

そのほか，いかがでしょうか。

それでは，この辺りで基本目標６の評価を確定したいと思います。

評価案から変更になりましたは，先ほどの２か所です。確認いたします。重点戦略２，

主要施策４，地域に開かれた学校づくり。こちらがＣからＢ。同じく重点戦略２，主要施

策５，安全・安心な学校づくり。こちらもＣからＢ。そのほかは案のとおりということで

よろしいでしょうか。

＜異議なし＞

では，そのようにしたいと思います。

続きまして，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。

評価案を作成していただきましたＡ委員さんから，ございましたらお願いします。

（Ａ委員）

先ほども少しお話させていただいたのですが，教育というところで，私も実際に携わっ

ているところなので，いろんな意見があるのですけれども，基本的には，今の成果という

のも大事なのですが，教育なので，10年後，20年後にどういう人たちをどう育てて，どう

いうふうにならなければいけないか。逆に，そうやって育てた人たちに徳島に戻ってきて
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もらったらどうするんだということを，やはり考えていただきながら，教育の計画を立て

ていただきたいというふうに思っています。

その場合には，先ほどもフォアキャスト，バックキャストというお話をさせていただい

たのですけれども，少しひずんで成長するということが，実は一番成長率としては高くな

るという話があって。極端な話で言うと，車がいっぱい走っているから道路を一本増やし

ましょうというのはあまり良くない効果で。逆に，二車線ある所に車がいっぱい走ってい

たら，これどういう対策するのですかと言うと，一本減らしましょうと。この方が後々も

のすごく効果が出る。車に乗らなくなる。一本増やすと，あそこは広がったから，車を買

って乗れるから，車に乗りましょうとなってしまうのですね。

ということは，今までやっていたことよりも，逆のことをやった方が，10年後，20年後，

実はものすごく良い効果が出るということでもあります。

それは，結果として，10年後，20年後にしか分からないのですけれども，その辺りを考

えながら計画を立てていただけると非常にありがたいなと思います。

以上です。

（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。

はい。お願いします。

（Ｃ委員）

「６次産業化教育プログラム」のところで，この期間を通じて，「徳島大学生物資源産

業学部」ですか。さらに，専門科のアグリビジネス科を城西高校。池田高校には，三好校

に林業インターンシップ。非常に，教育環境としては，これからの農林業を担う人材づく

りが進められてきているということで，評価が非常に良くなっているということなんです

けれども。

新規就農とか新規林業も，それなりのカバーをしているのですけれども，先だって，農

業新聞を見ていましたら，19年度の就農支援の交付金が前年より低下をしておりまして，

経営開始型とか，さらには準備型，この二種類のところも含めて，国からの交付金がかな

り低下をしているということで。農業新聞では，各都道府県のところでも対応に苦慮して

いるというのが出ておりました。

本県の場合はどういう実態にあるのか。農林業をこれから担う，そういう教育プログラ

ムができつつあるということでありますので，引き続いて，国の交付金は別にして，本県

の単独事業ででも，新規就農，新規林業の方々に対して，支援をどうしていくのかという

ことも求められると思うのですよね。

そういうところを，是非，徳島県として，頑張っていただきたいというふうなことでご

ざいます。

（会長）

ありがとうございます。
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ほかに。はい。お願いします。

（Ｉ委員）

先ほどからの続きなのですけども，私は，ここの分野に関しては，一保護者，小学生の

いる一保護者からの意見なのですが。

先ほどのＡ先生の御意見にあった，裾野を広げるというふうなところを，是非，強調し

たいなと思いまして。特に，いろんな課外事業だとか，開かれた地域の活動への参加とい

うのは，すごく感じるのですけれども，やはり，今，少し弱いのがスポーツかなと，私は

思っていて。先ほどの続きで，児童数が少なくて競技が成り立たないというふうな学校が

かなり増えてきていると思うのです。それをできないというふうにせずに，人数が少ない

けれどもできる環境づくりをするためには，各学校にコーチの人材を，派遣，導入すると

いう感じで，仕組みとして何かできないかな。チームは作れなくても，放課後には野球し

て遊べるよとか，サッカーして遊べるよというふうな。そこに人材を充てることができな

いのかな。

学校の先生も手一杯というのは十分分かるのですけれども，そこに，地域のできる人た

ちに入ってもらえる仕組みというものを，何か考えられないかなと思いますので，是非，

裾野を広げる，特にスポーツ分野に関してというふうに思いますので，よろしくお願いし

たいと思います。

（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。

はい。お願いします。

（Ｇ委員）

「まなび・成長とくしま」の実現で，重点戦略，世界で活躍する人材の育成で，グロー

バル人材の育成というものが非常に重要だと思うのですけれど，ここで出てくるいろんな

目標とかは，割と古い感じがするのですよね。例えば，語学でも，多分，５年ぐらいした

ら，イヤホンを耳に付けてたら自由自在にいろんな外国語に変換されて，声が聞こえてき

たりみたいな，すごい技術進歩がもうすぐ目の前に来ていますので。

むしろ，グローバル人材の育成というところで，これから非常に重要なのは，世界の人

と話しているときに，日本の歴史とか文化，このことを世界の人を相手に話せるような，

要するに，日本のことをよく知っているような，知識。それを育成することと，ＩＣＴを

含む先端技術を積極的に使いこなせるような人材を育成することが非常に重要だと思うの

で。

そういう意味で，例えば，学校内の施設でも，先端技術の教育をやっていけるような設

備を整えていくとか，あるいは，先生も，そういうことを教えられるような人をもっと増

やしていくとか，そういうようなところを目標に掲げて，いろんなことをやっていく必要

があると思いますので。

グローバル人材の育成のところの今の目標は，やや古い感じがして。これからの技術革
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新が進む時代を見据えたグローバル人材の育成で，どんな指標を置いて，どんな施策をと

っていったらよいかというのは，もっと考える必要があるのではないかなというふうに思

います。

（会長）

ありがとうございます。

ほか，いかがでしょう。

はい。お願いします。

（Ｋ委員）

時間がないところ，すみません。今のＧ委員さんのお話の続きのところで。

グローバルというところに，今は，いかにして，今住んでいる日本のことを分かってい

るか，日本の勉強ができるだけではなくて，もう一つは，地元の徳島のことを分かってい

るか，あるいは，徳島のことをいかにして教育の中で反映させていくかと。それを，今後

は，自分が徳島の外に出たとき，あるいは，日本の外に出たときに，徳島の話をすること

ができるかというところが，グローバル人材。これからのグローバル人材は，そのローカ

ルのことをどれだけ分かっているかというところをいかにして反映させるかという話にな

ると思いますので，そちらについても力を入れていただければと思います。

それから，ここのところで，目標のところでもその辺の話がなかったので，もしかする

と，切り口のところが…。教育のところで地域の勉強をするというところがあまり出てな

いのかなというところは思いました。

以上です。

（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。よろしいですか。

それでは，基本目標６の評価をこの辺りで終えたいと思います。

本来なら定刻が既に過ぎたというところで，申し訳ございません。まだ基本目標７が残

っております。

続きまして，基本目標７の評価を行いたいと思います。

はじめに，総合政策課から基本目標７の概要等について御説明いただきたいと思います。

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６の概要の説明（別冊）

（会長）

はい。ありがとうございました。

それでは，続きまして，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

お願いいたします。
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（Ａ委員）

はい。よろしくお願いします。

ここの目標に関しましては，部局さんから頂いた評価を変えていません。そのままとし

ております。

コメントと質問というところで，二つだけ聞かせていただきたいと思います。

まず，１ページ目の627番のクルーズ客船のところなのですけれども，いろいろ頑張っ

て来ていただいて，人がいっぱい来ていると思うのですけれども，ここのところ，いろん

なところにセールスをしていただいていると思うのですけれども。

今，小松島の方で，私，港の委員会に入っていて，いろんな話を聞いたときに，船が来

るときの条件として，旅客会社にセールスして来ていただくというのがあるらしいのです

が，船を持っている以上，誰が一番強いかと言うと，船長らしいです。ＪＴＢさんとかで

はなくて，船長が行きたい所に行くというのが結構なポイントらしいです。ということで，

基本的には，四国のどこに泊まりますかというのは，船長の権限で決められるらしいので

す。この辺りで泊まればよいと，権限で決められるらしいのですけれども。そういったと

きに，徳島県の港が良いと言ってもらえないといけないというふうな話も伺いました。

今後，増やそうとすると，いかに魅力あるところに小松島がなるのかですけれども，小

松島とか，徳島市内のこの港は絶対良いよと思われるようにしなければいけないのかなと

思いますので，この辺りに関しましては，今後，その辺りを考慮して，いろいろ考えてい

ただければなあと思いますので，どうぞ，よろしくお願いいたします。

次に，８ページになるのですけれども，642番で，体験型教育旅行における延べ受入れ

泊数なのですけれども，少しここで教えいただきたいのですけれども。体験型の教育旅行

で徳島県に来ました。その後，リピーターとして徳島県にもう１回，こういうことをした

いから来ましたというような人数は分かりますか。分かれば教えていただきたいなと思い

ます。

そこが，結構，重要なポイントかなと思いますので，どうぞよろしくお願いします。

以上です。

（会長）

一つ目はコメントとか意見ということだと思います。

質問は，ただ今の642番のところかと思いますが，併せて，ほかの委員さんから関連す

る御質問などありましたら，お願いいたします。

はい。

（Ｉ委員）

私も一つだけ。今のＡ先生の642番のところの項目で，体験型教育旅行の宿泊なのです

けれども。

前に出てきた中で，農林漁家民宿がかなり増えているようにあったのですけれども，こ

の中にそれが含まれているのかどうか，そういったところをターゲットにできてるのかど

うかというのを教えていただきたいと思います。
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（会長）

ほかにいかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｃ委員）

16ページの文化財の関係ですけれども，徳島県にも恐竜の化石でありますとか，勝瑞城

跡とか，阿南市では辰砂が出土したとかですね，いろいろ文化財になるようなものがかな
しんしや

り出てきておりまして。

先だっての７月だったと思いますけれども，徳島新聞で，徳島大学の下はいわゆる文化

財の宝庫と言われておりますけども，徳島大学自身がその文化財の管理をクラウドファン

ディングで募集をすると。お金を集めるということです。ということは，お金と手間が徳

島大学にはないので，皆さんからお金を集めて倉庫に眠っている物の管理をしましょうと，

そういうことなのです。

自治体のところも，文化財の取扱いが現状どうなっているのか。徳島県もかなり，財政

的にも苦しい自治体もたくさんありますから，なかなか文化財の方には予算が回りにくい

というのをお聞きをしておりますので，そういう文化財の保管など含めて，どうなってい

るのかということを，少しお聞きしたいと思います。

（会長）

はい。ありがとうございます。

ほかにいかがでしょう。

はい。お願いします。

（Ｌ委員）

質問で，教えていただきたい点がありまして。

７ページの639番，年間の延べ宿泊者数に関しまして，年間の推移といいますか，月別

だと何月は多いのか。多分，８月は阿波おどりで多いのではないかなと思うのですけれど

も，その辺りを教えていただきたいなと思います。

私が所属しています青年会議所で，今年10月に西日本で初開催の競技花火を予定してお

りまして，それが阿波おどりに次ぐ徳島の観光にならないかなということで予定をしてお

りますので，その辺も含めて，年間どれぐらいの方が，どういう時期に，どういうふうに

推移しているのかなというのを知りたいと思います。

よろしくお願いします。

（会長）

はい。

ほかに御質問，いかがでしょうか。

それでは，順番に担当の部局から，御説明をお願いしたいと思います。

まず，初めに，Ａ委員さんからの御説明の中でありました８ページの642番。こちらに
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つきまして，Ｉ委員さんからも併せてありましたので，状況を御説明いただければと思い

ます。

お願いします。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

ただ今の御質問につきましては，642番ということで頂いております。この体験型教育

旅行と申しますのは，本県の豊かな自然や食文化を生かして，中・高生の修学旅行先とし

て，県南でいいますとマリンスポーツでありますとか，あるいは四国霊場での体験，西の

方では農家の体験とか，そういったものを組み合わせて，学校行事として御訪問いただい

ているというものでございます。

県南につきましては，南阿波よくばり体験推進協議会。県西部につきましては，一般社

団法人そらの郷を中心に，旅行会社への営業活動，それから受入れ家庭，民泊事業者への

説明会等，受入先の拡大に取り組んでいるというところでございます。

平成30年度の受入れ泊数につきましては，県南部におきましては1,738，県西部におい

ては2,760，合計で4,498泊となっております。

御質問いただいたように，リピートの関係でございますけれども，学校数で申しますと，

直近の数字ということでお話をさせていただきますと，30年度に来ていただいている学校

が35校ございまして，そのうち19校が過去に来ていただいていると。率にしましたら54.3

パーセントというところになります。

そこを泊数で置き直しますと，全体で4,498泊のうちに，19校の分で言いますと1,663泊

ということですから，36.9パーセントと。大体３割強か５割くらいのどちらを採るかとい

う話はありますけれども，それぐらいの学校が，本県の体験型教育旅行については評価を

頂いているというところでございます。

それから，民泊事業者さんへの働きかけということですけれども，当然，現在，農家の

取組というか，農家の暮らしぶりでありますとか，例えば，近場で採れた野菜をそのまま

料理するというのが，中・高生に大変売りでございまして。そういった部分からいたしま

すと，民泊事業者さんの常の売りと一致するところではございます。

一つ課題として御説明も申し上げたいのですけれども，大変，この業界といいますか，

教育旅行の世界も，他の地域との競合が進んでおりまして，リピーターを増やすというの

も大変苦労しているというのが現場の声でございます。

それと，もう一つが，受入れ家庭，農家さんの高年齢化によりまして，段々に，病院に

入院したとか，施設に入りたいとか，後継者がいないとか，そういった悩みも多く聞いて

いるというところでございまして，そういった部分もいろいろ我々なり，あるいは観光に

直接従事しておりますＤＭＯさんであったり，市町村だったりというところで，いろいろ

知恵を絞って対応しているというところでございます。

よろしくお願いいたします。

（会長）

はい。ありがとうございます。
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よろしいでしょうか。

では，続きまして，質問。Ｃ委員さんからありました文化財の関係につきまして，お願

いいたします。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

文化財の保管等を含めて，自治体の今の状況はどうなっているかと御質問いただいたと

ころでございます。

基本的に，埋蔵文化財について発掘調査が必要になった事案は，開発行為等に伴って，

例えば，国や自治体である県が開発事業者の場合とか，民間の場合もございますけれど，

そういう場合につきましては，文化財保護法に基づきまして，行政上の指示によって生じ

たものについて，埋蔵文化財センターが基本的に発掘調査を行っている現状でございます。

そういう中，市町村等が文化財保護を目的に発掘調査を行った場合につきましては，そ

の後，埋蔵文化財センターの職員の協力も得ながら，その文化財を総合的に，例えば，発

掘で出土した文化財を活用した出張授業や市町村と連携した企画展，こういうものをやり

ながら，県としても協力関係を築いて，文化財の保護，活用に加えて，出土品を広く公開

するなど，情報発信を行っているところでございます。

基本的には，県の埋蔵文化財センターの方が主導的な立場で，市町村と連携の下，やっ

ているところが現状でございます。

以上でございます。

（会長）

Ｃ委員さん，よろしいですか。

はい。それでは，続きまして，Ｌ委員さんからありました，７ページ，639番になりま

す。月別でどんな様子なのかということだったと思いますが，お願いいたします。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

宿泊者の毎月の動向のお話でございます。一番多いのは，大体御案内のとおり８月の阿

波おどりの時期。子どもさんの夏休みと重なるということで，お客様としては多いのかな

と。大体月，延べで20万人くらいのところが，少ないときで17万，16万ぐらいのところが，

８月には26万から多いときで30万を超えることもございます。８月が一番多いと。

その次に多いのが，秋の行楽シーズン，あるいは５月の連休のときというところで，５

月が次，それから10月，11月の秋の行楽シーズンかなというふうには思っております。

今回，去年もそうですけれども，夏の悪天候といいますか，大雨の災害でありますとか

台風の関係でかなり，７月，８月，９月ぐらいに，イベントについては影響を受けやすい

ものというふうには考えております。

それから，先ほど，花火の大会の方のお話でございましたけれども，民間の方々の知恵

とか工夫で，いろんなイベントをしていただくということは，県の方も大変ありがたいと

いうところは，正直ございます。
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特に，今，言われておりますのは，ナイトタイムエコノミーと言いまして，夜にいろい

ろ仕掛けをして，一泊余分に泊まっていただく。あるいは，早朝にイベントを行いまして，

早朝でしかできない体験をしていただくというのが，今，一つのターゲットにはなってお

ります。

そういった意味で，花火の大会ということも当然，県の方も注視してというか，十分な

関心を持って，できること，できないこと，いろいろあるとは思いますけれど，できるだ

けの応援といいますか，御支援の方はさせていただきたいとは考えています。

以上でございます。

（会長）

ありがとうございます。よろしいでしょうか。

ほかに質問。特に，評価に関わるところで御意見などありましたら，お願いいたします。

はい。お願いします。

（Ｄ委員）

主要施策１，１ページ目と２ページ目なのですけれども，こちらはクルーズ船を初寄港

させようとか，あとはチャーター便の開拓とか，中国・東南アジア航路の開設とかという

ふうに，ゼロを１に持っていくというか，ゼロから次に動くというところから，かなりエ

ネルギーをお使いになったかなというところと，それによっていろんな展開が今後できて

いくかなと。

可能性がかなり広がったというようなところを考えますと，先ほど，Ａ先生がおっしゃ

っていたように，この港をどう生かすのかとか，こういう航路を開設したときに次へのス

テップをどうするのかと。かなりソフトな使い方というのが重要になってくると思うので

すけれども，現時点でこの４年間というところを総合的に評価すると，Ｂ評価でもよいの

かなというようなところでございます。

以上でございます。

（会長）

はい。この「ゲートウェイとくしま」の推進，こちら，Ｂ評価で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。

Ａ委員さん，よろしいですか。

はい。それでは，こちらＣであったものをＢに変更したいと思います。

そのほか，御意見，いかがでしょうか。

（Ｃ委員）

はい。

（会長）

はい。お願いします。
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（Ｃ委員）

二点ございまして。17ページ，18ページの文化の担い手づくりのところで，668の文化

の森総合公園入館者数ですが，計画よりは６万人増えておりますし，前年よりも５万人増

えていると。ただ，足を引っ張りましたのが売上総額で，ある意味では，売上げというの

は，単純に入館者が上回っただけで売上げが伸びるということでもないというふうには思

いますけれども。目的は，やはり，多くの皆さん方に文化の森総合公園に入っていただく

というのがこの項目の主要な目的だというふうに思いますので，この売上総額というとこ

ろについては，少し控えるといいますか，大目に見ていただいてですね。

同時に，670のところも，１万人なのですけれども，各年度１万人，派遣事業に参加し

た児童数なのですが，28年度だけが8,000台ということなのです。全体からいたしますと，

４年間で大きく4,000人を上回っているというふうなこともございますし，さらには，673

も，「人材バンク」のところは180人の計画，４年間なのですけれども，30年度だけが下回

っているということなのですよね。

全体の比較をいたしますと，Ｃ評価ですけれども，Ｂ評価に変えてはどうだろうかとい

うふうに思います。

それと，あと一点が，25ページ。４Ｋ先進地とくしまの推進ということで，688番なの

ですが。688番の目的は，４Ｋ先進地，いわゆるスーパーハイビジョンの国内外への発信，

試験放送，更にコンテストを行うと。こういうことが大きな目的なのですけども，ここで

足を引っ張っておりますのが，大鳴門橋架橋記念館の年間入場者数と年間利用料収入と。

これは初日の152番ですか。これも△で出ておりますけども，２つの所でここだけが足を

引っ張るというふうなことでＣという評価になっておりまして，可能なら，Ｂでもよいの

ではないかとに思います。

以上です。

（会長）

ただ今，２つの政策につきまして，評価をＣからＢにという意見がありました。

まず，重点戦略３の主要政策３，ページで言うと17ページになります。こちらですけれ

ども，評価をＣからＢに変更してもよいのではないかと。いかがでしょうか。よろしいで

しょうか。

では，こちら，評価をＢにしたいと思います。

続きまして，重点戦略５，主要政策１ですね。25ページになります。４Ｋ先進地とくし

まの推進ですけれども，こちらの評価をＢにしてもよいのではないかということですが，

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

では，こちらも評価をＢにしたいと思います。

そのほか，ありますでしょうか。よろしいでしょうか。

では，この辺りで基本目標７の評価を決定したいと思います。

評価案から変更になった箇所を確認します。重点戦略１の主要施策１，「ゲートウェイ

とくしま」の推進。こちらをＣからＢ。重点戦略３，主要施策３，文化の担い手づくり。

こちらをＣからＢ。重点戦略５，主要施策１，４Ｋ先進地とくしまの推進。こちらをＣか

らＢ。この３か所以外は案のとおりというふうにしたいと思いますが，いかがでしょうか。
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それでよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

はい。では，そのように評価を決定したいと思います。

続きまして，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。

まずは，評価案を作成いただきましたＡ委員さんから，いかがでしょうか。

（Ａ委員）

はい。よろしくお願いします。

この目標のところは，観光とか，そういうところがメインになってくるのだと思うので

すけれども，観光というよりは，人に来てもらうためには，いろんな手を先先打っていく

必要が，多分，あるのだろうなと。

今回，見せていただいたのは27年ぐらいに立てた目標なのですけれど，今後の目標は，

ほとんど４年後なんて分からない。４年後はもう全然違う手を打たないといけないかもし

れないというような時代になってくると思います。そう考えると，こういう目標を立てな

がら，柔軟にいろんなことにチャレンジできる施策を，やはり，考えていただきたいなと

思います。

あと，一回目のところの公共交通にも入ってくるのですけれど，もしも，今後，インバ

ウンドとか外国人の方を狙うのであれば，やはり，公共交通をしっかりしていないと，な

かなか来てくれないような気がします。外国の方は，基本的にレンタカーという概念はあ

まりないので，自転車かバスか鉄道か。タクシーもあまり概念がないのです。となると，

徳島に行ったら不便だよと言われると，もうほとんど来ないです。

そうならないうちに，やはり，先先手を打っておくという必要があるのかなと思います

ので，５年先とか10年先というよりも，もう１年，２年先の手をできるだけ早く打つよう

にお願いしたいなと思います。

よろしくお願いいたします。

（会長）

はい。ありがとうございます。

ほかに御意見，いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。それではこの辺りで議論を終了したいと思います。

■閉会

（会長）

本日の会議の内容について何か御意見などありましたら，後日でも結構でございます。

事務局まで御連絡いただければと思います。

また，８月２日の第２回会議で決定しましたとおり，本日，御協議いただいた評価の結

果や基本目標ごとの御意見などにつきましては，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，本日の会議録については，事務局で取りまとめたあと，私が確認した上で，県ホ
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ームページなどで公表したいと考えております。

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様でした。また，終始，熱心に御協議いただき，

ありがとうございました。

県の関係部局の皆様にも，一言御礼申し上げます。

お陰様をもちまして有意義な会議になりました。ありがとうございました。

それでは，マイクを事務局にお返しします。

（事務局）

会長，どうもありがとうございました。

それでは，最後に，田中監察局長より御挨拶を申し上げます。

（田中監察局長）

石田会長，どうもありがとうございました。

そして，委員の皆様，長時間にわたってお疲れ様でございました。終始，熱心に御協議

いただき，誠にありがとうございます。

本日頂きました御意見，御提言につきましては，しっかり今後の県政運営に生かしてま

いりたいと考えております。

本日はどうもありがとうございました。

（事務局）

すみません。最後に一点，事務連絡を申し上げます。

次回，第５回の会議は，議題を「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評価に移しま

して，８月29日，木曜日，午後１時30分から，当会議室で開催いたしますので，よろしく

お願い申し上げます。

それでは，以上をもちまして，第４回県政運営評価戦略会議を閉会いたします。

本日はどうもありがとうございました。


