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令和元年度 県政運営評価戦略会議（第５回）

１ 日 時 令和元年８月２９日（木）午後１時３０分から午後４時１０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 藪下 武史 県土整備部副部長

久岡 佳代 大塚 二朗 西部総合県民局副局長

藤原 学 仁木 伸一 企業局副局長

桝本 久実 東條 正芳 教育委員会事務局副教育長

三木 潤子 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 「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評価について

３ 閉 会

（会議概要）

１ 「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評価方法等の説明（資料１から３まで）

２ 「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の概要の説明（資料４）

３ 評価案の説明，質疑及び評価の決定（資料５）
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■開会

（事務局）

それでは，ただ今から，令和元年度，第５回県政運営評価戦略会議を開会いたします。

石田会長，議事の進行をよろしくお願いいたします。

（会長）

はい。それでは，皆さんこんにちは。

本日の議題は，資料で御案内のとおり，「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評価

でございます。

お手元に追加資料として，これまで我々が３回かけてやってきた行動計画の評価の結果

をまとめたものがございますので，せっかくですので御覧になっていただければと思いま

す。我々が今までやってきた評価結果がここにまとめられております。

簡単に一言，せっかく資料ございますので，総括的なコメントを述べさせていただいた

上で，本題に入りたいと思います。

評価結果は，この資料の２の「評価結果の総括」というところに記載のとおりでござい

ます。恐らく，県にしてみれば，厳しい結果となっているのではないかなというふうに思

います。ですが，我々としては，掲げられた数値目標があり，その数値目標の達成度とい

うところから客観的にまずは判断をし，その上で，我々みんなで議論をして，そして評価

を行ったという結果でございます。ですから，客観性と，そして我々の議論を合わせた評

価だと，我々としては思っておりますので，より正確にこの実績を反映した結果であろう

というふうに思っております。

今後につきましてですけれども，県の，特に担当部局の皆様におかれましては，厳しめ

かも知れませんが，この評価結果を，そしてまた，議論といいますか，審議の過程でいろ

いろ委員さんから御意見を頂いております。こういうものを県民の声として，次の新たな

行動計画，「『未知への挑戦』とくしま行動計画」が始まっていきますけれども，こちらの

方に効果的に，また，効率的に反映して，活用していただくようお願いしたいと思います。

そして，この評価結果であったり，あるいは委員の皆さんから頂きました御意見，御提

言の全体をまとめたものというふうな形では，「提言書」という形で毎年出しております。

今回も，この「提言書」という形にまとめた上で。こちらは11月の次回の会議で，皆さん

と改めてきちんと評議をさせていただいて，そして，我々の評価の結果，意見としてまと

めた上で，県総合計画審議会に提言させていただこうと思っておりますので，そのときに

は，引き続き，どうぞよろしくお願いいたします。

以上，これまで３回やってきました行動計画について，一言，まとめさせていただきま

した。

■議事：「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評価について

（会長）

それでは，改めまして本題へ。今日の議題に入りたいと思います。
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総合戦略でございます。名前が，と言いますか，内容が似通ったところがありますので，

ややこしいかもしれないのですが，はじめに，この資料１から資料３までについて事務局

から説明をしていただいて，その上で，我々で評価を行うというふうにしたいと思います。

では，事務局から説明をお願いいたします。

（事務局）

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評価方法等の説明（資料１から３まで）

（会長）

ありがとうございます。

では，これより「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」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，地方創生推進課から総合戦略の概要について御説明

いただきたいと思います。

お願いいたします。

（地方創生推進課）

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の概要の説明（資料４）

（会長）

ありがとうございました。

それでは，次に，総合戦略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，総合戦略の評価案を説明させていただきます。

なお，総合戦略の事業は行動計画の事業と重複しており，本日の議論では，過去３回の

議論と重なることがある点，また，総合戦略は個別事業ごとの評価となるため，行動計画

が若干異なる場合もあるかと思いますが，その点，御理解いただきたいと思います。

まず，基本目標１，新しい人の流れづくりから見ていきたいと思います。

基本目標１の評価シートの４ページをお開きください。番号６につきましては，数値目

標４項目のうち，未達成は新規就農者数のみで，目標には届かなかったものの，新規就農

者数は厳しい状況の中で，平成27年度以降毎年増加し，林業と漁業は順調に就業者が確保

されていること，また，数値目標の達成見込みも「達成可能」であることから，Ｂ評価と

いたしました。

さて，ここで質問ですが，数値目標の達成に向けた今後の取組内容について，関係部局

にお伺いしたいと思います。

次に，９ページをお願いします。番号15なのですが，数値目標のうち，県内大学生等の

県内就職率の実績値を見ますと，前年度に比べ，僅かに達成率が悪化しており，Ｃ評価と

も考えましたが，昨年度も議論がありましたように，数値目標自体のハードルが高く，大

都市圏での学生募集が増加している売手市場の中において，数値が少し，0.2パーセント
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ほどですが改善しており，もう一つの指標である奨学金返還支援制度の助成候補者認定数

は，目標を達成していることからＢ評価としました。

ここで質問ですが，人口減少対策として重要な指標でありますので，目標に近づけるた

め，県内就職率向上に向けた今後の取組内容について，関係部局にお伺いしたいと思いま

す。

次に，基本目標２，地域における仕事づくりに入りたいと思います。

基本目標２の評価シートの２ページをお開きください。番号20なのですが，平成30年度

の数値目標である生活支援ロボットの市場投入に対して，実績は実証実験となっており，

目標は〇の未達成となっております。

一方で，ロボット製品の試作品は完成し，市場投入に向けた準備中とのことであり，Ａ

評価としていますが，ロボット製品の市場投入に向けた状況について，関係部局にお伺い

した上で，Ａ評価でよいかを御協議いただきたいというふうに考えています。

次に，５ページをお開きください。番号27につきましては，数値目標である農地中間管

理機構等を活用した農地集積面積では，平成30年度の実績値を見ると，僅かに達成率が悪

化しており，計画目標の達成見込みも「努力を要する」とされていることから，Ｃ評価と

いたしました。

なお，中山間地域が多い本県では，農地集積が物理的に難しい等の意見を踏まえ，昨年

度はＢ評価に上げていることから，今年度もＢ評価もあり得ると思っており，ほかの委員

の方々の御意見も頂きたいというふうに考えております。

次に，７ページをお願いします。番号30につきましては，数値目標４項目のうち，「阿

波尾鶏」出荷羽数及び「阿波とん豚」出荷頭数が未達成であり，数値目標の達成見込みも

「努力を要する」とされていることから，Ｃ評価といたしました。

しかし，阿波尾鶏は，地鶏出荷羽数が21年連続全国一位であり，目標値は海外展開も踏

まえた高い設定であること。阿波とん豚も，増産が技術的にも難しいところに挑戦してい

ること等を評価して，昨年度は，評価をＢ評価に上げた経緯がありますので，改めて，阿

波尾鶏の香港など海外輸出拡大の状況及び阿波とん豚の増産に向けた技術開発研究等の状

況をお伺いした上で，Ｂ評価かＣ評価を協議したいと思います。

次に，９ページをお願いします。番号35につきましては，数値目標の達成度は未達成，

△，達成率58パーセントであり，数値目標の達成見込みも「努力を要する」とされている

ことから，Ｃ評価としました。

ここで質問ですが，今後の販売総売上額の増加に向けた対策についてお伺いしたいと思

います。

また，地方創生の取組として，首都圏での情報発信やプロモーションは非常に大事であ

ると思っており，平成30年度の利用者３万人のうち，徳島県外の利用者比率がどれくらい

なのかも関係部局にお尋ねしたいと思います。

ちょっと飛びますが，次に15ページをお願いします。番号45ですが，数値目標である「ク

ルーズ来県者数」は，平成29年度，30年度と目標値に達しておらず，かい離も大きくなっ

ていることから，Ｃ評価も検討しましたが，今後の取組において，令和元年度に外国客船

の寄港が８回も予定され，お盆のクルーズ船寄港が中止となったのは非常に残念なことな

のですが，外国客船の寄港回数及び来県者数の増加が見込まれることを考慮しＢ評価とい
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たしました。

次に，17ページをお願いします。番号49につきましては，昨年度に続き文化の森総合公

園文化施設等の売上総額が未達成であり，達成率が70パーセントにとどまる一方，入館者

数についても，目標は達成したものの，平成28年度の実績94万人に比べると大きく減少し

ていることから，Ｃ評価としました。

ここで質問ですが，平成28年度の入館者数が94万人であった要因は一体どこにあったの

だろうか。仮に，徳島恐竜展が入館者の増加の要因であったとすれば，勝浦町で発見され

た恐竜化石地層ボーンベッドの活用は今後お考えになっておられるのでしょうか。

先週の会議でも，Ｉ委員から，史跡文化財の活用に関してお話がありましたが，この恐

竜化石も地域活性化の核となり得ると思うので，関係部局に，是非，お伺いしたいと思い

ます。

次に，19ページをお願いします。番号55なのですが，数値目標達成度が平成28年度以降，

未達成であるが，介護従事者の確保が難しい中で，28年度以降，従事者数が伸びているこ

と，10月の消費税率引上げに伴う処遇改善が行われる予定であることを踏まえて，Ｂ評価

としました。

次に，基本目標３，結婚・出産・子育ての環境づくりに入ります。

基本目標３の評価シートの４ページをお開きください。番号61につきましては，数値目

標３項目のうち，待機児童の解消が未達成，△となっていますが，昨年度の行動計画の評

価において，平成30年４月1日時点で待機児童数を33名まで削減できたとの説明を受け，

Ｂ評価とした経緯があります。また，今年度の行動計画の評価においても，潜在的な保育

需要があるため，いたちごっことなり，待機児童数をゼロにするのは難しいとの御意見が

あったことも考慮して，Ｂ評価といたしました。

同じく４ページの番号62につきましては，数値目標の達成度が前年度から悪化，〇から

△になっていることからＣ評価としていますが，数値目標の達成見込みが「順調」とされ

ており，今後の取組方針について，関係部局にお伺いした上で，Ｂ評価かＣ評価かを協議

したいと考えております。

次に，５ページをお願いします。番号65につきましては，数値目標の達成度が前年度の

〇から△になっていることから，また，計画目標の達成見込みも「努力を要する」とされ

ていることから，Ｃ評価といたしました。

最後に基本目標４，活力ある暮らしやすい地域づくりに入ります。

基本目標４の評価シートの６ページをお開きください。番号86につきましては，実績値

である参加者数が年々減少しており，前年度の達成から未達成へと低下，◎から〇になっ

ていることから，Ｂ評価としました。

ここで質問ですが，参加者数が伸び悩んでいる要因は一体どこにあるのだろうか，また，

若者の参加者から意見や提案のようなものはないのだろうかという点を，関係部局にお伺

いしたいと思います。

次に，16ページをお開きください。番号108です。平成29年度の数値目標の達成度は未

達成でありますが，実績値では全国順位がやや上がり，目標値と実績値との差も縮まって

おり，平成30年に県立中央病院が地域がん診療連携拠点病院に指定されるなどの体制充実

強化が図られ，数値目標の達成見込みが「達成可能」とされていることから，Ｂ評価とし
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ました。

最後になりますが25ページをお願いします。番号128につきましては，平成30年度の目

標，洋上風力発電の実証実験の実施に対し，実績は導入促進で未達成，〇となっておりま

す。これは，民間事業者の参入機運が高まり，県が実証実験を実施するのではなく，民間

事業者の取組支援へと方向転換したためと思われる。漁業調整型洋上風力発電の導入に向

けた調査も行われているとのことから，Ｂ評価といたしました。

ここで質問ですが，漁業調整型洋上風力発電導入のメリットと民間事業者への支援内容

について，関係部局にお伺いしたいと思います。

総合戦略の評価案の説明は以上でございます。

（会長）

はい。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。

本日の会議は，全体で15時30分終了の予定でございます。どうかよろしくお願いいたし

ます。

さて，ただ今，Ａ委員さんから御説明を頂いた評価案，こちらは基本目標１から４まで

一括して御説明いただいたのですけれども，ここからの協議，審議は，基本的に目標ごと

に行っていきたいと思います。

まずは，基本目標１について審議をしたいと思います。基本目標１に関連して，先ほど

Ａ委員さんから頂いた質問をまず確認しますと，４ページの番号６，そして９ページの番

号15，この２つがあったかと思います。

この２つの事業に関連して，まずは，併せて部局に聞いておきたいな，質問しておきた

いなというふうなことがあれば。

はい。お願いいたします。

（Ｂ委員）

お願いいたします。

６の項目なのですが，新規就農者の人数が729人と出ております。これは就農準備金を

頂いた人数なのか，若しくははちゃんと定着している方の人数なのか，一緒にお聞きした

いと思います。

（会長）

ほかにいかがでしょうか。

では，まず，この２つ，担当部局から説明を頂ければと思います。

まず，４ページの番号６番，こちら，新規就農者数に関連してお願いいたします。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

Ａ委員から，６番につきまして，新規の農林水産業の就業者数の中で，農業分野につい

て目標が達成できていないと。それについて今後どのように取り組むのかというような御
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質問を頂戴いたしました。

徳島県として，農林水産業でございますけれども，本県の基幹産業ということで，今後

も維持，発展させていくこと。それから，また，実際に関西なりの市場の方とお話しまし

たら，やはり徳島の物は良い物だからしっかりと送ってほしいと。生産体制，人材も確保

してと。そういうお声も頂いているところでございまして。

まさに，そういうものを達成するためには，新規就農者の育成，確保。これが重要であ

ると，このように認識しております。

いろいろ新規就農者の確保のための施策があるのですけれども，まずは，新規就農につ

いての機会を作っていこうということで，インターンシップでございます。関東とかの大

学生を対象にしたインターンシップ制度。これによって農業体験をしていただきまして，

農業の関心を高めていただこうと。

それから，関心が高まって，農業をしたいなという方については，アグリビジネススク

ールにおきまして，経営者の育成でありますとか，６次産業化コースを設けまして，そこ

で育成をしていきたいと考えております。

２回目の会議でも話があったのですが，そういうふうに関心を持っていただくためには，

ＳＮＳの発信なり，徳島の農業の魅力をしっかりと情報発信することが必要であると考え

ております。そういうふうなことで，動画とかＳＮＳを活用したＰＲ，これにもしっかり

と取り組んでまいりたいというふうに考えております。

続きまして，実際にこういうふうな経過を経て就農された方をしっかりとサポートして

いくことが重要でございます。

一つは所得支援というところでございます。これにつきましては，国におきまして農業

次世代人材投資資金，これは就農された方，５年間一定の支援が得られるというものでご

ざいますとか，本県独自の支援制度などもございます。そういうところをしっかり活用し

てやっていきたいと考えています。

この件につきましては，前回の会議におきまして，Ｉ委員さんから，国の資金が，予算

が減っているのではないかというふうなお話も頂戴しました。確かに，今年度，配分額が

減っておりまして，厳しい状況になっています。その辺につきましては，徳島県としては，

６月に政策提言をいたしまして，しっかりそういうところも確保していただきたいという

ふうなところをお願いしているところでございます。

それから技術支援。就農者の方の技術習得というところで申しましたら，現在，指導農

業士等が相談役としてマンツーマンで農業経営や技術を指導するチューター制度を実施し

ておるような状況でございまして，きめ細かなサポートをしてまいりたいと考えていると

ころでございます。

さらに，新たな取組といたしまして，今年度，徳島農業未来人材スクールという名称の

ものを立ち上げたいと考えております。これにつきましては，農業だけでなく，林業，水

産業，そこに新たに就業したい方へのアプローチというふうなことで，ワンストップ機能，

それをまず一つ，そこで情報発信していきたい。今は，農業なら農業分野，林業なら林業

分野で募集しておりましたが，ワンストップで，就きたい方に情報発信できる。そういう

ような仕組みを，まず作りたいというふうに考えております。

それから，こうした中では，就業コースといたしまして，農業大学校の，さっき申しま
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したアグリビジネススクール，新しくかんきつアカデミーというのも作りました。林業で

したら林業アカデミー，漁業アカデミーもございますが，それらに加えまして，キャリア

アップをするコースでありますとか，若者に対して体験コース，そういうふうなものを一

体的に，見えるような形で展開をいたしまして，しっかりと人材確保に努めてまいりたい

と考えております。

特に，人材確保の面で，今回，女性，それからアクティブシニア，そういうふうな多様

な担い手。こういう方へのアプローチもしっかりと行っていきまして，人材確保に向けた

取組を着実に進めてまいりたいとに考えております。

以上でございます。

（会長）

Ｂ委員さんからの。

（農林水産部）

人数でございますけれども，これは各農業支援センターの方を通じて把握した数字でご

ざいまして，先ほど委員から御質問のありました準備金等，それをもらった方だけではな

いというふうなところでございます。もう少し広い概念で捉えさせていただいております。

以上でございます。

（会長）

よろしいでしょうか。

はい。どうぞ。

（Ｂ委員）

ありがとうございます。

今，お答えの中に発信という言葉がございましたけれども，いろんな徳島の良い所を発

信していきたいとお話ございましたけれども，本当に徳島県というのは，多種多様な農産

物ができる。これが売りはでないかなと，一つ思うのです。

これだけ気候条件，いろんな条件に恵まれている地域で農業を頑張っていただきたい。

そういう人数を増やしていただきたいと思いまして。

先ほど指導農業士という話もございましたが，県の普及員さん，今，どんどん人数が減

っているのです。皆さん，すごくお忙しくされていらっしゃるので，できれば，その方た

ちを増やしていただきたいし。なかなか難しい面もあると思うので，できれば，御退職な

さった方，せっかくノウハウ，知識を持ってらっしゃるので，その方々が，ここにも密着

した指導と書いていただいているのですが，そういう形で，退職なさった方々もまだお若

うございますので。地域の新規就農の方に，地域で張り付いて，せっかく定着した方がリ

タイアしないように御指導いただければと。

今後の方向としてお願いしたいと思います。

（会長）
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はい。ありがとうございます。

では，続きまして，９ページの番号15番。こちら県内就職率の関連です。

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。

県内大学生の県内就職率ということで，目標を毎年上げている関係で，達成率という面

では29年度から30年度に下がった訳でございますけれども，一応，就職率という実績値そ

のものについては，29年度から30年度に0.2パーセントでございますが，少し上がった。

とはいえ，27年度，28年度に比べるとちょっと苦しい数字というふうに認識しているとこ

ろでございます。

Ａ委員の御指摘のとおり，まさに人口減少対策の中で非常に重要な指標と，私どもも捉

えておりまして。地方創生推進課長からの事前の説明もございましたけれども，東京圏，

東京と東京近隣の県を合わせますと，昨年度，大方14万人の転入超過と。それ以外は，沖

縄以外は全て減少ということになっておる訳でございます。

転入・転出の社会動態の現象を見てみますと，大きな原因が大学進学。それから新しく

新卒で就職する時。これが非常に大きな原因になっておりまして，このターニングポイン

トにどういう対策を講じていくかということで，大きく言うと，今，２点行っております。

一つは，平成27年度に創設しました，ここの指標にもございますけれども，奨学金返還

支援制度を設けまして，これは県内に就職していただいた場合，例えば，事前に申請を頂

いた上で，県内に３年間就職していただきますと，その後５年間，一定の額を返還金に対

して支援させていただくという制度でございまして，これの方は順調に数字を伸ばしてい

る訳でございます。

もう一つ大きな事業がございまして，地方大学地域産業創生事業というものに昨年度か

ら取り組んでおります。これは，内閣府の交付金を使いまして，昨年度からスタートして，

５年間で50億の事業費をつぎ込みまして事業を推進しているところでございます。

何をやっているかと言いますと，主に徳島大学になるのですが，大学，それから県内の

企業さん，県，それから金融機関，そういった所がコンソーシアムを組みまして，まずは

徳島大学を，光，それから医光融合と言いまして，医学と光を融合させたカテゴリー，こ

の二つで世界のトップを取るという意気込みを持って，今，研究をスタートしております。

大学のこういったブランディングをした結果，全国，世界中から優秀な学生さんを集めま

して，その学生さんが県外に出ていくのではなくて，そのまま県内に残れるよう，県内の

企業さんの会社としてのスキル，能力も上げていくと，こういう事業でございます。

実際，事業としては何をやっているかと言いますと，これまで徳島は，ＬＥＤバレイ構

想の中で，可視光，目に見える光ですね。これを使ったＬＥＤを中心にやってきた訳なの

ですが，実は，世界的にＬＥＤの市場は飽和状態でございまして，これから先の成長は見

込めないということになっております。

これからは，可視光以外の，例えば，非常に波長の短い深紫外という光。それから波長

が非常に長い赤外，これ光コムという言い方をしますが，赤外。それから，更に波長の長

い，電波と光の中間ぐらいになるのですが，テラヘルツというようなものに着目をして。
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こういう光がどういう能力を持っているかというと，例えば，殺菌作用でありますとか，

物を透視することにより，例えば，ビルなどの非破壊検査ができるとか。光コムに関しま

しては，非常に小さいものを計測できる能力がありまして，例えば，ガスの中にどんな分

子が含まれているかという計測ができるということでございます。

あと，医光融合につきましては，例えば，光によってがんを発見して，その光によって

がん細胞を殺すという技術を，今，開発中でございます。

こういったことで，大学の中で，あくまで地域産業に資するような，社会実装を目指し

た研究をやっていただいて，その中でも先端技術として世界でトップを取っていくと。こ

ういう事業を，今，スタートしておりまして。これにより，大学への入学者数，それから

県内企業への就職者数，こういうものを増やしていこうと取り組んでいるところでござい

ます。

以上でございます。

（会長）

はい。よろしいですか。

Ａ委員さんからの質問の趣旨としては，これで「達成可能」というふうな取組というこ

とだったので，今の地方創生の取組で，今年度，目標達成可能というお考えという理解で

よろしいですよね。

恐らく，評価に関わってはそういうところかなと思いましたので。ちょっと長期的な話

のように思いましたので，確認させていただこうと思ったのですが。

（政策創造部）

今，申し上げた事業２つとも，石田会長おっしゃるように非常に長期的なビジョンが必

要でございます。

特に，地方大学地域産業創生事業につきましては，５年間というふうに申し上げました

が，５年間交付金をもらえる訳なのですが，その後５年間は自走期間と言いまして，つま

り，10年間で一定のＫＰＩを達成していこうという事業でございますので，もう少し，実

際これの効果が出てくるというのは先のことだというふうに考えております。

ただ，徳島大学には，今，全国からトップレベルの光に関する研究者が集まってきてい

て，その研究者を慕って世界中から若い研究者も集まっているところでございまして，今

後，大きな期待ができるのではないかというふうに考えております。

（会長）

恐らく，成果が出るのは，元々プランが５年，10年なので，成果が出るのもそれくらい

かとは思うのですが。

我々としては，今年度まででというところが，我々の今回の評価の大きいところでもあ

るのかなといいますか。達成見込みをどう捉えたらよいのかなと思ったりします。５年後

に達成見込みというようなものを，今回，どうしたらよいのだろうと思いますが。

Ａ委員さん，いかがしましょう。
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（Ａ委員）

実際に，非常によく健闘していると。大学へ，あるいはその就職の時に，東京なり首都

圏，そういう流れの中で現在においても非常によく健闘しているってことが第一点。

それから，もう一つは，それと同時に，中長期的な展望で対応しようとされているとい

うことから，Ｂ評価とさせていただきました。

（会長）

分かりました。では，こちらの方は，御異論なければそのままＢということで。

ほかに，この基本目標１に関連して，特に，評価に関わるようなところで，皆さんから

御意見，御質問ありますでしょうか。

（Ｃ委員）

よろしいでしょうか。

（会長）

はい。お願いします。

（Ｃ委員）

９ページの15番の所なのですけれども，先ほど御説明いただいたように，やはり，教育

は短期でできるものではなくて，社会情勢の中で，売手市場というようなところがあると。

そういうことに鑑みまして，私はＡ評価がよいのかなというようなところでございます。

県の取組として，たくさん本当にしていただいているということに加えまして，ＣＯＣ

プラスで先日まで集中講義やっておりまして，官民の方々もたくさんの御協力を頂いて，

徳島で働くってどういうことだろうかとか，どういうメリットがあったり，デメリットも

含めて，いろいろと学生たちと議論をしてまいったところでございます。なので，この県

内就職率を達成できてないというようなところにつきましては，大学側の何らかの努力不

足というところも，もちろんあると思います。

一番大きいのは，社会の流れとして，人材不足の中で取り合いの構造になってしまって

いる。その中で，徳島県で定着をしてもらうという，そこにもうちょっと。本当にしっか

りと人に来てほしいしというところもあるのですけれども，今後，小手先の何かというの

ではなくて，しっかりと長期的なところ，中期的なところも考えてくださって，施策を講

じられているというところから，私はＡ評価が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。ＢではなくてＡでもよいのではないかと。

どうしても，ここに上がっているのですけれども，大学の関係者は，いやこれ我々では

ないのかと思いながら見ているところがあるのかもしれないですけれども。

関係者で，Ｄ委員さん，いかがでしょう。
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（Ｄ委員）

関係者ですけれども。

15，16。評価に関しては，15で評価，16で評価ということだと思うのですけれども，一

応，ここの大きなテーマとしては，若者の地元定着促進ということで。

恐らく，これは，人口の問題とか出生率の問題とか，それから人口が関係しての経済振

興とか，あるいは地元の活性化とかというところまで全部含めてということで考えると，

そもそも論として，人口が一定であったとしても，その平均年齢だけが上がってしまって，

高齢者ばかりになるのも良くないしというようなところもあるからということで，大学へ

の進学というところはちょっと違うので，大学の進学ではなくて就職のところが一つと。

それからもう一つは，一回外に出てしまった人を，大学で外に出た人を就職の段階でも

う一回戻ってきてもらえないかというようなところが16番ということになっていて。

両方ともやろうとしているというか，施策としては，やってらっしゃる方向というのは，

全く評価できるのではないかというふうには思っています。

ただ，その具体的な指標として，15の県内大学生の県内就職率という，この指標を取る

ことが適切であるかどうかというところは，ちょっと疑問があって。その理由は，あくま

でも僕自身の考えというか，分かっている範囲でしかないのですけれども，自分がいる大

学であっても，学部によってまた意味合いが違いますので，自分の所属している学部の中

の話で言うと，そもそも論として，徳島県の高校生で，自分の学部に進学した学生の割合

が半分ない，半分ぐらいということになると，ここの話は，地元の高校生が地元の大学に

残って，そのまま地元の企業に就職するという前提があるのだったら，この指標は非常に

正しいというか，この数字を重視するというのはよいと思いますけれども，他府県から徳

島県内の大学に来て，そのまま徳島県内の企業に就職するという可能性が果たしてそんな

に高いのかと。

それは，僕自身が日頃接している学生の感覚で言うと，他府県から来ている学生は，徳

島県内の大学で勉強するけれど，就職の段階ではＵターンで戻ると。地元の，出身地域の

企業に戻るということを基本的に考えている。つまり，４年間，大学で勉強する間に関し

ては，自分が行った大学で勉強するし，その地域のことも勉強するけれども，就職の段階

ではＵターン。

それは，次の16番のところも，基本的には，徳島県内の高校生が大阪とか東京の大学に

行ったとしても，その後，徳島県内の企業に就職してねということと同じ構造だと思いま

すので。それからすれば，15番の県内大学生がというか，県内高校生が県内の大学に進学

している割合が，もしこれが一定であったとして，それを所与として考えた上で，このデ

ータをどう評価するかという話になるのですけれども。

ということからすると，結論から言えば，そもそも論として，その確率が非常に低いの

ではないかということを考えると，一つは数値目標の50パーセントが高すぎるのではない

か。これが一つがあります。それを考えれば，40パーセントという数字になっているのも，

実績値としてはやむを得ないのではないかというのが一つの意見です。

それから，もう一つは，県内就職率といった場合に，これも就職率の計算のところが，

どういう定義で計算しているかというふうなところが，ちょっともう一つ，分母がどうい
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う数字になっているかというところがちょっとよく分からないのですけれども。ただ，就

職状況が良いから就職率が高まるという話になるのか，あるいは，どこの県に就職したか

というところの比率から計算しているということからすれば，就職状況が良いから就職率

が高まるという議論とは関係ないという話になりますので。

それからすると，結論としては，ここの項目に関しては，そういう，ちょっとデータと

してはどうかなというところがあるのですけれども，そこから考えれば，40パーセントは，

まあまあという数字になっているのではないかと。

それ以上に，取組としてされているところは評価できるのではないかというところにな

りますので，結論として，ＡＢＣの話で言うと，僕自身はＢ評価というふうになりますの

で。いろいろお話しましたけれど，この会議の趣旨としては，数値目標があって，達成度

合いがどうであるかというところから，それに基づいて基本の〇△が出てきているので。

だけれども，そのまま機械的にではなくＡＢＣをつけましょうという話からするととい

うことでいうと，数値目標はもう全く達成できてないし，それから見込みもちょっと，先

ほどのお話だったら今年度の目標はちょっと難しいのではないかということからすれば。

だけど，やってらっしゃる方向としては間違ってないと思いますので。ということにな

れば，ＣではなくてＢかなということになります。

ついでに，16番のところも，こちらの方も県内の就職状況を高めるというか，とにかく，

県内の将来的な人口を増やすという意味からすれば，大学の段階で高校生が外に出てしま

ったというのは一つの要因としてあり得ると思いますけれども，その後のところで，いか

にしてＵターン組で就職で戻ってくるか。

徳島県に縁もゆかりもない人，若い人に来てもらうのはなかなか難しいという話になる。

一つの縁というのが大学進学だというところからすれば，15番に関係する話としてよいと

思いますけれども，なかなかそれはちょっと難しいのではないかという話になると，そも

そも生まれ育った高校生が，大学の段階で外に出たけれども，就職の段階で戻ってもらう

というのも一つであるし。

それから，もう一つは，その後の段階で，親の介護であるとか，あるいは子どもが一段

落したというような，もうちょっと上の40代，50代くらいの人。就職というよりは転職だ

と思いますが，その人たちに戻ってもらうと。ただ，それは，ここでいう若者の地元定着

という趣旨からすると違いますけれども。Ｕターンというような趣旨からすれば，そちら

の方も別の所で取り込まれていると思いますので。

インターンシップも含めて，Ｕターン就職というようなところでは，16番はＡというよ

うな評価でよいのではないかと。

ちょっと長くなりましたが，そういう意見になります。

（会長）

Ｅ委員さん。

はい。お願いします。

（Ｅ委員）

先ほどの話でいうと，私の所は中学生から受け入れていますので，90数パーセントは県
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内の生徒を預かって，高等教育機関で５年間勉強して，就職，進学をさせるという学校な

ので。では，それで50パーセントいっているかというと，非常に申し訳ないですけれど，

多分，ないです。20数パーセントぐらいしか徳島県内に残っていないと思います。

いろんな要因があります。３割ぐらいは進学をしますので，県内の大学，他県の大学を

含めて，まず就職をしない学生がいます。残りの７割のうちの２割程度が県内企業に就職

するのかなぐらいのイメージで。それはある意味，景気によっても大分変わるのですけれ

ども。

それで，先ほどの話でいくと，16番のインターンシップ。実際に昨年度，私，インター

ンの担当をしていて感じたところを申しますと，どの企業さん，全国の大企業さんも含め

てなのですけれど，とりあえず人が足りないということで，今まで声を掛けてくれなかっ

たような学校まで，是非，インターンシップに来てください，就職に来てくださいという

募集がすごく来るのです。学生からするとより取り見取り，選び放題という状況になりま

して，実はその裏に就職協定の話があって，皆さん御存じかと思うのですけれど，もうや

めましょうという話が出ていると。実際に現場では何が起きているかというと，そんなこ

とはもう関係ないよということで，数年前から，卒業する１年ちょっとくらい前からもう

内々定が出ているという現実があります。

その内々定を出すときに何がポイントになっているかというと，実はインターンシップ

にまず来てもらって，そこである程度，ゼロ次試験みたいな感じで学生を判別して，良い

なあと思う学生には，もう１回インターンシップするから来てみなさいというようなアナ

ウンスが行くのですね。それで，学生は呼ばれたから行って，ではうちの会社に来ますか，

はい行きますと言えば，ほぼ決まりみたいな。そうなると，県内企業さんが就職よろしく

お願いしますと言ってきた段階で，ほとんどの学生はもう決まってますというような状況

が，実は生まれています。あまりオープンにはできない情報のところもあるので，企業名

は言えないですけれども，もうインターンの時から，ほぼほぼ狙っているという現実があ

ります。

とすると，ここのポイントとして，県内企業の方がどれくらいインターンに積極的に参

加されて，県内の学生をどれだけ取ろうと思っているかというところにかなりファクター

があるような気がしてまして。県の施策として頑張ったとしても，企業が動かないと，ほ

ぼ，多分，残ってくれない。

学生からすると，やはり，行きたいと思う所に行くのです。そうすると，インターンで

良いなと思ったら，割ともう，その企業に行きたいですというような流れができてしまう。

そうすると，県内企業さんがあるよと言ったとしても，いや，私もう県外に行きますと。

10年ぐらい昔であれば，お父さん，お母さんも，できるだけ県内に残ってほしいみたい

なことを言って，残ろうかなという学生もいたのですけれど，最近では，残ってください

と言っても，いや外に出ますと言う学生も結構いますので，ここの目標からすると，50と

いうのかなりハードルが高めの数値で，その中で40残っているということを考えれば，私

はもうＡでもＢでもよいかなと。Ｃはないなという気持ちはあります。

ただ，次回以降の戦略を考えていただくときに，もうそういう時代が来ていて，企業さ

んはものすごく人が欲しいからどんどんどんどん来るので，そこを県の方が戦略として，

中小企業さんも含めてなのですけれど，徳島県の企業さんをどうフォローアップするかを
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できるだけ考えていただいて，できるだけ優秀な学生を残すというようなことを考えてい

ただければありがたいなと思います。

以上です。

（会長）

いかがいたしましょうか。評価ですが。

安倍委員さん，どうでしょうか。

（Ａ委員）

いろいろ立場によって見方は異なると思うのですが，やはり，我々の会議そのものが，

県の担当部局が元々設定した数値目標，それをいかに達成しているかどうかということが，

一番，判断の根本にあると思うのです。

ただ，それだけでこう機械的にするのではなくて，プラスいろんなものも加味しましょ

うということになると思うのですが，情熱を持って一所懸命やっていますということが中

心になるとね，ちょっと，やはり，評価の基本が狂うと思いますので，私としては，原案

のＢを推したいと思います。

（会長）

はい。では，Ｂでよろしいですか。

（Ｆ委員）

構いませんか。

（会長）

はい。お願いします。

（Ｆ委員）

私は，やはりこれはＢでよいと思います。

確かに，いろんな方がおっしゃるように，この県内大学生の県内就職率が，中身がちょ

っといろいろ考慮すべきところもあるし，そもそも目標が高すぎるのではないかというと

ころもあるかも知れませんが，実績値が上がっていればよいのですけれど，実績値が下が

っているということは，これはＡではないと思います。Ｂでよいと思います。

（会長）

分かりました。

恐らく，この議論で分かったことは，研究者も自分の評価が甘くなると。自戒の念を込

めながら，議論を続けていきたいと思います。

では，評価は，案のとおり，そのままＢというふうにしたいと思います。

基本目標１に関しましては，そろそろこの辺りで議論を終えたいなと思うのですがいか

がでしょうか。もし，評価案から変更した方がよいというところなどありましたら，お願
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いいたします。よろしいですか。

では，基本目標１の評価を決定したいと思います。変更はございません。ですから，Ａ

委員の評価案のとおりということにしたいと思いますが，こ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ます。

次に，総合的な観点からの意見，提言をお願いしたいと思います。

まずは，評価案を作成いただいたＡ委員さんから，ございましたらお願いいたします。

（Ａ委員）

全体で最後にコメントすることを考えさせていただいています。

（会長）

分かりました。では，また最後に。

では，ほかに，基本目標１に関連して何かありましたら。総合的な観点からの提言あり

ましたら。

よろしいですか。では，また後でありましたら遡ってでも構いませんので，そのときに

お願いいたします。

次に，基本目標２，地域における仕事づくり，こちらの評価に移りたいと思います。

こちらに関連しましては，Ａ委員さんからの評価案の御説明の際にあった質問を，まず

確認しておきたいと思います。

２ページの番号の20番，生活支援ロボットの市場投入に関連してです。

そして，質問，担当部局への質問としては，７ページの番号の30番。こちら，阿波尾鶏，

阿波とん豚の辺り。

そして，９ページの番号の35番。Turn Tableの所です。
タ ー ン テ ー ブ ル

そして，17ページに飛びまして，49番。この辺り，質問があったかと思います。

まずは，ここに関連して，ほかに御質問といいますか，ありましたら併せてお伺いして

おきたいと思いますが，いかがでしょうか。

では，担当の部局からの御説明をお願いしたいと思います。

まず，２ページの番号20番。こちら，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。

生活支援ロボットにつきまして御質問いただいております。

本県では，県内のものづくり企業の技術力の向上でありますとか，新分野への参入促進

を図るために，現場の多様なニーズを踏まえたロボット技術の開発に取り組んでおりまし

て，行動計画におきましても，生活支援ロボットの市場投入を目標に設定いたしまして，

県内企業と共同研究等を行ってきたところでございます。

具体的に説明の方をさせていただきますと，まず，移乗介助分野につきまして，介護福

祉施設において，入所者等の移乗作業，動きですね。いろいろ介護が必要な方の，寝たま

まを起こしたりというような動きですけれども，そういったものを補助して職員の体への
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負担軽減を図るために，特に安全性でありますとか，それから軽量化。そこらに注視しな

がらも，低価格，それから脱着と言いますか，付けるのが容易でスムーズな動作ができる

とか，そういったものが可能となる，いわゆるアシストスーツを開発しているというとこ

ろでございます。

この製品につきましては，現在のところ，共同で研究を進めてきました県内企業におき

まして，市場投入をするための改良を行っているというところでございまして，いろいろ

会社さんの方で，内容については検討していただいているというところでございます。

次に，見守り分野でございますけれども，入所者等の画像の認識でありますとか，施設

職員へのそれに基づいた情報伝達機能を有しまして，特に認知症の方々の徘徊予防，それ
はいかい

から見守りの業務の軽減が期待できるというロボットの開発を進めております。

そして，今年度に入りまして，その会社さん，その県内企業が，見守りロボットの受注

の方につきましては開始いたしまして，市場投入に至っているというところが現状でござ

います。

ちなみに，製品名を言うのはいかがなものかと思うのですけれども，内容的にはホーム

ページにアップされておりまして，名前的には「見守りすだちくん」ということで，一応，

入所者の方からは非常に好評であるというような評価を頂いておるというふうには聞いて

おります。

現状的には以上でございます。

（会長）

ありがとうございます。

よろしいですか。では続きまして，今度は７ページの30番。こちら，阿波尾鶏，阿波と

ん豚の出荷数についてです。

はい。お願いします。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

Ａ委員さんから，阿波尾鶏につきましては，海外への出荷状況について，輸出状況につ

いて御質問を頂戴しました。

まず，阿波尾鶏でございますけれど，平成元年度から生産されております地鶏でござい

ます。

平成12年度から地鶏の出荷羽数では日本一というふうなことで，現在まで21年連続で維

持をしているところでございまして，平成30年度の実績は214万羽というふうなところに

なっております。

この数字につきましては，16年度に200万羽を達成して以降，この前後で推移をしてい

るというところでございまして，更なる増産のためには，輸出を含め，新たな販路開拓が

課題であると考えております。

こうしたことから，海外にも目を付けまして，輸出の取組を始めたところでございます。

香港につきましては，平成22年５月から輸出を開始いたしまして，当初は約0.6トンとい

う数字が輸出された訳でございますけれども，直近，平成30年度では18.6トンまで順調に
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推移してきているというところでございます。

さらに，鶏肉に加えまして，阿波尾鶏の胸肉を利用した唐揚げとかコロッケ等の加工品，

こういうふうなものも需要があると聞いておりますので，そういう部分にも取り組んでま

いりたいと考えております。

なお，県といたしましては，海外輸出ということになれば，安全・安心というのがポイ

ントになってまいりますので，県南，県西部で阿波尾鶏を生産している農場において，農

場ＨＡＣＣＰ，農場においての高度な衛生管理，そういうふうな認証を取得していただく

なり，支援をさせていただいているというところでございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。

Ａ委員さん，よろしいですか。

（Ａ委員）

はい。結構です。

（会長）

それでは続きまして，９ページ。

（農林水産部）

阿波とん豚を。

（会長）

ごめんなさい。阿波とん豚を。

（農林水産部）

続きまして，達成状況が悪い阿波とん豚の生産状況でございます。

阿波とん豚につきましては，イノシシの特徴と豚の優れた肉質を併せ持つ高級ブランド

豚というふうなことで。通常，市場で，豚肉は大体200円前後なのですけれども，阿波と

ん豚は大体300円から400円ぐらいの価格で売られているという高級ブランドでございまし

て，県の畜産研究課におきまして平成22年度に開発をしまして，現在，県内では民間３農

場でも生産をされているというところです。

なぜこのように阿波とん豚が増産できないかと申しますと，やはり，イノシシの遺伝子

が入っておるものでございますので，イノシシってあまり子供を産まないのです。大体一

頭のイノシシが一回に産むのは３頭とか４頭でございまして，まさにその遺伝子を持って

おりますので。通常の豚でしたら一回に10頭以上子どもを産みます。さらに，そのうち９

割がきちんと育つのですけれども，阿波とん豚に関しましては，１回当たり８頭ぐらい。

さらに，イノシシの血が入っているからでしょうか，実際に成育するのも普通の豚よりも

悪いと。実際に成育するのは６頭ぐらいというふうなことで，なかなかそこら辺りの生産

技術が難しいというふうな豚になっております。
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ここら辺りを改善して母豚を増やしていかなければ，増産ということにはなりませんの

で，県の方針としては，まず，子どもが少ないというふうなことで，繁殖能力，ここも改

良したいと考えておりまして。一点は最近，ＤＮＡ技術，非常に発達してきておりますの

で，子豚を産む種豚，この選抜などもＤＮＡ解析技術などを用いて進めているというとこ

ろでございます。

それから，もう一つは，阿波とん豚は，元々は海南町で捕獲された一頭のイノシシの系

統でずっと来ておりまして，実は，あまり血が濃くなりますと，いろいろな弊害も出てま

いりますので，そこら辺りは新しいイノシシ，別のイノシシで系統を作っていくと。系統

作成，それらの取組を進めているようなところでございます。

さらに，今年度からの取組といたしましては，今，阿波とん豚の繁殖につきましては，

自然繁殖若しくは凍結技術を用いない人工授精ということでやっているのですけれども，

ちょっとこれ，ハードルは高いのですけれども，凍結精液でありますとか，受精卵の凍結，

こういった凍結技術を用いまして。実は，阿波とん豚の中でなくても，普通の豚のおなか

の中でも阿波とん豚を育てられるというふうな技術，ブレイクスルーもできますので，そ

ういうふうな所にチャレンジをさせていただいているというふうなところでございます。

さらに，なかなか，阿波とん豚，産まれた場合でも育たないということがございまして。

ここら辺りは飼育マニュアル。これをきちんとしたものにしまして，農家に普及するよう

な取組を進めてさせていただいているというところでございます，

阿波とん豚は非常においしい豚でございまして，ニーズもございますので，しっかりと

その市場ニーズに応えられるように，母豚の増産も含めて，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）

はい。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，９ページの35番。こちら，Turn Tableの方ですけれども。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

Turn Tableにつきましては，目標数値としております販売売上げに達しなかったという

ところでございます。

皆様，御承知のように，Turn Tableにつきましては，首都圏におけます徳島の食，ライ

フスタイルの情報発信，それとまた，交流の拠点といたしまして，平成30年２月に開設を

させていただいたというところでございます。内容としましては，レストラン，それから

バル，マルシェ，それから宿泊部門というふうなところになっております。

それで，平成30年度は，この施設ができたばかりでございますので，施設のブランディ

ング，徳島を大いに発信しようというふうなことで，主に取組を進めてまいりました。そ

の結果といたしまして，３万人を超える方々に施設を利用していただくとか。それから60

を超えるメディアにいろいろと報道されるとか。それから70を超える，このTurn Tableを

活用したイベントも行われながら，一定の，ブランディングの部分では成果があったと考
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えています。

一方，この目標数値といたしまして，売上げ，販売売上額のところでございますが，こ

こはもう地元からすれば，Turn Tableの売上げが，県産品がどんどん伸びて，まさに徳島

の作った食材が普及していくというふうなところの狙いがあるのですけれども，そこが十

分に至らなかったと。

その要因といたしましては，やはりレストラン，それからバル，マルシェ部門のメニュ

ーとか価格帯で，近隣の市場ニーズと若干合わなかったところがあるのかなと。それから，

宿泊につきましては，稼働率が67パーセントとまずまずの数字でございましたが，その宿

泊に来られた方にレストランとかを使っていただけるような十分な仕掛け，そういうとこ

ろができなかったというふうなところ等が販売額に達しなかった状況というふうに考えて

います。

そういたしましたことから，昨年度のそういうふうな反省を踏まえまして，一つは施設

においてしっかりと飲食部門で売上げを上げていこうというふうなことで，メニューでご

ざいますとか価格帯ですね。それから店舗のレイアウト等を全面的に見直して，より皆さ

んが来やすい形に一つ取組を進めております。

それから，もう一つは，その施設を核にした県産食材の販路拡大というふうなことで，

周辺の飲食店への食材の売り込みでありますとか，あと徳島ブランド推進機構が東京に，

首都圏に営業上の拠点を設けまして，そこと連携して販路開拓。そういうふうなことにし

っかりと取り組んで，期待されるような売上額の目標の達成をしてまいりたいというふう

に考えております。

以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。

よろしいですか。

はい。

（農林水産部）

それと，利用者の県内，県外の比率というふうな御質問も頂戴しておりました。

先ほどの30年度のTurn Tableの利用者数３万人，正確に申しましたら３万1,581人でご

ざいます。このうちレストラン部門を御利用いただいた方が5,019人。それからバル，マ

ルシェを御利用いただいた方が12,878人。そしてホステル部門が13,684人と。こういうふ

うな内訳になっております。

県外，県内でございますけれども，ホステルについては名簿がございますので，はっき

り分かりますので，その数字を申し上げましたら，宿泊者数13,684人のうち県外の利用者

の方が13,405人で，98パーセントの方，ホステル部門については県外の方々に御利用いた

だいたと。かつ，一つポイントといたしましては，海外の方がこのうち8,172人というふ

うなことで，全体の60パーセント海外の方に泊まっていただいたということで，今は徳島

の方にも海外の方が入ってきていただいておりますので，そういう海外の方にも，十分，

徳島の認知度を向上できたのではないかと考えております。
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なお，飲食部門については県内，県外が把握できておりませんが，やはり県外客の方が

割合として多いのではないかなというふうに考えております。

（会長）

はい。ありがとうございます。よろしいですか。

では，続きまして，今度は17ページの49番。こちらの方を，はい。お願いします。

（教育委員会事務局）

教育委員会です。

文化の森の年間の入場者数ですね。28年度が94万人だった要因は何かということと，勝

浦町で発見されたボーンベッドの今後の活用について御質問を頂きました。

まず，文化の森総合公園の入館者数については，平成28年，94万人。もっと具体的に申

しますと，93万7,116人で，その前年度が79万2,122人。比べますと約18パーセント増，人

数にして14万4,994人という大幅な増加がありまして，公園史上最多の入館者数となりま

した。

その増加要因としましては，委員からお話もありました徳島恐竜展ですね。これ福井県

立恐竜博物館との連携企画でして，７月15日から９月19日まで，夏休みの期間に合わせて

開催したのですが，この入場者数が６万2,276名。

それと，もう一つ大きな要因として我々考えておりますのが，文化の森にある６館全部

で連携した事業としまして，「阿波の道を歩く」というものが，やはり夏休み期間に合わ

せて行われました。こちらの方が12万3,484人ということで，こうした企画展が好評だっ

たことが要因として挙げられます。

特に，恐竜展につきましては，開催直前のその年の７月に勝浦町で大型草食恐竜の歯の

化石が発見されまして，大きな話題になりました。入館者の増加に弾みをつけたと思って

おります。その後も現地調査を継続してきました結果，現地に約１億３千万年前の国内最

古級の恐竜化石を含む地層，いわゆるボーンベッドが発見されました。

現在，企画展の「徳島恐竜時代」ということで開催しておりますけれども，この地層か

ら発見されました恐竜の化石を紹介するとともに，クラウドファンディングで，このボー

ンベッド，国内最古級の恐竜化石含有層の発掘・発信プロジェクトを実施しているところ

でございます。

今後，この本格発掘調査を行いまして，この地層から発見される恐竜化石の紹介や専門

家を交えたシンポジウムの開催など，様々な魅力ある企画を考えてまいりたいと考えてお

ります。

なお，文化の森総合公園は来年度に開園30周年を迎えます。今年度から３か年にわたっ

て様々な記念事業を開催することとしておりまして，今年度は，先ほど申し上げました博

物館における恐竜関係の事業をはじめとしまして，近代美術館では培広庵コレクション展

の開催など，各館で記念事業を開催しております。

今後とも，文化の森総合公園が本県の将来にわたる文化活動を先導し，県民の文化意識

を高めるためのシンボルとして，また県内外の人々が一層多く訪れる文化芸術施設となる

ように，工夫を凝らしてまいりたいと考えております。



22

以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。

ここで，一通り，Ａ委員さんからあった御質問にはお答えいただいたのですが，そのほ

か，いかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｃ委員）

すいません。質問なのですけれども，16ページの46番，とくしまマラソンに関するとこ

ろなのですけれども，少しずつは参加者数，エントリー数は増加をしたり，しなかったり

か…，というところもありますけれども，海外からの参加者も増えていっているというよ

うなところなのですけれど，もしかして，何か運営のところで，ちょっと制限をかけたり

しているのかなというようなところを御説明いただけたらなと思います。

よろしくお願いいたします。

（会長）

はい。お願いします。２万人までなかなか。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

とくしまマラソンの２万人のエントリー数を目指すというようなお話の件についての御

質問でございますけれども，現状のコースで言いますと，具体的には，北岸の西条大橋の

手前の土手が比較的狭いということは，以前からランナーの方には言われております。

それで，２万人規模にするには，例えば，コースの再設定でありますとか，スタッフの

配置でありますとか，様々な要因を検討した上で取り組むべき話であると考えておりまし

て。

現状では，まずは１万5,000人の募集をさせていただいた上で，その１万5,000人の方の

満足度を上げていこうということで，今，取り組んでおります。

近年ですと，昨年は雹のような状態が３回ぐらい続いて降りまして，こうしたことに
ひよう

より，ランナーの方からの評価は厳しいものとなりました。コースとか運営ではいろいろ

改善なり努力が認められるけれども，やはり天候にはなかなか勝てない。

一昨年については，暑さの方で評価を落としておりまして，なかなか事務局サイドの方

で思うようにはならないところは多いのですけれども，それはそれとして，やはり徳島を

せっかくチョイスして来ていただいた海外の方，それから県外の方，この方々にはおもて

なしの心を持ってしっかりと対応して，評価の方も上げていって，良い大会にしていきた

いなと考えております。

以上でございます。

（Ｃ委員）
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ありがとうございます。

現状では，目標では２万人にしているのですけれど，募集の時点で1.5万人というとこ

ろで制限をかけられているというような理解でよろしいでしょうか。

（商工労働観光部）

1.5万人のお話については，マラソンの実行委員会の方で御協議いただいておりまして，

そちらの方で，その安全面，医療の面でありますとか，交通でありますとか，雑踏であり

ますとか，いろいろな面を踏まえまして，基本的には，現状では1.5万人が適当かなとい

うふうに考えているというところでございます。

（Ｃ委員）

かしこまりました。

毎年，いろいろと目標も見直していただいているところかと思いますので，そういった

専門家の方々から出た結論として，現状は1.5万人でいくのが妥当じゃないかというお話

でしたので，ここの目標のところをちょっと，また次年度とかでも御検討いただければ。

なかなか，下げるというのは厳しいかもしれませんけれども，そこの辺り御検討いただ

けたらというふうに思います。

ありがとうございます。

（会長）

はい。ほかにいかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｇ委員）

35番のTurn Tableの件なのですが，すごく利用者数等増えて，徳島県の食材，県食材を

伝えていくという目的は果たされているように思うのですが，最近の新聞記事ですか，見

て，確か，すごい赤字になっているのですよね。3,800万だったか，載っていて。

今後，収支の見込みとか，価格帯を…，今後の取組方針でメニューの見直しとか価格と

か書かれているのですけれども，その赤字についての今後の見込みと言いましょうか，気

になりましたので，教えていただけたらと思います。

（農林水産部）

ただ今，Turn Tableの今後の収支の見込みということで御質問を頂きました。

Turn Tableの構造でございますけれども，実は，徳島県が，建物の所有者から建物をお

借りしております。その借りた建物を，この株式会社Turn Tableに転貸しております。県

が，所有者に対して，年間5,000万の借り賃をお支払しております。一方，県は，又貸し

したTurn Tableから，年間2,000万の転貸料を頂戴しているというふうなところでござい

まして，県としましては，3,000万の公費をつぎ込んで，Turn Tableを活用した発信をし

ていこうというふうな形になっております。

基本的には，Turn Tableにおきましては，2,000万県に払えば，その中でTurn Tableを
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運営して，しっかり収支を上げていただくというふうなことでございますが，先ほどお話

ありましたように，赤字ということは，結局，県産品が売れてないとか，十分目標に達す

るような儲けを出すことができてないということになりますので，そこはやはり収支改善
もう

していただいて，しっかりと黒字化して，継続的な運営ができるような形で，企業として

の取組をしていただく必要があるのかなというふうに考えております。

今回は，メニュー価格帯の引下げとか見直しとかありますけれども，まず，お客様に来

ていただいて，しっかりとTurn Tableを認識していただくというふうなところが必要でご

ざいまして，そういう中で，事業運営者として，更にお客様をしっかり呼び込んで，しか

も，泊まった方，それから来られた方には徳島の食材を多く食べていただくという中で，

こういうふうな見直し等々を行ったものと考えておりまして，そういう企業努力によりま

して，しっかりと経営の収支面でも安定が図られまして，しっかりと県の目的を達するよ

うな形で運営ができるように，我々もしっかりサポートしていきたいと考えております。

（会長）

はい。よろしいですか。

（Ｇ委員）

30年度に始められたばかりなので，期待しております。

（会長）

はい。ほかにいかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｈ委員）

16ページの47番のマチ★アソビについて，少し教えていただきたいと思います。

マチ★アソビは春と秋に年２回開催という状況になっていると思うのですけれども，そ

の中で，春と秋とで来ていただいている人の割合はどうなっているのかなということと，

外国の方がどれぐらいの割合で参加されているのかなということと，併せて，県内と県外

の日本人の方もどれくらいの割合で参加をされているのかを教えていただけたらと思いま

す。

（会長）

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。

マチ★アソビについての御質問を頂いております。内訳ですが，ちょっと詳細な数字に

ついては今は持ち合わせておりませんけれども，確実に，マチ★アソビを目指してくる外

国人の方は増えてきております。

当然，日本のすばらしい文化といいますか，コンテンツの一つであるアニメというもの
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が海外で高く評価されているという一因があったり。あと，県の方で季節定期便，香港と

の季節定期便が昨年の秋から冬にかけて飛んだと思うのですけれども，その時に香港辺り

の旅行のエージェントにもマチ★アソビの行事がありますよということで，売り込みをし

ていっております。

そんな様々な面での工夫などが反映されて，外国人の方がマチ★アソビに遊びに来ると。

春と秋と大きくは２回ありますので，目指してこられるという状況はしっかりと根付きつ

つあるのかなというふうに思っております。

先ほども申しましたけれども，数字の方は，今ちょっと手元には持っておりませんので，

大変申し訳ないですけれども，よろしくお願いします。

（会長）

よろしいですか。

（Ｈ委員）

ありがとうございます。

（商工労働観光部）

すみません。春と秋の人数，直近の数字で申しますと，前回の５月の第22回の春のマチ

★アソビになるのですけれども，これが７万8,000人でございます。ただ，初日にちょっ

と悪天候の影響で，橋の方が止まったりして，人数が若干落ちているというところです。

それと，秋についても７万1,000人。こちらも台風25号の影響で７万1,000人ということ

ですけれども，それ以前の数字で言いますと，大体８万2,000から８万4,000ぐらいが４回

ぐらい続いておりますので，８万ぐらいが通常はあるのかなというふうには考えておりま

す。

失礼しました。

（Ｈ委員）

はい。ありがとうございます。

（会長）

ほかにいかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｅ委員）

評価がというよりも，来年度以降の施策等でちょっと考えていただければと思いますけ

れども。

Turn Tableの話があると思うのですけれど，せっかく東京で徳島を売り込む場所ができ

ていると。実際，そこに行って，それからどれぐらいの人が徳島に来てくれたのかという

ことをずっと考えていて。外国人の方が8,000人ぐらい泊まられているということを考え

ると，いかにしてその人たちをこちらに向かせるのかが大事なのかなというふうな目線で，
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いろいろ今後考えていただければよいのかなと。

昨日ぐらいに，多分，じゃらんさんかな。ランキングを出しまして。多分，徳島県41位

ぐらいですね，魅力度でいくと。その中で何が低いかというと，徳島県に来て何かおいし

いものを食べましたかとか，そういうところが低い順位で来訪者の方に評価されてしまっ

ているとなったときに，先ほどの阿波とん豚とか阿波尾鶏も含めてなのですけれども，あ

れを食べに現地に行こうとか，そういう何か仕掛けづくりを，やはり考えた方がよいのか

なと。

その先にあるのが，多分，Turn Tableとかいろんなところで売り込んで，じゃあ現地に

行こうよと。現地に来たら来たで，要は，それだけ食べて終わりではなくて，来年度はこ

んなものができて，こんなものができてという。先ほどおっしゃっていた，イノシシの系

統が変われば肉質も変わるのであれば，今年はこれ，来年はこれみたいな，何かいろんな

戦略が，多分，できるのではないかなというふうに，今，話を聞いて思っていまして。

そうなったときに，これ評価的にはそれぞれバラバラなのですけれど，全部つながって

いて，いろんなところで関係するのだろうなと思うので。その辺りを，やはりちょっと整

合性を取りながら，いろんな所で考えていただければありがたいかなと思います。

以上です。

（会長）

はい。

（Ａ委員）

では，私も。

実は，８月25日に，８月24日，高円寺の阿波おどりに踊りに行ったものですから，その

明くる日，Turn Tableへ行きました。

ちょうど休みだったのですけれどね，外国人のお客さんの方がおられて，ちょっと話を

させていただいたら，渋谷でね，ホステルとかないのだそうですね。ホテルに比べるとは

るかに安いということで，非常に好評で人気があるというところまでは100点だったので

す。

ついでに，Tokushima Prefectureって御存じですかと聞いたら，「え，それ何ですか？」

という話だったので，残念ながら，Turn Tableでやっていることと徳島県が…。

確かに，何というのかな，大塚のボンカレーを飾ってあったりとか，商品のコーナーも

あるのですが，今の意見と関連して，わざわざ来てもらった外国人の方に，ここは実は徳

島県がやっているのですよというね，いわゆる売り込みが非常に謙虚な感じがしましたの

で，努力の，工夫の余地があると思いました。

以上です。

（会長）

はい。分かりました。ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。はい。
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（Ｉ委員）

大鳴門橋の入館者数のところで，来場者へのアンケートを実施をして，意見を踏まえた

取組をすると。アンケートはもう実施をされていると思いますし，その結果と分析のよう

なものがありましたら，お願いしたいと思います。

と，同時に，年間の延べ宿泊者数が右肩下がりのような形になっておりまして，今年度

も222万人で，計画数値を下回っていると。かなり厳しい数字ではないかなとは思います

けれども，対症療法的には，いろんな団体の全国総会とか，学会とかといったものの誘致

合戦もあるんだろうと思うのですけれども。基本的には，今，徳島県の観光資源をどれだ

け開発するかというふうなことが求められているのではないかと思います。

ちょうど，鳴門の話が先ほど出ましたので，鳴門も非常に良い所はたくさんありまして。

ドイツ公園がドイツ館の裏の方にあるのですけれども，あそこには当時の水汲み場とか，
く

兵舎跡の礎石でありますとか，パンを焼いた窯場跡とか，いろんな施設が残っているので

すけれども。探さなければ分からないような，そういう整備の仕方になっていたり，草は

もう生え放題だったり。ちょっと散策するのも，あの辺りはハミがかなりいますので，ち

ょっと行きにくいなということがあったりとかですね。そういうものの整備を本気にかけ

てドイツ館の所はする必要があるのではないかと。隣は賀川豊彦記念館がありますから，

ここは博愛の。徳島で過ごしたという方ですけれども，そういう意味では人道的な，ドイ

ツ館もそうですけれども，いわゆる人道主義や博愛の村というような形での売り方なども

あると思いますし。焼き物の里も近くにあると思います。渦潮もありますし，さらには，

紅白歌合戦で有名になりました大塚国際美術館もあると。

鳴門周辺でも，開発の仕方と売り込みによっては，非常に良い観光資源があるのだとい

うふうなことで，そこのところはもう少し整備をするというふうなことが。対症療法的に

するよりは，本格的に徳島県の観光産業として，しっかり見直していくというふうなこと

で，今は世界遺産に登録などという話もありますけれども，あの状況ではなかなか鳴門の

世界遺産は難しいだろうと。八十八箇所と合わせても，なかなか難しいのではないかとい

うふうには感じておりまして，そこのところはもう少し力を入れた方がよいのではないか

というふうに思っております。これは，将来的な話。

（会長）

はい。分かりました。ありがとうございます。

御質問としては，番号の22番のアンケートの内容が分かればということがあったかと思

いますので，こちら，お願いいたします。

県民環境部，商工労働観光部，どちらからでしょうか。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

大鳴門橋架橋記念館の管理につきましては，指定管理で民間会社の方へお願いしている

というところでございまして，施設が古くなりますと，入場者数が右下がりで，段々落ち

てくるというところで，いろいろアンケートを採りまして，どんなものがあったらよいの

かなということで，新たな取組をさせていただいていると，仕組みづくりを試させていた
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だいているというところでございます。

具体的にどういう傾向があるかということは，現在，手持ちにございませんので，申し

訳ございません。

それと，先ほど，延べ宿泊者数に絡めての観光地づくりのお話を頂いておりますのでお

話をさせていただきますと，御案内のとおり，鳴門につきましては，米津玄師さんの紅白

の効果がかなり年明けから出てきておりまして，大塚国際美術館さん以外の観光施設の方

も，かなりのお客様が周遊といいますか，回っていっているというような状況でございま

す。

ですから，これについては，すばらしいコンテンツと，「Lemon」のＣＤジャケットの新

たな陶板も美術館さん準備されたと聞いておりますので，新たなお客さんが引き続き来ら

れるということで，この辺りは地元鳴門市さんでありますとか，あとＤＭＯさん，この８

月の７日に徳島のイースト地域のＤＭＯが国の方から認定されておりますので，そういっ

た所と十分連携しながら，観光地の玉磨きといいますか，魅力づくりをやっていきたいな

というふうには考えております。

一方で，西の方は，三好地域については，有名な祖谷のかずら橋でありますとか，そち

らの方へインバウンドのお客様が大分入ってこられているということで，かなりの成功事

例として国内では評価されていると。国外でも，そのすばらしい日本の原風景が評価され

ておるというところでございまして，官民連携の成果が現実化しているのかなというふう

に思っております。

あと，一点，南の方が，少しそれと比べてコンテンツ，これからまだまだ手間がかかる

のかなというふうに思っております。マリンスポーツでありますとか，おいしい海の食材

といった，かなり魅力的なものもありますので，ここも地元の方々，市町村，それからま

た南のＤＭＯとか，その辺りと一緒になって，県の方も取り組んでまいりたいというふう

には考えております。

よろしくお願いいたします。

（会長）

ほかにいかがでしょうか。

よろしければ，そろそろ評価を決定したいなと思います。

特に，変更というのは，今のところない訳ですけれども，Ａ委員さんからの案の御説明，

これまでのところの過程でですね，特に，例えば，27番，農地の中間管理機構。こちら，

Ｃの評価でよろしいのか。あるいは「阿波尾鶏」，これもＣですけれども，Ｃでよろしい

のかと。そして，45番，クルーズ。こちらはＢ評価としたのだけれども，これでよろしい

のか。さらに，最後の番号55番，介護保険サービス事業所の従事者数の関連。こちらＢ評

価にしたけれどよろしいでしょうかというところが，特に念押しがありましたけれども，

こちらを含めて，いかがでしょうか。

評価案から変更した方がよいというところがございましたら，この際，ここでお願いい

たします。

（Ｉ委員）
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27番の農地中間管理機構ですけれども，なかなかマッチングするのは非常に難しい状況

だというように思いますけれども，要は，ここにあります担当者連絡会議ですね。年３回

開催をすると。特に，農地集積重点推進地区プロジェクトチーム。この細かい動きが効果

を上げてくるのではないかというふうに思います。

その意味では，なかなか難しい農地ですけれども，そうした人たちの努力を，今日まで

も努力をしてきたというようなこともありますし，これからも努力をしていただくという

ようなことで，私はＢ評価でよいのではないかというふうに思います。

（会長）

はい。

はい。お願いします。

（Ｂ委員）

私も以前から申し上げているのですけれども，本当に物理的に非常に難しい，本当に小

さな面積の３畝，５畝，１反に満たない畑がたくさんあるのですよね。それを集積して一
せ

枚にというのは非常に難しいですし。

これは努力の問題外のところに問題があるのではないかなというふうに思いまして。そ

れでも増えてきているということは，非常によく努力をなさっているのだなというふうに

思いまして，Ｂ評価だといつも思っておりますけれども。

（会長）

よろしいでしょうか。

ほかに，御異論なければ，こちらはそれではＢにしたいと思いますが，よろしいでしょ

うか。

はい。そのほか，変更がありましたらお願いします。

（Ｂ委員）

もう一つ，30番なのですけれど，Ａ先生もおっしゃってましたけれど，問題は阿波とん

豚だけなのです。先ほど，部局の方からも丁寧な御説明を頂きまして，ほかの所を全部ク

リアしているので，ＣではなくてＢでないのかなというふうに思います。

（会長）

はい。いかがでしょうか。

御異論なければ，こちらをＢにしようかと思いますが，よろしいですか。

はい。では，30番をＣからＢへ変更したいと思います。

ほかにいかがでしょうか。はい。

（Ｉ委員）

49番ですね。先ほども説明がございましたように，30周年という節目にも当たりまして，

運営されている皆さんもそれなりの熱意を持ってされておりますし，新しい発掘調査の展
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示もするというふうなこともございますので，ここは今年，頑張っていただいて，期待を

込めてＢ評価にしてはどうかと思います。

（会長）

49番ですが，こちら，文化の森のところですけれども，こちらをＢにという御意見です

が，いかがでしょうか。よろしいですか。

（Ａ委員）

結構です。

（会長）

はい。それでは，49番，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。よろしいですか。

では，評価案から変更になった所を確認します。番号27番，こちらがＢ。番号30番，こ

ちらがＢ。そして番号49番，こちらがＢ。それ以外は評価案のとおりということで評価を

決定したいと思いますが，これでよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

はい。では，そのようにしたいと思います。

続きまして，先ほどと同様ですが，基本目標２に関連して，総合的な観点からの意見，

提言がありましたら，お願いいたします。

（Ｆ委員）

よろしいですか。

（会長）

はい。お願いします。

（Ｆ委員）

今後の検討課題で，観光のところなのですけれどね。徳島の観光をもっと盛り上げてい

くためにはいろんな課題がありまして，観光コンテンツを更に磨いていくことももちろん

大事ですし，情報発信をうまく届くようにやっていくこと必要ですし，２次交通をきっち

り整えるとか。いろんな課題があるのですけれども，課題の一つは，先ほどじゃらんの発

表の話をＥ委員がされましたけれども，じゃらんが昨日発表したのですけれども，昨年度

の全国の都道府県で，旅行しての観光の満足度調査だったのです。それが徳島県41位とい

うことで，ニュースを見ていたら，わざわざ四国の中で最下位というふうに言っていまし

たけれども。そうなった幾つかの要因の中の一つに，魅力的な宿泊施設が少ないというも

のもあるのですよ，徳島の場合。

これからは，要するに，観光客数を増やすというよりも，観光消費額を増やしていくと

いうことにかなりウエイトを置いていく必要があると思うのですけれども，そういう観点

からすると，インバウンドに限らず，日本人のお客さんについても，ある程度お金を持っ
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ている，富裕層と言うとすごいお金持ちみたいな感じがしますけれども，ある程度お金を

持っている人がわざわざ泊まりたくなるような，そういう宿泊施設が少ないというのも徳

島県の大きな課題だと思いますので。

今，私はイーストとくしまＤＭＯでもちょっと関わっていますけれども，インバウンド

の富裕層に喜んで来てもらえるように，プランを，今，考えていますけれども，はたと考

えたときに，その人たちが泊まりたくなるような宿泊施設が，本当に県内に，ゼロではな

いですけれど，本当にないというところがありまして。

富裕層の人たちが来るとなると，地域の観光のブランド力ってすごく上がるのですよね。

その人たちは，今までの，既存の宿泊業者さんと層が違いますので，そんなにバッティン

グしないと思うので，是非，そういう人たちが泊まりたくなるような宿泊施設を増やすこ

とも考えていく必要があると思うのですけれども。

これも，民間が徳島に宿泊先を作りたいと思って来てくれれば一番よいのですけれども，

それをある程度誘発するような施策が，行政としてもある程度必要なのではないかなと思

っていますけれども，その辺，県の方ではどう考えていらっしゃるのか，御意見をお伺い

したいと思います。

（会長）

意見プラス御質問というところ，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。

富裕層の方々から評価されるような地域づくりといいますか，観光地域づくりに，宿泊

も含めていろいろ課題があるというような御提言を頂きました。

私どもといたしましても，全く，ある意味そのとおりとは思っております。

ただ，現実的に，大きな課題もあったり，小さな課題もあるのですけれども，例えば，

タクシーのサービスの在り方でありますとか，バスの路線。２次交通で言いますと，バス

の路線のメッシュですよね。どういうつながり方をしていくか。地域，地域とか，時間，

時間とか。過去からもずっといろんな課題を抱えておるというのが現状でございます。

宿泊につきましても，同じように，圧倒的にキャパが足りないと。全国宿泊者数で，ち

ょっと不名誉な点かも分かりませんけれども，全国最下位が続いているという状況ではご

ざいます。これも，徳島の特性といいますか，地域特性が，京阪神から近くで，比較的日

帰りのお客さんは多いのですけれども，なかなか宿泊に至らないという現状はあるものの，

キャパ数，ホテルの数で言いますと，やはり圧倒的に少ないというのが現状でございます。

昨年度から，現状のホテルさん，旅館さんに徳島の魅力がアップできるようなお風呂の

改修でありますとか，例えば藍をイメージしたルームの設置でありますとか，できるだけ

お客様が徳島を感じていただけるような，サービスの向上につながるような補助制度を導

入いたしました。

まずは，そこらで，既存の宿泊事業所さんに，できるだけお客様をリピーターで来てい

ただくというような取組を県としてもお願いしたいなというふうには考えているところで

ございます。
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新規の話について，いろいろ大きな話もございますので，今後の課題というところはあ

るのですけれども，基本的には，いろんな意味で，宿泊事業所さんが増えていただくとい

うことは必要かなというふうに思っておりますので，その辺りもしっかりと研究なり勉強

なりを重ねていきたいなというふうには考えているというところでございます。

現状的には以上でございます。

（会長）

いかがでしょう。

（Ｆ委員）

そうだとは思いますが，やはり，全国の行政によってもいろいろ取組に差がありまして，

例えば，奈良県などは，そういう魅力的な宿泊施設をむしろ県外資本から持って来るみた

いなこと，割りと積極的に行政がやってらっしゃるとこもありますので，全国の動きも見

ながら，是非，適切な対策を御検討いただければというふうに思います。

（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。よろしいですか。

それでは，基本目標２の議論をここまでにしたいと思います。

続きまして，ようやく，基本目標３でございます。基本目標３，こちらはＡ委員さんか

らの質問としては，４ページの62番の１つだったかと思います。

まず，62番に関連して，ほかに御質問がある方があれば，お願いいたします。

病児・病後児保育の件です。はい。

（Ｉ委員）

29年，30年と22市町村で立ち止まっておりますけれども。同じ２市か２町か分かりませ

んけれども。なかなかできない理由は何なのでしょうね。２年間同じなのですけれど。

（会長）

はい。というところも含めて，お願いします。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

ただ今，病児・病後児保育実施市町村数ということで，24市町村を目標としておりまし

たけれども，今，現在，22市町村ということで。あと一点が，数値目標の達成見込みの中

で，４ページに記載のとおり「順調」ということで，我々としては記載してあります。そ

の辺りの今後の方針も含めて，今，委員から御質問がありましたその２町が，今，現実，

できていない理由も含めまして，御説明させていただきます。

病児・病後児保育事業につきましては，病気の子どもの一時預かりや，保育中に体調不

良ということで，児童への緊急対応が必要になった場合に，保護者の子育てと就労の両立
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の支援を目的として行っているところでございます。

病児・病後児保育は，医療機関ということで，病児対応型及び病後児対応型での，病後

児対応型と申しますのは，病気の回復期にあるような児童さんであって，集団保育が不可

能であるとか，そういう方について対応する。そういう場合に受入れを行う場合はもとよ

り，医療機関以外の施設が実施する場合の連携体制の構築や，日常の医療面での指導，助

言など，医療機関の協力が非常に重要になっているところでございます。

そのため，小児科の医療機関が少ない過疎地域等，実際できていない所は那賀町と牟岐

町になるのですけれど，医療機関の協力が一部得られない地域におきましては，事業実施

が実は困難になっているところでございます。

ただし，那賀町と牟岐町につきましても，制度上，未実施となってございますけれど，

代替措置としまして，記載のとおり，ファミリー・サポート・センターということで，こ

こでの病後児の預かりや，研修受講済みの提供会員により預かりを行っておりまして，現

時点でのニーズにおいて，特に支障は来していないところでございます。

この辺りの地域の実情もございまして，県としても，これ以上，この２町に対して助言，

指導等は現状では行っていないところでございます。地域医療の現状を考慮いたしますと，

現22市町村，プラス２町のファミリー・サポート・センターの体制ということで，十分機

能していると認識しているところであり，そういった中で，まさしく数値目標の達成見込

み，「順調」と記載しているところでございます。

今後とも，当該２町を含め，やはり24市町村でこういう体制が組めるのが理想ですから，

今後とも，県としても，市町村の取組をしっかりと支援していきたいと考えているところ

でございます。

以上でございます。

（会長）

いかがでしょうか，よろしいでしょうか。

評価についてはいかがでしょうか。この事業はＣという具合になっておるのですが。

（Ｉ委員）

今のお話を聞きますと，なかなかその２町をクリアするのが難しい状況というようなこ

となのですけれども，医療機関との連携も含めて十分対応ができるのだというようなこと

もありましたので，ＣというよりはＢでしょうね。

（会長）

Ａ委員さん，いかがでしょう。

（Ａ委員）

はい。結構です。

（会長）

ほかに，もし，御異論なければ。
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それでは，Ｂという御意見がありますので，そうしようかと思いますがよろしいでしょ

うか。

では，こちら，62番，評価をＢにしたいと思います。

そのほか，御意見，御質問，評価案からの評価の変更などありましたら，お願いいたし

ます。

（Ｉ委員）

65番の県内のひきこもりの実態の数字などは，各年代別に分かりますか。非常に，調査

するのも，プライバシーのこともありますから，なかなか難しい数字の拾い方になると思

いますけれども。

そういう数字は掌握しておりましょうか。

（会長）

65番にはひきこもりがあるのですけれど，多分，商工では難しいかと。

ほかの所で，もし，数字が分かれば。

（保健福祉部）

保健福祉部でございます。

ひきこもりの実態ということで，ちょっと項目になかったものですから十分なお答えが

できるかどうかというところがございます。

現在，徳島県に特化したひきこもり実態調査のデータというものは，実態としてはござ

いませんで。データといたしましては，内閣府の調査がございまして，生活状況に関する

調査ということで，平成31年３月に公表されたものがございます。これは，調査対象，全

国の市町村に居住する満40歳から満64歳までの方を対象といたしまして，御本人と同居す

る成人の方のことにつきまして，全国199市町村で200地点，１地点25人を対象に調査をし

たものでございます。この結果に基づきますと，ひきこもりの該当者はこの中では47名と

いうことで，全国推計といたしましては，61万3,000人程度の方がひきこもりの状態にあ

るものというふうに言われているところでございます。

併せまして，保健福祉部におけるひきこもり対策につきまして御説明させていただきま

すと，本県では平成22年の４月から，県の精神保健福祉センター内にひきこもり地域支援

センター「きのぼり」を開設いたしまして，ひきこもりの関連業務に取り組んでいるとこ

ろでございます。取組機関といたしましては，当事者，それから御家族，それから関係機

関などからの相談への対応でありますとか，当事者の方にはスキル獲得を目指すコミュニ

ケーションプログラムの実施でありますとか，そういった支援。それから，御家族の方に

は，ひきこもりの家族教室でありますとか，ひきこもり親の会として家族間の交流などの

支援を実施しているところでございます。

そのほかでございますけれども，地域のひきこもりの状態にある方を適切な支援機関に

つないでいただくための，ひきこもりサポーターというものを実施いたしておりまして，

そういった養成研修の実施でありますとか。多職種というか，多分野にわたるものでござ

いますので，いわゆる保健だけでなくて，医療，福祉，教育，労働等，関係機関からなり
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ます連絡会議を開催いたしまして，事例研究と情報交換による連携を図っているところで

ございます。

今後も，ひきこもりの対応につきましては，関係各部局と連携いたしまして，しっかり

取り組んでいきたいと考えております。

また，本県におけるひきこもりの実態につきましては，現在，県内の民生委員，児童委

員の御協力も得まして，担当地区内のひきこもりの方につきましてのアンケート調査を実

施しているところでございまして，この結果に基づきまして，更なる対策等，検討してま

いりたいというふうに考えてございます。

以上でございます。

（Ｉ委員）

民生委員さんのアンケートは，公表するのですか。公表はしない。

（保健福祉部）

ひきこもりにつきましては，非常に，悩みにつきましてもセンシティブな部分もござい

ますので，まずは結果を見まして。私どもといたしましても，施策の方に反映していきた

いというふうに考えているところでございまして，公表につきましては，まずは結果を見

てみたいというふうに考えるところでございます。

よろしくお願いします。

（会長）

はい。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは，まず，ここで基本目標３の評価を決めたいと思います。評価案から変更にな

りましたのが番号の62番，病児・病後児保育実施市町村数というところです。こちらがＢ。

評価をＢといたします。それ以外は評価案のとおりということになりますが，これでよろ

しいでしょうか。

＜異議なし＞

はい。それでは評価をそのようにしたいと思います。

続きまして，基本目標３に関連して，総合的な観点からの意見，提言がありましたら，

お願いいたします。

はい。お願いします。

（Ｄ委員）

雇用に関係するところで，番号で言うと64とか65番辺りだと思うのですけれども。

数字としては良い数字，特に64番などはここ２年ぐらい一気に数字が上がっているとい

うことで，非常に良い傾向になっていると思いますけれども，そこについてはよいのです

けれども，雇用の問題を考えるときには，どうしてもデータとして見るという話になると，

就職率であったり，あるいは有効求人倍率であったりというような，ざっくりとしたデー

タに基づいた議論ということになると思いますけれども，例えば，年齢別とか，あるいは

職種別とかというような，最終的に就職する人というのは一人ひとりバラバラ，その属性
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はバラバラということになりますので，その属性に応じた，結論としては，マッチングが

うまいこといくようにということになると思いますので。

当然，それを担当されている方は，そのとおり常にされていると思うのでよいと思うの

ですけれども，どうしても，こういう場で出てくる数字というのは，全部そういうものを

ひっくるめた，年齢別とか男女別とか職種別とかというものをごちゃ混ぜにしたような議

論になりがちになってくると。そういう状況で，なおかつ，数字としては，最近は人手不

足みたいなところも言われているので，良い数字が出ているということでここは全然よい

のですけれども，対応される県の立場としては，当然，今までもされていると思いますけ

れども，その年齢別とか職種別とか，それからもう一つは，Ｕターンみたいなものをター

ゲットにしてというような。恐らく，その一人ひとりの属性に応じた形での，できるだけ

きめの細かい対応を是非ともお願いしたいと。

そして，それの積み重ねが，最終的な雇用全体でという話になると思いますので。デー

タに基づく議論というところで言うと，マクロのデータから引っ張ってきがちですが，で

きればミクロ的な考えに基づいてということで，対応を是非ともお願いしたいなというふ

うに思います。

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。よろしいですか。

それでは，続きまして，基本目標４の評価に移りたいと思います。

基本目標４に関しまして，Ａ委員さんからありました質問は２つでございます。

まず，６ページの86番，「とくしま若者未来夢づくりセンター」。そして，25ページの12

8番。洋上風力発電に関すること。この２つでございました。

まずは，この２つに関連して更に御質問等がございましたら，お願いいたします。

はい。お願いします。

（Ｊ委員）

７ページの89番なのですけれど，狩猟免許の取得者数なのですが，以前もお話が出たと

思うのですが，取得者数自体は順調に，目標値以上に確保も図られたように思うのですけ

れども，実際，農林業への鳥獣被害が，ますます深刻になってきているのですね。

人材不足もある中で，せっかく植えて生産しようとするのに，あっという間に被害にあ

って，もう駄目になったと。そういったことも最近すごく増えているのです。

その上に，地元の狩猟者の方々も高齢化のために年々減少してきていますし，やはり，

この免許取得者数というものも大事なのですけれど，それから以降の狩猟者としての働き

ですね。そこのところの対策，支援をいろいろと考えてもらえたらなと思うので。

実際，この取得者数の中で狩猟者として活躍されている方というのはどれくらいおられ

ますか。

（会長）
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はい。稼働数のような，実際に動いている方というのはどのくらいかというようなこと

だと思います。

ほかにいかがでしょうか。

（Ｊ委員）

すみません。もう一点。

（会長）

はい。どうぞ。

（Ｊ委員）

10ページの97番のところで。定住外国人の就労を支援する講座等の就職率なのですが，

29年度で44パーセントとなって，30年度が19パーセントとすごく下がっているような状況

なのですけれど，こうなった要因はどのようなものかなと。

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。

（Ｉ委員）

97番に関連して，一つは講座。外国人の方がたくさん，今，徳島でも住まわれておりま

して，外国人の方のスキルアップのために日本語を習得していただくと。そのレベルもい

っぱいあると思うのです。

ここは，その就職率を求めるということなのですけれども，既に就職された方も受講さ

れていると聞いているのです。上にありますように，自動車運転免許取得のための日本語

力を高めるという方もおいでになるし。目的が，例えば，運転免許証のための受講という

ことになると，就職はあまり関係ない。最終的にはそのことを通じて就職するかもしれな

いですけれども，受講したから直ちに就職，ということではないと思うのですよね。

そうなってくると，その分母の大きさによって，就職率は上がったり下がったりすると

思うのです。その内容，もう少し丁寧な，目的による仕分をした方が。44パーセントを割

って次は19パーセントというふうに，多分，分母の関係でそうなっているのではないかと

思うのですよね。受講者の数によって。

したがって，20人受講して４人しか就職しなかったら，その20人の中に既に就職されて

いる方が10人ぐらいいたら，その方はカウントしませんから，多分。そういうことではな

いかと思うのですけれど。そういう，目的はちょっとはっきりした方が私はよいかなとい

うふうに思いました。

（会長）

ほかにいかがでしょう。
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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，６ページの86番。こちら，お願いいたします。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

「とくしま若者未来夢づくりセンター」の参加者数が減少している理由ということと，

若者の参加者からの意見提案状況ということで，御意見を頂いているところでございます。

まず，参加人数の減少につきましては，特に６ページにも記載してありますとおり，平

成30年度は，当該事業を進化させるため，より積極的で実践に即した若手リーダーを育成

するなど，これまでの男女共同参画の促進者となるリーダーということで，ファシリテー

ター，こういう部分の養成講座ということで，記載のとおり28，29辺りにつきましてはフ

ァシリテーター養成講座を実施しておりました。

その辺りをより進化させるということで，働く地としての徳島の魅力を体感しながら，

実践的なファシリテーターを養成するということで，それを目的としました宿泊型のサマ

ースクールを開催したところでございます。

このために，平成29年度に開催した養成講座に比較しまして，このサマースクールとい

うことで，宿泊型ということで，より人数を限定した状況であったものですから，大幅に

人数が減少し，例えば，平成30年度につきましては106名まで減少したところでございま

す。

このため，今後につきましては，今年度は特に新たな要素としまして，若者の交流の場

を創出するため，毎月第一金曜日の若者交流の日に青少年センター，この一室を解放しま

して，若者が気軽に交流するミニフューチャーセッションということで，こういうものを

開催するとともに，県教委，特に高校生に，この講座への参加を含めて，参加を促してい

くということで，より多くの高校生に参加いただくなど，目標となる参加人数達成に向け，

具体的な対策を講じてまいりたいと考えているところでございます。

あと一点，若者の参加者ということで，意見提案状況についてでございますけれど，若

者からの今までの提案状況につきましては，これまでのフューチャーセッションというこ

とで，これらの成果としまして，若者から様々な提案を受けたところでございます。

特に，平成29年度におきましては，県の結婚支援について，若者から生み出されたアイ

デアを平成30年度のマリッサ徳島事業で具現化したところでございます。当該事業につき

ましては，若者から生み出されたアイデアを政策へ反映するのも，事業としての一つの狙

いでもございます。

そういう中，今後とも，若者からの意見の抽出をしっかりと行ってまいりたいと考えて

おります。

以上でございます。

（会長）

よろしいでしょうか。

それでは，続きまして，７ページ，89番です。狩猟免許取得者数で，特に，実際の稼働

数はどれぐらいなのですかという質問だったと思います。
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はい。お願いいたします。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

狩猟者の状況について御質問を頂戴いたしました。

おっしゃったとおり，ニホンジカとか，野生鳥獣の生息分布が拡大しておりまして，中

山間地域を中心に，農作物被害とか，生活環境自体も深刻化しているという状況でござい

ます。こういう状況を改善するには，狩猟者にしっかりと野生鳥獣の捕獲，管理をしてい

ただいて，被害を軽減していくということ。その役割が重要になってきているところでご

ざいます。

御質問の狩猟免許の取得者，まず，免許を持っていらっしゃる方ですね。この状況で申

しましたら，平成30年度2,934人の方が免許を持っていらっしゃいます。ただこれ，単に

免許を持っていただけでは実際の狩猟はできなくて，狩猟者として登録する必要ございま

す。この登録した方が実際に狩猟に行かれていると，実稼動されている方というふうに考

えられると思います。その方の人数が2,214名ということでございますので，差引き720名

の方はペーパー狩猟免許取得者というふうなことになります。割合で言いますと，ペーパ

ー取得者が24.5パーセントということです。

ここ最近は，この割合が減ってきておりまして，免許を持っていらっしゃる方はできる

だけ使用していただくというふうなことでございます。

あと，若者の方に一生懸命免許を取っていただいているのですけれども，それで狩猟し

なかったら何にもなりませんので，その辺りにつましては，県としてはＯＪＴ研修という

ことで，免許を初めて取った方とか３年未満の方，そういうハンターの方を対象に，ベテ

ランハンターの指導によりまして，実狩猟者を育成する。こういうふうな事業をしており

まして，免許を新しく取っていただいた方について，実狩猟者としても活動していただけ

るなら，そういうサポートも展開させていただいているところでございます。

以上でございます。

（会長）

はい。それでは，続きまして，10ページの97番です。

こちらは，Ｊ委員さん，Ｉ委員さん，お二方から御質問がありました。

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。

定住外国人の講座を受けられた方の就職率の話でございますけれども，御質問のように，

数字の方は上下しておりまして。ここ４年間を見て，そのようになっております。

その内容は，Ｉ委員さんおっしゃいましたように，分母の方がかなり動いておりまして，

例えば，平成27年度でしたら37人の方，延べですけれど，分母だけの数字で言いますと37

人，28が15人，29が9人，30が16人となっておりまして，影響的には分母の数の上下が大

きいのかなと。
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その一方で，就職に至った数が，順に言いますと７名，４名，４名，３名という具合に

なっておりますので，ここ３年間は４名，４名，３名ですから，やはり分母の影響によっ

て，数字の方が少しといいますか，低い数字になっているのかなというのが現状の数値で

ございます。

以上でございます。

（会長）

Ｉ委員さんから，そうであるとすれば，もう少し細やかにというふうな御意見があった

かと思います。

（商工労働観光部）

はい。ここのＫＰＩの設定について，この現状からしましたら，正確に把握，反映でき

ているのかどうかという課題は認識しております。

一つ一つ，個々の方の事情というものが，家庭の事情であったり，本人の事情であった

り，地域，例えば，講座をする場所から遠いとか，車が運転できないとか，いろんな事情

がありますので，できるだけ多くの方が参加できるように，垣根を低くしたような仕組み

づくりというものを考えていかないとけないのかなというふうに思いますので，その辺り

は研究させていただけたらなというふうに思っております。

よろしくお願いします。

（会長）

よろしいですか。

（Ｉ委員）

縛り方といいますかね。幾つか，就職のところも，講座の先生はみんな分かっていらっ

しゃいますから，そういうところと相談をされて，その就職率がどのぐらいになるとか，

そういうことをすればここは変わってくると思うのですよね。

本来は，たくさんの外国人の方がおいでになりますから。本当は来たいのだけれどもな

かなか来られないという人もおいでますからね。そういう外国人の方々も日本語を習得で

きるような仕組みを作って受講者数を出すとか，そういう形もよいのだろうと思うのです

けれどもね。

そこのところを検討していただけたらと思います。

（会長）

それでは，続きまして，25ページ，128番になります。漁業協調型洋上風力発電の実証

実験。

はい。お願いいたします。

（県民環境部）

県民環境部でございます。
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25ページの漁業協調型洋上風力発電の導入のメリットとともに，民間事業者への支援内

容につきまして，御質問があったところでございます。

確かに，洋上風力発電につきましては，我が国の地形上の特性を生かしまして，非常に，

陸上に比べて洋上風力発電の導入が有用とされているところでございます。このため，本

県におきましては，平成28年度に漁業協調型洋上風力発電の実証実験に向けまして，様々

な調査，外部有識者等により様々な調査を行ってきたところでございます。

こうした状況の中，25ページの一番上の右側にございますように，今後の取組方針に記

載のとおりに，本年４月に「再エネ海域利用法」が施行ということで。その中で，促進地

域の指定や事業者の公募など，具体的な推進施策が示され，たちまち本県が予定しており

ました高額な費用を要する実証実験を行う必要性がということで，民間事業者の方が，導

入に向け，この法律に基づいてするようになったものですから，必要性が希薄になったと

ころでございます。

特に，こういう状況を踏まえまして，徳島県におきましても，鳴門市，阿南市の方から，

風力発電等に係る，環境省に対しまして，ゾーニング導入可能性検討モデル事業，この辺

りへの参加申請もあったところでございます。

そういうところで，実証実験，非常に必要性が希薄になったということで，一方，導入

の具体的なメリットをこれから御説明させていただきます。

漁業協調型洋上風力発電につきましては，経産省，農水省，文科省，国交省の４省が共

管する社団法人海洋産業研究会らの提言によりますと，その提言の際に，漁業補償から漁

業協調という形にと，基本的な考え方が示されたところでございます。その中で，具体的

なメリットとしましては，発電事業者と漁業者が共に潤うwin-win方式ということで，メ

リット共有方式。これはどういうことかと申しますと，例えば，漁業者が発電施設の近辺

で養殖施設を併設するとか，漁礁をセッティングする。まさしく発電事業者と漁業者がwi

n-winで関係を保つ，こういう部分。そのほかに，例えば，電力の地産地消，保守点検等

に係る雇用の創出ということで，地域社会全体の活性化に貢献するということで，その間

の透明性を確保した合意形成が可能ということで，まさしく漁業協調型の洋上風力発電の

導入メリットについて，この提言の中に記載されているところでございます。

また，民間事業者への支援内容につきましては，洋上風力発電に係る民間事業者に対す

るものにつきましては，平成29年度からは，洋上風力に意欲のある民間事業者に対しまし

て，法規制などの制約条件等について，随時，県から情報提供を行うなど，県が相談窓口

になりまして，支援とともに導入促進，まさしく努めているというところでございます。

さらに，平成30年11月には，阿南市が，環境省の，先ほども申し上げましたが，ゾーニ

ング導入可能性検討モデル事業に採択されたところでございます。本県も，自然エネルギ

ー推進室をはじめとして，関係部局がこれらの部分に参加するために，阿南市風力発電に

係るゾーニング推進協議会，この委員として参加いたしているところでございます。

その際は，「再エネ海域利用法」に基づく促進区域の指定が今後受けられますように，

国とのパイプ役として，県としても，情報提供を中心とした支援活動を，今，行っている

ところでございます。

以上でございます。



42

（会長）

よろしいでしょうか。

ほかに御意見等。評価案からの評価変更に関わるようなことがございましたら，お願い

いたします。

そろそろ疲れてきたような雰囲気も漂っているのですが，あと少しでございます。いか

がでしょうか。

よろしければ，まずは評価を決定したいと思います。

基本目標４に関しては，評価案からの変更はございません。評価案のとおりということ

になりますが，これでよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

はい。では，そのようにしたいと思います。

続きまして，総合的な観点からの意見，提言をお願いしたいと思います。

はい。お願いします。

（Ｋ委員）

総合的ではないかもしれないのですが，基本目標４の一番初めに出てくる課題解決先進

地域づくりの加速というふうなところで，これからのことなのですけれども，一つ，情報

として，このたび，国が「棚田地域振興法」というものを議員立法で８月に施行されたと

いうことで。私，棚田に関わっていますので，非常にうれしい話だなと思っているところ

なのですが。

もし，この棚田地域に指定された場合，そこに国が支援策を打ってくるということが決

まったということでございます。国が棚田に価値をおいて，保全していこうということを

方針として決めたとすると，是非，県も，徳島県内には，まだ各地に棚田が残っておりま

すし，課題解決の先進地であると思いますので，棚田を対象とした支援策といいますか，

取組を，是非，今後進めていただきたい。

私が一番関わっている上勝町の棚田では80歳以上の方が住まわれていますけども，例え

ば，今，グランピング。上勝町に２か所ありますけれども，ラグジュアリーなキャンプが

できるという。一つ作るだけで，年間一人雇用ができるというふうに経営者に聞いており

ます。それぐらい，若い方に人気があって，しかも高価に泊まっていただけるというふう

なことで，そういった需要もあるようですので，そういった観光の一つのコンテンツとし

ても活用していけるのかなと思っていますので，棚田地域というふうなところに目を向け

ていただいて，施策を打っていただければなと思いましたので。

以上でございます。

（会長）

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょう。

はい，お願いします。

（Ａ委員）
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それでは，総合的な，観点からの意見，提言をさせていただきます。

まず，総合戦略の大きな目的の中で，人口ビジョンで，将来的に60万人から65万人とい

う目標があって，それに向けた施策が掲げられているということと関連してお話をさせて

いただきます。

昨年の会議でもお話しさせていただいたのですが，徳島県にはいろんな魅力があって，

食，それから環境と同時に，人に対して優しいとことがあると思うんですね。私は，毎朝，

前もお話ししましたように，孫を３人送り迎えするのですが，さくら認定こども園という

いうところがあります。中へなかなか孫がむずがって入っていかないときがあるのですが，

中には子どもたちがうじゃうじゃおります。本当にうれしいです。

私が聞いている範囲では，徳島市近郊の首長さんが，競争で，住民の数を増やすために，

認定こども園を作りたいというふうに運動されていると聞いています。待機児童数が33人

というのは，これはすばらしい数字だろうと思うのです。いたちごっこという話がありま

すけれど。

それから，もう一つ，老健施設の数ですね。恐らく，パーパーソンで言うとですね，全

国一だと思います。去年，確か，担当課の方に数字を挙げていただいたのですが，日本一

だというふうに聞いております。

だから，人に対して優しいということは，住みやすいということです。別の言葉で言え

ばね。そういったことが，県外からの移住，交流の推進には非常に重要なことになるので

はないかなと。

だから，例えば，農業でこちらにお越しになる。例えば，県南のきゅうりタウン構想等

で若夫婦がお越しになったときに，人と人とのコミュニケーションですね。そういったこ

とも，人口ビジョンを考えていく上で非常に重要な要素なのではないかというふうに考え

ております。

こういった点は，特に，本県には，四国遍路のお接待の文化があるというふうなことで，

先ほど，Turn Tableの話も出ましたけれども，そこをうまくつないでいけば，もっともっ

と徳島県に来てくれる人が増えるのではないかというふうに思います。ちらっと聞いたら，

東京では，見ず知らずの人に挨拶されたら不審者と思う。徳島では，特に農村部等へ行き

ますと，小学生から高校生まで気軽に挨拶をしてくれる。これも非常に私はうれしいこと

だというふうに思います。

また，県外から人を呼び込むだけの対策ではなくて，県内から県外への転出者数の減少

対策も重要ではないかというふうに思います。このためには，中長期的な取組が必要だと

思われます。教育をはじめ，徳島県って実はすばらしい所なんだよ，良い所なんだよとい

うふうな，自尊心を高める取組が有効と考えられます。特に，世界に誇ると言ってよいで

しょう，阿波おどり。それから，この前の８月17日，台風で14，15日と阿波おどりが駄目

になったので16日に，元西部県民局の山本さんに案内をお願いして，にし阿波の世界農業

遺産に行ってきました。感動ですね。それから，御承知のように，ジャパンブルーの阿波

藍，四国遍路，鳴門の渦潮などね。たくさん自慢できるものがあると思います。

ないない徳島ではなしに，あるある徳島。もっと分かりやすく言うと，あるでないで徳

島と。そういうふうな，子どもの時から，特に恐竜のことなんかでもね。自分がキャッチ

で，徳島って何があるのと聞かれたときに，自分が胸を張って言えるような，そういう情
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報を子どもたちが持っているっていうことは非常に重要ではないかなというふうに思いま

す。

そのことによって，自分が大学へ行っている時に，友達を誘って阿波おどりに一緒に来

るとか。実際に，徳島県の学生連合が高円寺に行って踊っていました。四国大学連の学生

さんも入ってましたし，徳島大学の雷連の皆さんもおりました。こういうものも，非常に

良い経験になるのではないかなと思います。

すぐには難しいと思うのですが，2060年の人口を60から65万人とするために，基本目標

１から４までにプラスして，徳島への愛着を増す教育，環境づくりが非常に重要ではない

かと考えておりまして，その点も御考慮いただければありがたいと思います。

長くなりました。申し訳ございません。

（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。お願いします。

（Ｂ委員）

時間のないところ申し訳ないです。

交通といいますか，交流で，総合的な話ではないのですが。

徳島からとくとくターミナルの方へ行って，神戸，大阪の方には非常に便利になって，

あの辺りも駐車場いっぱいという感じになっている。ただ，高知，愛媛に行くときに道が

ないのです。できれば，吉野川橋を降りた辺りで道の駅をこしらえていただいて，そこに

とくとくターミナルみたいな，バスも車も駐車できるような状況をこしらえて。あそこか

らちょうど徳島道が出ますので，愛媛，高知の方へ行ける。

そして，道の駅の中に徳島の誇る四麺，うどん，ラーメン，そば，何でしたか，四麺が

全部ありますし，今日，県庁のエレベーターに乗せていただいたら，みまからラーメン，

すだちラーメン，藍ラーメンという大きなパンフレットが出ておりました。

そういうものも含めて，できればそれもTurn Tableでお出しいただければうれしいと思

うのですけれど，そういう道の駅もこしらえて，愛媛と高知へ行く交流の拠点みたいなも

のを作っていただければと。

ここの項目にはないのですけれど，すみません。地域からそういう要望が出ております

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す。

ほかにいかがでしょうか。

先ほど，ひきこもりの話になったときに，保健福祉部の方から御説明いただいたのです

が，追加で説明があるということで，お願いいたします。

（保健福祉部）
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すみません。保健福祉部でございます。お疲れのところ大変申し訳ございません。

先ほど，私の方から，ひきこもりの全国の推計値につきまして61万3,000人というふう

に御説明申し上げました。これは，先ほども御説明を申し上げましたように，40歳から64

歳ということで，いわゆる，中高年の方の推計値でございまして，これとは別に，内閣府

におきまして，平成28年に若者の生活に関する調査ということで，15歳から39歳の方が対

象の調査を別途行っております。

それに基づきます推計値につきましては，54万1,000人ということで，合わせますと，

全国で推計の数といたしましては，115万4,000人の方が，引きこもり状態にあると言われ

ているところでございます。

すみません。よろしくお願いします。

（会長）

ありがとうございます。追加で説明を頂いたところです。

今日，Ｌ委員さん，まだお話になってなかったような。

（Ｌ委員）

言おうかなと思ったことをみんな言ってもらったので。聞かせていただきました。

（会長）

わかりました。

御意見ありましたら，いかがでしょうか。

よろしければ，この辺りで評価を全て終了したいと思いますが，よろしいでしょうか。

＜異議なし＞

はい。では，終了いたします。

■閉会

（会長）

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いたします。

（事務局）

本日，御協議いただいた評価結果や，基本目標ごとの御意見，御提言につきましては，

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，地方創生“挙県一致”協議会

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思いますので，よろしくお

願いいたします。

事務局からは以上でございます。

（会長）



46

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くことでよろしいでし

ょうか。

＜異議なし＞

それでは，異議もないようですので，そのようにさせていただきます，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，本日まで計４回にわたりお疲れ様でした。また，終始，御熱心に御協議い

ただき，ありがとうございました。

また，県の関係部局の皆様におかれましても，一言御礼を申し上げます。

お陰様をもちまして有意義な会議になったと思います。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いたします。

（事務局）

それでは，最後に，監察局長の田中から御挨拶を申し上げます。

（田中監察局長）

局長の田中でございます。

石田会長，そして委員の皆様には，今回の行動計画の最終評価，そして，総合戦略の中

途評価といいますか，中間の評価を頂きました。そして，数多くの御意見，御提言を頂戴

いたしました。これらにつきましては，次回の戦略会議で提言書として取りまとめまして，

それぞれ総計審，そして“挙県一致”協議会に提出したいと考えております。その上で，

今後の行政運営にしっかりとつなげていきたいと思います。

本日までの４回にわたる御審議，誠にありがとうございました。

（事務局）

以上をもちまして，令和元年度，第５回県政運営評価戦略会議を閉会させていただきま

す。

本日はどうもありがとうございました。


