
- 1 -

第３回「新たな総合戦略・研究会」会議録

Ⅰ 日時 令和元年１２月２４日（火）午前１０時～午前１２時

Ⅱ 会場 県庁10階 とくしま消費者行政プラットホーム内会議室

Ⅲ 出席者（５名）

田村耕一（座長）、近藤明子、上田哲史、近森由記子、吉田基晴

Ⅳ 次第

（１）「新たな総合戦略」（素案）について

①「新たな総合戦略」の全体構成（案）

②第１期「総合戦略」の検証（案）

③基本姿勢「横断的・重点的」取組方針（案）

④基本目標ごとの柱立て（案）

（２）その他

《配付資料》

資料①：「新たな総合戦略」の全体構成（案）

資料②：「第１期 総合戦略」の検証（案）

資料③：「基本姿勢」：(２)総合戦略の推進

①「横断的・重点的」取組方針（案）

②県を挙げた「総合戦略」の推進（案）

資料④：「基本目標」ごとの柱立て一覧（案）

Ⅴ 会議録

（座長）

さっそくですが議事に入りたいと思います。「新たな総合戦略」の全体構成（案）、第

１期「総合戦略」の検証（案）、基本姿勢「横断的・重点的」取組方針（案）の３つにつ

きまして、まず事務局から御説明をお願いします。

（事務局）

資料に基づき説明

（座長）

それでは、今、事務局のほうから説明がありました。今回が最後の有識者会議となりま

すので、特に、最後に説明のありました「第２期総合戦略」の取組方針のところで、もっ

とこういうところを盛り込んだほうが良いのではないかなど、最後のチャンスですので、

なるべく具体的な御意見を言っていただければと思います。

それでは、近森委員から順番に御発言いただきますけれど、それぞれの委員が述べられ

たことと関連しての意見や、その委員への質問などがあればその直後に御発言いただく形

で順番に進めたいと思います。

私からは、全体構成のところで前にも発言しましたが、「横断的・重点的」取組方針で、

「SDGｓの取組み推進」や「Society5.0の実現」は、国の総合戦略にも掲げられているの

で、このような表現になっていると思いますが、「SDGｓ」は多少浸透してきたとは思い

ますが、「Society5.0」については、一般の方はおそらく何のことだか全く分からないと

思います。戦略の中では注釈を入れて解説をされるとは思いますが、できれば「SDGｓ」

の表記の後に括弧書きで「持続可能な開発目標」とか、あるいは「Society5.0」であれば、
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これが正しいかどうかは分からないが、括弧書きで「未来技術を活用した社会」など、見

てすぐに分かるような項目立てをなるべくしていただいたほうが良いのではないかと思っ

ております。まずはそれを御検討いただければと思います。

それでは、近森委員からどの部分でも結構ですので、なるべく具体的な御意見をいただ

ければと思います。

（近森委員）

御説明ありがとうございました。今まで議論してきたことが盛り込まれている印象を受

けました。２０３０年から７５歳以上人口の増加がピークを迎えるということで衝撃を受

けております。うちの両親もこの年齢に入るということで、あと１０年ほどでこのような

未来が来るということを実感したところです。ネガティブな内容ではありますが、総合戦

略としてはポジティブに捉えられるような内容になっているように感覚としては受け取り

ました。そのことが県民の皆様にも伝われば良いなと考えております。

具体的にということでありましたが、気になったところはやはり「Society5.0」です。

他の会議でも良くテーマとして出ていると思いますが、「Society5.0」を実現して、実際

我々の生活がどう変わっていくのかということは、この取組方針（案）の中でも御説明さ

れているのですが、なかなか実感として分からないというのが本音です。先ほどもお話し

しましたが、１０年後という遠くない未来に、このような社会が来るということで、国も

そうですが、徳島県全体で色々な対策をとっていく中で「Society5.0」はすごくポジティ

ブに捉えられるものだと思います。

「Society5.0」が実現した場合、私の実生活とどのようにリンクするのかを考えた時に、

例えば、第５世代移動通信システムや、ドローン配送というのは、現実と乖離しているの

ではないかという印象があります。アメリカの実証実験が始まったという話を聞きますが、

日本ではどうなんだろうかと思ったりします。高校生のアンケートの中にもあった「交通

の便が悪い」というのは、前から良く聞くことではありますが、このことと「Society5.

0」とがリンクしてないのですが、もし繋げることができるのであれば、すごく魅力的な

のではないかと思います。自分の実生活とリンクするようなことが、もう一段階この案の

中に記載があると、よりポジティブな総合戦略になると思います。

（座長）

事務局から、今の御意見に対して何かありますか。ドローン配送などは、徳島県として

取り入れる予定はあるのでしょうか。

（事務局）

ドローンのお話をさせていただきますと、第１期の戦略の中で徳島県版特区として、那

賀町がこれまで積極的にドローンの取り組みをされていまして、色々な実証実験を繰り返

し行っております。今の段階では、例えば「ドローンレースをやりましょう」とか、「技

術者を育てましょう」というような、前段階の取り組みからまだ脱しきれていません。実

際に個別の御家庭への配送までは到達していないというのが現実です。

那賀町と話をしている時に話題に出てきたのですが、数年前に大雪で集落が孤立してし

まった際に、食料であったりを全く届けることができないということがありました。そこ

で、例えばドローンが災害発生時の物資を運ぶ。物量としては配送能力は今の技術力では

決して高くはなく、何十キロもの食料を運ぶことはできませんが、災害発生時には少なく

とも日々の食料をお届けすることはできます。

次の第２期というのは、今、具体的におっしゃっていただきました「実感がない」とい

うところに実感していただくための踏み込んだ対策を売っていかなければいけない。具体

的な政策はこれからお見せすることになってきますが、そこはしっかりとやっていきたい。

また、自動運転につきましては、「来年から徳島市内に自動運転バスを走らせます」と

いうことが言えれば良いのですが、なかなか技術的に難しい状況です。ただ、日本全体で

見ますと、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの段階で、自動配送を実際に

実装していこうという話があります。徳島県知事も、全国知事会長としてももちろんです
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が、今回、国の戦略ができる段階で、そういった技術実装は地方でこそ先行してやるべき

だと言い続けています。その思想というのは、新たな国の戦略にも盛り込まれたところで

す。

そういった流れの中で、徳島県としても皆さんに実感してもらえるものをお届けするこ

とが必要だと今回の戦略の中では考えております。ただ、まだ一般的な自動配送、自動運

転というところに留まっております。実は、「Society5.0」は役場の窓口サービスを飛躍

的に変えてくなどの色々な視点がありますので、もう少し皆様の生活に近いようなものを

掘り下げて考えていきたいと思います。

（近森委員）

「変わる」と言われて、どのように変わるのかという疑問があります。説明を聞くと、

なるほどと思うのですが、ドローン配送などはまだ少し未来のことのような気がしますの

で、そちらの記載もありつつ、もう１つ前段階で、このように変わっていくという記載が

あると実感しやすいのかなと思います。

（事務局）

その点は、もう少し考えさせていただきたい。また、具体的なことは言えないのですが、

今までの戦略は文章だけを貼付けてあったのですが、少しビジュアル的なものも最終の策

定段階には付けていきたいと考えており、例えば、イメージできるような写真であります

とか、そういったものを盛り込んでいきたいと思いますので、そのようなものを組み合わ

せて、一目見ただけでイメージができやすい構成にしていきたいと思います。ありがとう

ございました。

（座長）

ここでは書かれていませんけれど、例えば「５Ｇを使った遠隔地医療」の実証実験は徳

島でもあります。

（事務局）

座長がおっしゃっていただきましたように、実際、海部病院で「５Ｇを使った遠隔地医

療」につきましては、ＮＴＴさんに現場に入っていただいて実証実験がスタートします。

そういったところも、施策の流れの中で盛り込んでいきたいと考えています。

（座長）

なるべく先進技術の地方での実証実験などは、いち早く徳島でやるということを打ち出

していただきたいと思います。

それでは、吉田委員お願いします。

（吉田委員）

少し遅れてしまい申し訳ございませんでした。自動運転であればもっと早く到着できた

と思いますが、まだちょっと技術的に実現できていないということです。

「地方創生の基盤をなす人材の育成」ですが、地方創生を実現したり、「Society5.0」

の地域実装もそうですが、社会とかパブリックに資する仕事が格好良いという雰囲気を子

ども達にもっと持たせることができないのか。

さらに、儲かるという構造を教育機関、先生達を含めて醸成していかなければ、なかな

か貢献心だけでは難しいと思う。徳島県は、地方創生、過疎対策に取り組む社会づくりや

コミュニティーづくりを先進的に学べる場所なんだということを小中高などのカリキュラ

ムに取り入れることはできないか。それは座学的なものではなくて、職業としての価値を

持つんだという価値観を醸成できないかという思いがあります。

徳島は、全国的に見ても「あの方の話が聞きたい」、「あの地域を見に行きたい」とい

う教材がすごくある県だと思っています。徳島の地方創生の話を聞きたいという方が県内

にもたくさんいらっしゃいますので、その学びが徳島の学びの本拠地になって、かつ、経
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済的リターンもあるんだということ。

まだ、この手のソーシャルとかパブリックは、ちょっと変わった人がするというイメー

ジが強いと思います。私が小学校や中学校で講演をさせていただくと、実はこういう理屈

で儲かると思っているということをお伝えしないと、ちゃんと伝わらないというか、「す

ごいことをやっていますね」で終わってしまう気がしていまう。このようなロジックでち

ゃんと儲かるんだということを伝えてあげると、その後の反応が変わってくるように思い

ます。儲かる成長産業なんだということを、地方創生とかを貢献心とかだけでやるのでは

なくて、「儲かるんだよ。成長産業なんだよ。そして、その成長産業の最先端の場所は徳

島なんだよ。」という循環を学校教育からでもつくっていっていただきたい。そのために

は、先生の教育が必要だと思っています。

それから、座長がおっしゃったように、県民視線で見たときに「Society5.0」や「SDG

ｓ」と言えばいうほど、専門家がやることになりかねない。国の方針として打ち出してい

る２つの大きな柱ですが、言えば言うほど、特定の人がやることだという影響が出かねな

いというジレンマがあります。県民に何ができるのかということを、分かりやすくキャッ

チフレーズのようにできないか。「朝起きたら歯を磨く」的なくらい、関係人口に当たる

方がいたらこういうことを言うみたいに、誰でもできるような言葉で伝えないと、専門家

しかできない地方創生になりかねないなと感じております。

ここで定めることではないかもしれませんが、県民ぐるみの機運醸成の中で、より遠ざ

かりそうな気がしています。具体的な解決策を持っているわけではないんですが、第２期

戦略のほうが、県民からしたら遠い世界になりかねない。中身が悪いのではなく、キーワ

ードがそうさせてしまいかねないと思っております。政府広報の動画を見ても絵空事のよ

うに見えてしまいます。徳島にいるクリエイターさんを活用してでも伝え方を考えたほう

が良いと思います。総務省の「Society5.0」の動画を見ても逆に空々しく感じます。女子

高生が朝起きたら窓の外にドローンが飛んでいたりしますが、何か違うと思います。徳島

でいえば、サテライトオフィスも含めて、クリエイターの方達がおっしゃる徳島らしい伝

え方で、「Society5.0」や「SDGｓ」ということを県民に分かってもらえる努力をしない

と、余計に乖離してしまっている気がしております。

（座長）

吉田委員がおっしゃられたように、県民が理解して行動するような伝え方を工夫する必

要があるので、その点はぜひ課題にしていただきたい。最初の部分で、徳島で色々やって

いて、その人の話を聞きたいという人は、吉田委員もそうですが、たくさんいらっしゃる

ので、学校教育でなるべくそういった方達にお話をしていただくというのは大事だと思い

ます。先生達を集めて、先生にもその方達の話を聞かせるというのが非常に大事。それで、

先生の口から間接的に語ってもらうというのも大事だと思います。

（吉田委員）

私もそうですが、すごいことをする人とか、ちょっと変人じみた人という評価をされて

いる気がするんです。「儲かる。これは絶対成長産業になる。」という絡繰りを私なりに

は持っていて、その辺りが信じるかどうかは別として、「風が吹けば桶屋が儲かる」でも

良いので、今こういうことに取り組むとか、例えば「SDGｓ」も実際金儲けのために取り

組んでいる人はたくさんいるわけで、この様なロジックでいけば儲かるということをちゃ

んと伝えることが重要だと思う。

そこを先生に伝えないと、先生が普段から子ども達に言っていることと、絵空事っぽい

きれいなお話との整合性がとれません。普段は、将来のために困らないために頑張ろうと

いう話と、「SDGｓ」と「Society5.0」の話はふわふわしすぎています。これは、成長産

業で儲かるんだということを特に教育現場、先生や親に伝えて、だから、こういうことに

子ども達も取り組んで、実は、この産業の最先端の県が徳島県なんだということが子ども

達に伝わっていけば良いなと思います。
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（座長）

そういう方達のお話を直接聞ければ良いですけれど、その方達の話を映像に収めて学校

でどんどん流してもらうなど、色々やり方はあると思います。

（事務局）

吉田委員さんのお話の中でありましたが、地方創生推進課長としてこのような仕事に携

わらせていただく中で、決して変な人が変なことをやっているというようには感じていま

せん。私が感じるのは、あくまで地方創生の取り組みという視点で見に来てくれた人、興

味を持ってくれた人が多くて、それは吉田委員がおっしゃるようにビジネスですが、ビジ

ネスとしては見ていないのかなというように感じています。

一方で、若い高校生の方達のディスカッションの場に参加させていただくと、「徳島県

で働くとなれば、特定の企業しかない」ということを言われたりしますが、実はそうでは

ありません。そういうビジネスのやり方や、自分が将来キャリアを作っていく考え方とい

うのがあまり理解されていない、伝わっていないのが現状です。そこは、「若者対策」で

今後、取り組んでいかなければならないという課題意識を持っています。

そういったところで、もっと若い方達に自分たちの将来設計で、自分の能力を活かす仕

事の仕方というのは、どのような選択肢があるのかということをしっかりと伝えなければ

いけないので、細かいところは改めてになりますが、そういった情報発信の強化、若い人

達に直接どのような情報を伝えていくのか、将来のキャリア設計、そういったところを含

めて考えていきたいと思っています。そういった意味で、今、御提案いただいたことは非

常に大事かと思います。先生への説明、教育現場のところは、教育委員会とお話をさせて

いただいてというところで、私が断言はできないところです。

（吉田委員）

やはり、儲かりますよというところまで踏み込みたい。世のためにやりましょうという

のはもちろんあるんですが、ワンセットじゃないと、「SDGｓ」もそうですし、地方創生

をする人が、結婚できない、子育てする余裕も無いではお話になりません。最近よく言わ

れるのが、「株式会社あわえの社員ってあまり結婚しないよね」ということで、それはお

かしいです。要は「結婚する金も子育てする金もないのではないか」ということなんです

が、おっしゃるとおりだなと、清く貧しくでは本当に駄目だなと思っております。地方創

生も取り組むこと自体が価値がある、経済的にもメリットがあるということ、「SDGｓ」

と同じように、そこのセット感が重要だと思うので、綺麗な話だけでは駄目だと思います。

（座長）

それでは、上田委員お願いします。

（上田委員）

５割の学生が徳島県に住みたいと思っているのはありがたい話で、私の立場上、県内大

学とか定着させるというところは言及して欲しいと思います。実は今月２０日に文部科学

省から発表があったのですが、大学がやっていたＣＯＣプラスという取り組みの次世代バ

ージョンの公募が、４２件採択予定であったが削りに削られて４件しか採択予定がないと

いうことで、説明をしっかりし直すという話になりました。

それは、県内で大学にて起業するという話を調整しながら、定着も含めた施策をやって

きており、県内就職率のポイントアップも目指していたのですが、みんな県外に行ってし

まい全然目標に届かなかった。それはやり方がまずかったと思うので、次はできればＵタ

ーンして帰ってくるのも含めた内容に変わらなければならない。

今回、４２件の採択予定が４件になって、しかも目的は全てそのままで、ポイントアッ

プを目指しましょうという箇所が書き替えられたらしく、この施策もどうなのかという側

面はあります。業者と県内の大学が、それぞれタッグを組んで定着を進めましょうという

ことで、補助金頼りではなく持続的に頑張っている。そのことについて、県と合わせてや

っていたというところに言及して欲しいのが１点です。



- 6 -

もう１つは、「Society5.0」とか「SDGｓ」というのは、分かりやすいタイトルに変え

たら良いと思います。結局は吉田委員がおっしゃるように、バズワードに合わせて、目的

が分からないイベントがたくさん出てきて、例えば、オープンデータ、ビッグデータや

ＩｏTは、うちの職員もいっぱい講座を持ってやっているが、それが結局のところ県内の

幸せだとか、そんなものにどう繋がっていくのかあまり良く分からないので、それが県内

での産業に繋がるんだというところの骨組みをもう少し入れれば良いと思います。入れよ

うがないかもしれませんが、現状ではこの「Society5.0」の箇所は定義がほとんどで、県

内での取り組みというのは最後の箇所にしか記載がないので、ネゴシエーションが必要か

もしれませんが、教育に関する取り組みを色濃く入れてはどうかと思います。

神山の取り組みも次のセクションで書かれていますが、情報産業というのは、まだ地方

でも出目があると思います。つまり、プログラムは世の中を救うと言いますか、私も情報

関係の教員をやっているのですが、そもそも勉強そのものに費用もかからなくなってきて

いて、プラットフォームもインターネットで手に入ります。そこで金儲けにも直結すると

言うと嫌らしいですが、そういった目的のものもプログラム次第でできます。だけど今は、

小中高、大学も含めてですが、プログラム教育はきちんとできあがっておらず、他県はと

もかく徳島の教育モデルはこうですよということを謳ってもらって、個別の施策で申し訳

ないが、もう少しプログラミング教育というものをこのセクションに絡めて書けないかな

と。

今、神山では私立の高専を建てようとしていますが、一部ではめちゃくちゃ評価されて

いて、相当な技術の学科だけを作れば良いのではないかという話も出ています。要は、県

内にもジャストシステムの担当の方がたくさんおりますが、その方達は技術的にトップを

走っていて、地元にいる人達の資源も使いながら、本当にその分野に特化したクラスを作

るなど、もちろん大学の中に設けても良いと思います。それは、本当に「一発当てよう」

という目標を掲げても良いと思うんですが、そういった県内でのＩｏT、ビッグデータな

どがどう産業に繋がっていくのかを真面目に考えた教育システムを考える。誰も考えてい

ないなら、考えたほうが良いと思います。今は補助金頼りで作っているが、県主導でも良

いのではないかと思いました。

（座長）

上田委員がおっしゃったことは大変重要だと思っていまして、「地方創生の基礎をなす

人材の育成」のところで、世界的にも時価総額が上のほうの企業は、だいたい情報産業で

す。新しく起業したりするのも情報系の関連で起業することがいっぱいあります。「Soci

ety5.0」の事業で括れば、プログラミング教育をもう少し広い範囲で考えて、徳島は情報

技術教育の最先端の県、情報技術教育に非常に力を入れている県だということを打ち出し

たほうが良いと思います。徳島は光ファイバー環境も網羅されている地域であるし、情報

教育の最先端をいっている県だという施策をどんどん入れるということが非常に重要だと

思います。

（吉田委員）

関連して発言して良いでしょうか。地方創生と少しずれるかもしれませんが、今日、美

波町から来まして、ハンディキャップだなとつくづく思いました。道中で事故があり、２

時間くらいかかりました。「Society5.0」も含めて、徳島はもう場所は選ばないはずなの

に、この会議もなぜ県庁に集まっているのかという気もします。徹底的にテレビ会議の仕

組みに予算をかけて徳島初みたいなものを進めて、徳島県内で場所を選ばない働き方とい

うのを突き詰めないと、「何で今さら東京なのか、ここで働けるのに」と散々言っている

徳島県内で、それが実現できていません。

ブロードバンドの環境もあるし「Society5.0」も割とリアリティがあるところで、本当

に徳島県で働くにあたっては、徳島市が県内でもっとも便利、有利ではないものをつくっ

ていくというのは、指針としても分かりやすいです。このくらいの会議、テーマであれば、

集まらなくても良いというのが普通になるように取り組んでいくことは、技術的にも全然

できそうですし、海辺にいるのに、この会議に参加できているというのは良いと思います
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し、そういうことができれば良いのではないかと思いました。

（座長）

それでは、近藤委員お願いします。

（近藤委員）

今のお話に関連して、２年前か３年前に総合計画審議会の「若者クリエイト部会」が開

催された時に、近森委員がドバイかどこかに行っていて、そこからテレビ会議で会議に参

加できないかということをおっしゃっていました。是非したいということを言っていまし

たが、そこにはハードルがあり、その時はできませんでした。この３年間で何も進んでい

ないというのが現状です。こういうことに力を入れて重点的に取り組むと言ってくださっ

ていますが、そちらにばかりには取り組めず、次はこれをしようという具合に取り組みを

捨てていってしまっているような感じがします。次の視点に移る際に、今まで重要だと言

っていたことが、ちょっと取りこぼされてしまっているような感覚を受けております。テ

レビ会議のお話がありましたので思い出して発言させていただきました。

先ほど上田委員のお話の中でもあったんですが、ＣＯＣプラスの授業があるからこそコ

ンソーシアムになって、しっかりと学生達には県内で就職をしてもらうということで今後

も取り組んでいく予定です。それはどのように進めていくのか、お金がどこからくるのか

というと、企業に寄付金として出資していただくという構造です。企業にはどんなメリッ

トがあるのかということをしっかりと追求をして、各企業に人材として、このような人を

送ることができるということをメリットとして考えてもらい、理解をしていただいて、お

金を出資していただくということで今後の取り組みを進めていく予定です。

皆さんが色々と考えてくださっていて、先ほどから県民みんなで取り組んでいかないと

というお話が出ていますが、「県がこんな施策をしている」、「県がしてくれる」という

ような他人事感が大きいと感じます。徳島県は本当に充実した事業をしてくれていますが、

そこには限界があると思うので、民間とよりタッグを組んでいかないといけないと思いま

す。タッグを組むにあたっても、このような計画を立てる時に、民間、住民とやっていく

ということ想定をしながらやらないと本当に絵空事になってしまうと思うので、県でやっ

ていくということではなくて、民間、住民とやっていくということを想定しながら作って

いけば良いと思いました。あとは、市町村との連携も本当に強化しないと、県が主導でや

りますというのでは、立ち行かない時代になっていると思います。

先ほど、田上課長がおっしゃっていましたが、高校生が徳島の企業が特定の２企業だけ

と思っているというのは、本当に衝撃的でした。私自身もそうですが、大学生は地元の企

業のことを知らないので、そこは本当にしっかりと整理して大学側からも伝えていかない

といけないと思っております。ＣＯＣプラスの次のステップのところでも取り組もうと思

っているのですが、今、徳島にいる小中高、大学生以外に、１回徳島を出て社会人として

働いている人達も取り込んでいかないと、徳島で働く人が増えないと思います。

そこへのアプローチはすごく難しいですが、１回徳島から出て行った人に帰ってきても

らうのが、大学卒業時点だけではなくて、県外で働いている人達も徳島に呼び込むという

ことをしないといけない。もちろんＩターンもＪターンもそうですが、まずＵターンの方

にアプローチする方法を考えないといけないと思います。

高校生に徳島を出たらどんな情報が知りたいのかと聞いた時に、「地元の小さいコミュ

ニティの中の変化を知りたい」、「こんなお祭りをやっている」、「地元のパン屋さんが

どうなった」などの情報が知りたいということでした。やっぱり「こんな企業でこんな活

動をしている」、「こんな事業が立ち上がった」などの情報は、徳島県の出身者の人にま

ず流していくことが必要です。関係人口の人達にも企業などの情報はしっかりと伝えてい

くべきだと思います。

（座長）

事務局から、近藤委員、上田委員の発言に対して何かありますでしょうか。
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（事務局）

何点かお話がありました。最終回になって大変恐縮ですが、テレビ会議は技術的に今の

スペックの範囲内ですぐにできる話なので、やっておけば良かったと思いました。海女さ

んが装着するようなすごいゴーグルではなくても、技術的にはできるという話です。次の

ターンに入った段階では、そういったものを積極的に取り入れていくとの方針でやりたい

と思います。

特に、徳島はサテライトオフィスの集積拠点や、コワーキングスペースも活発に動き始

めております。今年、コワーキングのプラットフォームということで、横軸で動く組織を

立ち上げておりますので、その中での取り組みとして、もっと積極的に先進的な取り組み

にチャレンジしていきたいと思っています。次の機会で御協力を仰ぐことがありましたら、

ぜひそちらにも御参加いただければと思います。

教育の部分での「Society5.0」、国の大きい政策の中でプログラミング教育を実際にや

っていくという話が方針に出ていたと思います。そこにプラスαで何ができるのかという

部分について、教育部局と相談しながら進めていきたいので少しお時間をいただければと

思います。義務教育というところもございますので、全く違うことをカリキュラムの中で

子ども達にさせるわけにはいかない。ただ、プラスαのところで、行政の面で何ができる

のかについて色々な議論をしていきたいと思います。

（上田委員）

小中学校のプログラミング教育は、正直、放置いておいて良いと思います。小中学校に

ついては、教える先生が圧倒的に足りていない状況で、現場はパニックに陥る予定ですが、

そこはどうしようもないので放置しておくしかないと思います。それでも、これから大学

に入っていく高校生でも、プラットフォームならいくらでも手に入るので、興味のある人

なら自分で組めるようになっています。高校くらいで産業に直結する、すぐにお金になる

話に簡単になってしまいますから、そこを上手く誘導してあげる集まりでありますとか、

ボランティアの人が集まって社会を良くしていこうというとハードルが高くなってしまう

ので、それよりは、産業に資するような分かりやすい目的があるほうが良いと思います。

（事務局）

段階でいろいろあるのだとは思いますが、私にも実は高校生の子どもが１人おりまして、

教育現場は受験などの対策に目一杯時間を費やしている中で、どこまでそういったものを

入れていけるのかと思います。先ほど吉田委員がおっしゃっていたような形で、気軽に入

っていける現場の状況を知る、それが一体何なのかを知るという部分をつくっていく。そ

の上に、上田委員がおっしゃっている非常に本格的な事案にまで踏み込んでいく。それが

どういう形で教育の現場に入れていけるのかというのは、課題として教育委員会としっか

りと議論をしていく必要があると思います。少しお時間をいただきたい。まず、できると

ころからしっかりとやっていきたいと思います。

また、県民、企業との協働というところのお話に関して申しますと、これも宿題とさせ

ていただいて、どのようなフレーズが皆さんに親しみをもっていただけるのか、その辺り

を考えていきたい。個別の企業さんは、事業レベルに落ちてくると必ず県もパートナーと

して御協力いただく企業さんであったり、市町村であったりを考えながら仕事をしていく

ことになります。戦略として「この企業」というのは、イメージの部分になってきますの

で、当然、実際現場で仕事をしていく上で、県だけでできることは限られてくるので、そ

こは企業さんの御協力であったり、地域のコミュニティーの皆さんと協力しないと、地方

創生の取り組みは絶対に上手く進んでいかないので、そこは意識してしっかりとやってい

く必要があると思います。

県外の方々で、しかも進学している､若しくは進学後に県外で就職した若い人達、決し

て若くない中堅の方であったり、それなりの壮年期に入られた方、色々な方にどの情報を

伝えるのかが大変重要になってきます。今までも当然やってきておりますが、正直、足り

ていないと思っています。そのような中で、具体的には来年度の当初予算編成の中で最終

決着ということになりますが、できたら少し踏み込んだ対策をやっていきたいと考えてお
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ります。

視点としては若者であったり、今まで全国区を睨んでやってきましたが、少し大阪エリ

アに意識したような形でチャレンジしていきたい。色々なところに繋がっていきますが、

吉田委員さんがおっしゃったように、地元の企業、例えば吉田委員さんのところの取り組

みであったりを知っている人がいるかというと、全然知らない人が多く、高校生の方を連

れて行くと「こんな企業が徳島にあったのか」とすごく喜びます。アンケートをとると非

常に評判が良いです。私は、浜辺で網を引いて海鮮バーベキューをしたことが１番喜ぶと

思っていたのですが、実はそうではなくて「サテライトオフィスの現場を見れたのが１番

楽しかった」と答える方が多かったです。

実は今年、２６名の「とくしま回帰」若者アンバサダーを委嘱させていただいておりま

すが、そういった方達を取材記者として送り込んで、サテライトの現場であったり県内で

色んな取り組みをしている企業を取材した内容をＳＮＳで発信をするということを来年は

積極的にやっていきたいと考えてます。そこからの延長線上で県外の若い方達や就職した

方達を今後どう繋いでいくのかというところを来年の新しい施策の中では取り組んでいき

たいと思っております。

今回いただきましたアイディアは、ぜひ来年の取り組みの中に取り入れて、具体的にこ

んなことを始めたんだと思っていただけるように頑張っていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。

（座長）

それでは、私の意見は合間で言わせていただいたんですが、それ以外のところで気にな

ったところを申し上げます。

「Society5.0」の中で、ＶＲとＡＲの活用の施策を考えていただきたい。具体的には、

私は観光に関わっていますが、観光面でのＶＲとＡＲの技術はすごく有効です。例えば、

徳島城は、お城はありませんが殿様が普段見ていたものが残っており、そこでＶＲやＡＲ

を活用して、昔の映像が出てくればお城がなくても昔の生活を実感することができます。

板東俘虜収容所の跡地は、今はほとんど何もない公園になっていますが、そこでＶＲやＡ

Ｒを活用して、昔の収容所の人達の生活ぶりを見ることことができたりすると、その場所

のことを知ることができます。このように観光でもＶＲとＡＲは非常に使えると思います

し、観光案内所にもＶＲとＡＲを活用することもできると思います。「Society5.0」の範

疇で、ＶＲとＡＲの先進県を目指していただきたい。

それから、「若者、女性、大阪圏への『効果的・戦略的』対策強化」の中で、県の人口

の３分の１は徳島市に住んでいます。それで、大学もほとんどが徳島市にあります。大学

生が住みたいと思うかどうかは、まず雇用の受け皿があるかどうかが重要だと思います。

やっぱりその土地が魅力的かどうかは非常に大きくて、そういう意味では、大学生の大半

が住んでいる徳島市の魅力が、学生に徳島県の魅力を伝える重要な要素になっているので、

県の魅力アップを考える時に県としてもバックアップできる体制をとっていただきたい。

国もそうですが、各地域で関係人口をどんどん増やしましょうという流れになっている

ので、徳島も関係人口先進県みたいなのを打ち出せたら良いのではないかなと。関係人口

の方との交流を深めるような具体的な施策を入れていただきたいと思っています。

それから、若者向けに徳島を発信していく制度を最近作られたのは非常に良いと思いま

す。観光面で言いますと、インバウンドの方達に徳島の魅力を発信するにあたり、徳島に

来ている留学生の方を徳島の魅力発信のアンバサダーに活用していただきたい。

（事務局）

ＶＲ、ＡＲに関しましては、これから色んなところで使っていく必要があると思ってお

りますので、具体的施策の中にも盛り込んで行きたいと考えています。実は、私は去年、

広報の仕事をしておりましたが、今年、広報のほうでＶＲの活用をしていたと思うので、

魅力発信のコンテンツとしてもしっかりと活用していきたいと思います。

魅力アップに関して申し上げますと、色んなところでどのような形で進めていくのかと

いうのは、色々な施策の中で様々なものを取り込んでいくところでありますので、非常に
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難しいところです。徳島県の魅力をどのように磨いていくのかということは、大事な視点

になると思います。

関係人口に関しましては、今は非常に大きな総論の中で話しをしておりますので触れて

はおりませんが、国全体の中でも大きなポイントとなっております。徳島県もいくつかあ

る中での先進県として、去年、先行して総務省の実証事業に取り組み、今年、県事業とし

て更なる展開を実施しております。

まずは、地域を知ってもらうためのエクスカーションとして、１月に西部と南部で「海

コース」、「山コース」と分けて、東京都だけではなく和歌山県や大阪府の方も参加され

るのですが、地域ごとの取り組みはどんなことをされているのかをツアーで回っていただ

いて、その後、年度末にドラフト会議ということで徳島ファンの候補者の方と市町村でこ

んなことを手伝って欲しいということをプレゼンしてマッチングするというイベントを東

京でやってみようと考えております。今年の取り組みを来年度さらにパワーアップして取

り組んでいきたいと考えておりますので、先進県だと言ってもらえるような成果を作って

いきたいと思っております。

インバウンドの方への情報発信の方法として、留学生をアンバサダーにするということ

に関しましては、関係部局にお伝えさせていただきまして、前向きに検討させていただき

たいと思います。

（近藤委員）

今回、徳島に在住している外国人の方にアンケートを実施していただいて、情報を吸い

出している途中で、その辺りのことも計画に入れられる予定と思いますので、しっかりと

内容を反映していただいて、情報発信につなげていただきたいと思います。

（吉田委員）

今回の方針の中に、関係人口は単語として出てこないが、これは意図的な部分があるん

でしょうか。関係人口という側面でいくと徳島県は有利なポジションといいますか、後か

ら国が付いてきている感じがありますので、良い切り口だと思います。挙県一致として地

域の人は何ができるのかという面からいうと、漁師の方にとっては「Society5.0に協力し

ている」と言っても伝わらないと思いますが、「関係人口づくりに協力」と言うと、皆さ

んができる一歩が分かりやすくなると思います。そのような戦略的にも県民・市民・町民

が関われる地方創生という観点から話す時に、関係人口というものを上手く活用して、皆

で取り組むというような表現にしていくことも必要だと思います。

テレビ会議の仕組みづくり、徳島のどこにいてもハンディキャップがないということ、

コワーキングを繋ぐということとＶＲとＡＲを上手く活用するということで、ストーリー

ができるのではないかと思います。具体的には、テレビ会議は重要な会議の時など、参加

に適した場所がないという問題があって、場所がないというのは、自宅だと家族がいたり

して、家族に聞かれるのはまずいということもあります。それでは会社のどこかの場所を

使おうとなりますが、会社にも社員がいますし、コワーキングスペースに電話ボックスの

ような完全に閉ざされていて、かつ、高度な映像とかでテレビ会議ができるようなテレビ

会議ボックスみたいなものが、県内のコワーキングスペースにブース的にあると、重要な

テレビ会議はそこに行ってやるというようなことになり、非常に便利になると思います。

今までお話したことが１つのストーリーでできないかなと思いました。案外、ネット回線

の整備状況というより、場所がないという問題がありますので、このようなところをコワ

ーキングスペースとの連携で進められたら良いと思います。

（座長）

それでは、前半部分が長くなりましたが、時間の関係がありますので、最後に今までの

話で事務局から何かあればどうぞ。

（事務局）

すごく面白いアイディアなので、ぜひ検討させていただきたい。
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関係人口に関しましては、切り口として「Society5.0」の箇所に記載するというよりは、

次の議題で出てきますが、取り組みとしては、しっかりと埋め込んでいきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。

（座長）

それでは、前半部分を終わります。

（事務局）

それでは、冒頭で説明させていただきましたとおり、報道関係者の皆様は、ここで御退

席をお願いします。

（座長）

続いて、後半の「基本目標」についての議論に移りたいと思います。

それでは、資料の基づき、事務局から御説明をお願いします。

（事務局）

資料に基づき説明

（座長）

今の御説明は、どんな施策をするのかという具体的な施策のお話でした。前半の部分で

も具体的な御意見を出していただいているのですが、さらにそれに付け加えて具体的な施

策のところで、御意見、御提言、御質問などがあればお願いします。どなたからでも結構

です。

（近藤委員）

２点お願いします。１ページ目の（ア）④にある「ＡＷＡＩＲＯ」は、若い方達は結構

活用されているのでしょうか。

（事務局）

去年の夏ぐらいに立ち上がって、今年、本格的に運用し始めたところです。お恥ずかし

ながら、まだまだだと思っております。ＳＮＳでの情報発信も行ってはおりますが、なか

なか十分に登録者数が伸びておりません。その解決策としまして、１１月に２６名の方を

アンバサダーとして委嘱し、エントリーをしていただいてようやくこの活動が動き出しま

した。インスタグラムにアンバサダーの方が日頃の徳島で撮った風景などをどんどんアッ

プしてくれるようになっております。今後につきましては、先ほど申し上げたように、実

際に現場に行ってイベント取材や企業取材をアンバサダーの方にしていただいて、取材内

容をＳＮＳに投稿していただくということをやっていきたいと思っております。この辺り

を具体的な施策として、来年度当初予算、新戦略の情報発信の取り組みの中でお示しして

いければと思っております。

（近藤委員）

そういった実際に体験した目線から企業の紹介などをここに載せて、活用していただけ

たら良いのですが、中学生、小学生もそうですが、写真とかがあると楽しんでいただける

と思います。

もう１点ですが、３ページの（ア）②ですが、財務省は就職氷河期世代の対策にとても

力を入れているので、予算がたくさん付くようになると思います。その予算を３ページの

（ア）②にある「人手不足解消」、「事業承継への支援」などに充当するのも一つの手で

あるし、色々な団体が最近事業継承に力を入れてやっていますので、そういうところと連

携してタッグを組んで、効率的に事業を進めていただきたい。
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（事務局）

商工会さんはすごく積極的に色々な場面で、産業育成だけでなく移住を含めて御協力を

いただいておりますので、氷河期世代の活用などにつきましても、担当部局と調整をしな

がら盛り込んでいきたいと思います。

（近森委員）

５ページの（イ）「多様な希望に寄り添った『子育て環境』の実現」ですが、テレワー

クの推進ということで県としてもずっとやられていることだと思いますが、視点として、

子育て期の方の働き方にとても有効だと思います。８ページで、例えば障がい者の方の地

域連携として手話体験を実施しても良いと思いますし、人生１００年時代と言われるよう

に、リタイアされた後、定年退職された後に、自分のキャリアとして培ってこられたもの

をテレワークを活用して仕事していける可能性も含んでいるという視点も持っていただけ

ると良いかなと思いました。働き方ということで多岐に渡る内容だと思いますので、そう

いう視点を持っていただけると良いかなと思いました。

さらには、基本目標２の中で「雇用創出」がありますが、テレワーク就労ですと例えば

副業とか、主なる仕事と別の仕事ということで、２択という形で分けられる場合もありま

すが、そのどちらにも雇用されて働いているという方もいないわけではなくて、きっとそ

のような方も増えてくると思います。そうなってくると雇用創出というところにも絡んで

くると思います。これからの働き方なので位置づけは難しいと思いますが、そういう視点

を持っていただけると良いかなと思いました。

(事務局）

テレワークに関しましては、まさにおっしゃるとおりだと思います。色々な分野で事業

の埋め込み方は、少し工夫をしたいと思います。

副業の関係につきましては、数字的な把握がどこまでできるのかというところは、私も

勉強をしてみないと分からないところです。前回は割とシンプルに「雇用創出」と打ち出

していたのですが、言葉ではありますが「全ての人々が活躍できる」との思いの中には、

あえて書いておりませんが魅力的と感じていただける仕事を創っていくというスタンスで

中身を組み、意識の共有をしていきたい。そういう意味でテレワークや多彩な仕事という

部分を創っていくということで、先ほどおっしゃっていただいた「テレワークの創出」や

「新しい働き方の創出」を意識して考えていきたいと思っております。

(吉田委員）

１ページ目のＳＮＳについては、私達世代が「逃げ込んでしまう」ところであり、「逃

げ込んでしまう」とは、「ＳＮＳの活用など」ということを言っておけば、何となくその

場がほんわか流れていくということです。地方創生関係のニュースで、どこかの業者に委

託していて、集客が仕込みだったという事件がありませんでしたか。

(事務局）

サクラの報道でしょうか。

(吉田委員）

そうです。サクラを集めて金額がいくらという事件。ＳＮＳなどは、このような情報発

信で事業費が無駄に流れていく温床だと思います。発注側も良く分かっていないですが、

でもフォロワーは増えています。それで、こちらが伝えたいことが伝わっているのかとい

うのがあります。ＳＮＳを活用した更なる情報発信と言いますと、一言で言うとそうなり

ますが、どこかに委託するとかではなくて、徹底的に戦略を考えて欲しいと思います。

むしろ、地元の大学生や中高校生に情報発信してもらうほうが、変な代理店に頼むより

よっぽど効果が出るのではないかと思うくらい「生もの」なので、私達世代が「ＳＮＳを

活用した情報発信」と言いますと、業者に任せて終わりということになりかねないと思い

ます。このことについて高校生達に協力してもらえないでしょうか。



- 13 -

(事務局）

先ほども申し上げましたが、私は去年広報関係の部署で仕事をしておりましたので、問

題意識として、ＳＮＳにアップしても誰も見ていない状態というのでは、情報発信をして

も全くの無駄だと思います。動画を作ってユーチューブに載せるだけというのは全くの無

駄だと思っています。

今回、チャレンジとして行っているのは、若者のアンバサダーもその１つでして、単に

委嘱して終りというのではなくて、ノルマではありませんが情報を探してきて発信して欲

しいということで、アンバサダーの方が持っている横の繋がりで、我々が出している情報

に辿り着いてもらうという仕組みをまず作っていきたいと思っています。ここでいうＳＮ

Ｓの発信は、業者とも連携しようと思っているのですが、情報発信の中身については、今

までしたことがない工夫を盛り込んで行っていきたいと考えております。

また、遡って申し上げますと、県は全くサクラを使っておらず、業者に丸投げもしてお

りません。あの報道に関しましは、集客と企画を含めて業者に発注して「私どもにお任せ

ください」ということでやっていたところがあったとのことです。実は主張の食い違いは

あるみたいなのですが、そういったことがあるという報道が一方で流れたということです。

県は業者委託は全くしてなくて、職員が１から１０まで全て手作りでやっております。

ＳＮＳも運営はある程度任せておりますが、企画などは担当職員による自前でやっており

ます。若手と言いながらも、なかなか年配の人がやっておりますので、まさに旬の学生さ

ん達がどのように思っているのかを御協力いただきながら、知恵を絞っていく必要がある

と思っております。役所の職員が仕事として運営していると、どうしてもおざなりになる

ということが実感としてありますので、そこが上手く機能して、新鮮な空気が入れ替わる

ように「新鮮な情報」、「欲しがってもらえるような情報」を出せるように工夫をしてい

きたいと思います。

(座長）

吉田委員がおっしゃられたように、地元の高校生達になるべく情報発信をしてもらうな

ど、県民総ぐるみで活用していければ良いと思います。

(吉田委員）

もう一つは、私も経営者の１人としてお願いの方向からですが、３ページの「企業の成

長ステージ」のところの資金についてです。自治体が地方創生とか、地域のためとか、企

業とかの取り組みに出資ができないかなと。大きな金額ではなくて良いので、金額という

よりも意思表示でしかないと思いますが、県のファンド、市町村のファンドといったもの

を組んで出資はできないかと。ここの「創業、起業の伴走支援」というところに入るかも

しれませんが、自治体がリードするようなファンドがあっても良いと思います。

(座長）

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。

（上田委員）

県内の大学生と社会に出て働いている方からアンケートをすることはできないでしょう

か。実際に学生とか、企業で何年か働いて疲弊している方とマッチしているのかという疑

問がありますので、実態を知りたいです。実は、情報系の学生は、大半は大阪か東京に行

くんですが、数年働いたら疲弊していて、就労実態が真っ黒なんです。入って数年したら

辞めたくなっていて、徳島大学の学生は徳島出身の者が２０％くらい、３割を切るくらい

しかいませんが、帰ってきたら仕事がないという話題にいつもなる。雇用創出と言うので

あれば、そういうところのニーズと給料が下がったとしても、メリットを提示できるよう

な受入れ先を用意することができるのかといったことが必要です。自治体側が勝手に作る

のではなくて、まずはアンケートベースでニーズを把握する必要があります。

そういう意味では、うちの大学のＯＢで企業で働いていて疲れていそうな人のリストを

作れと言われれば調べるしかないんですけど、調べられないこともないです。徳島市内の
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定着を考えて娯楽施設を造るといった時に、本当にうちの学生はほとんど車を持っていま

せんから、徳島市に住んでいて自転車しかなくて、毎日どのように生活しているのか私自

身わかっていません。

例えば、魅力ある都市づくりをするとなって、市内にどんなものが必要かと聞いた時に、

特に県内出身者の方を対象にして未来像のようなものをアンケートで掘り起こして欲しい

です。うちの大学ではそれをしたことはありませんが、県からのアンケート調査をするの

であれば協力します。私がＯＢの方から集めた意見は、みんな主任クラスですが、みんな

疲弊していて転職したいという意見ばかりです。なかなか転職も都内ではあるんですが、

徳島に帰ってこれないという実態もあると思います。その辺りを調べる必要があると思い

ます。

(事務局）

アンケートに関しましては、今回、色々なジャンルで高校生、大学生、海外からの留学

生の方を対象にアンケートを実施しました。先ほど上田委員さんがおっしゃった様なまち

づくりに特化したアンケートというのは、学生にも負担になるものですからなかなか実施

できておりません。政策の切り口によって実施するかどうかというところでございます。

実際、社会に出た方にアンケートを実施するとなりますと、東京本部で繋がってくれてい

る方達のメールアドレスに発信するなどという形にはなります。なかなかそういったとこ

ろで繋がっていない方にアンケートにお答えいただくというのは正直難しいところです。

そういった問題意識が今後ＳＮＳで強化していくというところで、せっかくのツールです

ので上手く継続的に繋がっていただけるところをいかに増やすかというところをやってみ

たいと考えております。

ＩＣＴ系の人材の方向けに、徳島にどんな企業があって、どのような雇用条件で人を募

集しているのかというのは、商工労働観光部のほうでＩＣＴ系企業の人材情報サイトを作

っております。徳島県の企業が求めている人材、それをＵターンを含めてぜひ徳島に戻っ

てきて欲しいということで取り組みをしております。そういったところで、十分かどうか

は別にして受け皿はあると思います。その辺りのことをもう少し上手く情報発信する必要

があると考えております。具体的なアンケートの話になってきますと、どの部分を掘り下

げるのかということになりますので、具体的なところは相談をしながら検討できるところ

は検討していきたいと思います。

(座長）

よろしいでしょうか。最後に私から、「健康寿命先進県」の箇所で、施策の中で健康な

状態で老後を迎えるために、自ら自助努力をされている人を後押しするような施策を何か

できれば良いなと思っております。

もう１点観光のところで、行政に一番やって欲しいところはインフラ整備のところです。

「攻めのインバウンド誘客」ということで、「チャーター便」、「季節就航便」、「クル

ーズ船」と記載がありますが、国際定期便とは書いていない。ＪＡＬやＡＮＡとの関係も

あるかとは思いますが、格安航空便、関空やいずれできるＩＲから徳島を結んでくる航路

など、徳島に来やすくなるようなインフラの整備を行政が力を入れてやって欲しいという

ことがあります。また、官房長官が「インバウンド観光で日本は富裕層が泊まりたくなる

ような豪華なホテルがまだまだ少ないので、国もサポートして全国で５０箇所ホテルを建

てる」と言っています。四国にも１つか２つはできると思いますが、できればそれを徳島

に建てて欲しいです。

(事務局）

いただきました御意見を関係部局へ伝えさせていただいて、連携して取り組みを進めた

いと思います。

(座長）

それでは、３回に渡りましてお忙しい中お集まりいただき、また、貴重な御意見をいた



- 15 -

だきましてありがとうございました。本日の議事は終了とさせていただきます。

なお、本日の議事要旨につきましては、事務局で整理し、皆様に御確認いただいた後、

公開させていただきますのでよろしくお願いします。

閉会


