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令和２年度 県政運営評価戦略会議（第１回）

１ 日 時 令和２年７月１７日（金）午後１時３０分から午後３時５５分まで

２ 会 場 県庁１０階 大会議室

３ 出席者 委員 県

阿部 頼孝 （敬称略。以下同じ。） 飯泉 嘉門 知事

石田 和之 田中 稔 監察局長

伊庭 佳代 坂東 淳 危機管理環境部副部長

植田 美恵子 佐々木 季裕 政策創造部大学・産業創生統括監兼副部長

加藤 研二 黄田 隆史 経営戦略部副部長

近藤 明子 小椋 昇明 未来創生文化部副部長

田村 耕一 正木 孝一 保健福祉部副部長

鳴滝 貴美子 玉田 直彦 商工労働観光部副部長

南波 浩史 林 博信 農林水産部副部長

久岡 佳代 谷本 悦久 県土整備部副部長

藤原 学 原田 治喜 出納局副局長

桝本 久実 新居 徹也 南部総合県民局副局長

三木 潤子 仁木 伸一 西部総合県民局副局長

林 泰右 企業局副局長

阿宮 広明 病院局次長

平井 琢二 教育委員会事務局副教育長

田中 功 警務部企画課長

酒巻 英紀 監察局次長

ほか

（会議次第）

１ 開 会

２ 議 事

「『未知への挑戦』とくしま行動計画」及び「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 知事挨拶

２ 「『未知への挑戦』とくしま行動計画」及び「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」

の評価方法の説明（資料１）

３ ターゲット１の概要の説明（「『未知への挑戦』とくしま行動計画」概要版（令和元年

度版））

４ ターゲット１の質疑及び評価の決定（資料２－１，２－２及び３）

５ ターゲット２の概要の説明（「『未知への挑戦』とくしま行動計画」概要版（令和元年

度版））

６ ターゲット２の質疑及び評価の決定（資料２－１，２－２及び３）
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■開会

（事務局）

それでは，ただいまから，令和２年度，第１回県政運営評価戦略会議を開会いたします。

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

くお願いいたします。

それでは議事に先立ちまして，飯泉知事から御挨拶をさせていただきます。

（知事）

令和２年度県政運営評価戦略会議を開催いたしましたところ，皆様方には大変お忙しい

中，御出席を頂きますとともに，石田会長をはじめ，日頃から本県の様々な施策につきま

して，前向きな御評価を頂いているところであり，心から感謝を申し上げたいと存じます。

本当にどうもありがとうございます。

さて，皆様方にもマスクを着用していただいておりますが，今，まさに，新型コロナウ

イルス感染症，日本は第１波をまず抑えることができたところでありまして，その意味で

は重篤の患者の数，あるいは感染者数また死者数，こうしたものが世界に比べ少ないとい

うことから，世界からは「日本の奇跡」，このように呼ばれているところではありますが，

５月25日緊急事態宣言が全て解除され，今は第２波，第３波，新たな感染拡大を抑えなが

らも，「新たな生活様式」，これを身につけ，そして社会経済活動を段階的に上げていく，

コロナと共生する「ＷＩＴＨコロナ時代」，新しい局面を迎えているところであります。

そうした中，今東京をはじめ，若い皆さん方の感染拡大が全国で見られるところであり，

ＧｏＴｏキャンペーンを７月22日からスタートを切る，この点につきましても全国で様々

な御意見が寄せられたところでありました。昨日の有識者会議，新型コロナウイルス感染

症分科会，こちらにおいて専門家の皆さん方の御意見，あるいは全国知事会を代表して全

国知事会の緊急対策本部，私は本部長を拝命しておりますが，本部長代行，社会保障常任

委員長の鳥取の平井知事にも出席をしていただきまして，全国知事会としての御意見，こ

うした点も述べさせていただいた結果，東京都をまず除き，スタートを切るという形とな

りました。もちろん東京の皆様方をずっと外すということではないと，我々も考えている

ところではありますが，確かに昨今の感染拡大傾向を見ておりますと，東京都というだけ

ではなく，その周辺の千葉・神奈川・埼玉いわゆる「東京圏」，こちらも感染拡大が起こ

っております。

また，大阪府でも緊急事態宣言解除後一番多い人数が，そして昨今は連続して60人台を

出しているところであり，大阪の周辺においても感染拡大が見られるところであります。

「ＷＩＴＨコロナ時代」になれば，こうした現象は当然のことながら起こる訳ではありま

すが，やはり各業界で作られたガイドラインあるいは「新しい生活様式」，こうしたもの

をしっかりと取り入れる中で，何とか社会経済活動を上げていく，今大変重要な局面に日

本は差し掛かっているところであります。

そうした中，委員の皆様方におかれましては，大きく二つの御評価を今日は頂くことと

なります。

一つは，既に昨年度スタートをしております「『未知への挑戦』とくしま行動計画」，４

か年計画であります。こちらにつきましては，既に昨年１年間行ってきたところでありま

すので，これらについての御評価を。

そして，もう一つは，いよいよ地方創生第２幕スタートとなる令和２年度，その徳島県
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のバイブルとして活用してまいります「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」，こちらの

第２期の分となるところであり，こちらは今年度からスタートということでもありますの

で，これまでの第１期計画，こちらの５か年について皆様方に御評価を賜ればと，そして

それぞれの評価を来年度に向けての新たな活力とさせていただければと考えております。

「ＷＩＴＨコロナ時代」，大変な時代となったところではありますが，しかし，「新しい

生活様式」の中には，例えば，テレワーク，また，遠隔医療・遠隔教育，さらにはスマー

ト農林水産業，i-Constructionなど，これまで徳島が全国の先陣をきって，場合によって

は少し先に行き過ぎじゃないかと，一番典型的なのは，今月30日にこの同じ10階に明治

開 闢以来初めて移ってくる霞が関の消費者庁新未来創造戦略本部，本庁機能が試験とい
かいびゃく

うことではなく，まさに恒常的な組織として，また新たに国際関係機関もこの中に組み入

れる形でスタートとなるところでありました。そのときにも最初申し上げたところであり

ます。これからはテレビ会議システム，テレワークなどで十分に行っていくことができる

のではないかと。

しかし，最初のときには，国の方でも，あるいは立法府においても，また多くの団体に

おいても，テレビ会議で何ができるのだ，危機管理はどうするのか，国会はどうする。し

かし，これらの会は今あらゆる分野が言っているところであります。サテライトオフィス

をもっと，いやいやそれよりも大都市部の感染状況を見れば，いかに脆 弱であるのか，
ぜいじゃく

これは顕在化したではないか，今こそ地方への大きな人口の回帰，その意味では，各省庁

を地方へ，また大企業の本社を地方に分散すべきだと。

そして若い世代の皆様方が地方への転職を36.1パーセント，さらには大学をもうここで

辞めたいと20パーセントを超える皆さん方が，こうした声に我々地方はしっかりとお答え

をしていく。まさに６月４日全国知事会が宣言をいたしました，新次元の分散型国土の形

成を行うべき，いよいよ地方創生第２幕スタートとなるところであります。新たな形がも

う逆戻りは許されない日本，世界となったところであります。

是非，委員の皆様方におかれましては，今回御評価を頂く二つのこの戦略などにつきま

して，是非，未来志向の形で，また過去にそして現在をそして未来を俯瞰する温故知新も
ふ か ん

踏まえまして，提言を賜りますことを心からお願いを申し上げまして，まずは開会の御挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

（事務局）

ここで知事は次の公務のため，退席させていただきます。

（知事）

それでは石田会長さんはじめ，皆様方どうぞよろしくお願いをいたします。

■議事：「『未知への挑戦』とくしま行動計画」及び「ｖｓ東京『とくしま回帰』

総合戦略」の評価について

（事務局）

それでは，これより議事に入ります。

議事の進行につきましては，石田会長にお願いいたします。

（会長）



4

それでは，今回引き続き当会議の会長を務めさせていただきます関西大学・石田でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。

さて，本日は今年度最初の評価になりますので，議事に先立ちまして評価方法について

事務局から説明をお願いしたあと，「『未知への挑戦』とくしま行動計画」のターゲット１

及び２の評価を行いたいと思います。

それでは事務局より説明をお願いいたします。

（事務局）

「『未知への挑戦』とくしま行動計画」及び「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の

評価方法の説明（資料１）

（会長）

ありがとうございました。ここにいらっしゃる委員の皆さん方，それぞれ今まで長く委

員お務めで，慣れたところではあると思うのですけれども，今年度から少しやり方が変わ

っておりますので，もし，御不明な点などありましたら，質問を受け付けますのでいかが

でしょうか。大丈夫でしょうか。

基本的にやること自体は同じなのですけれども，資料を統合する形で，今まで行動計画

と総合戦略と個別に評価していたものを，施策としても事業としても重複するところがあ

りますので，併せて評価をしていこう，併せて意見を交換していこう，そのようなことに

なっております。よろしいでしょうか。

それでは，ただいまからターゲット１の評価に入りたいと思います。

はじめに，評価の参考とするため，総合政策課からターゲット１の概要等について御説

明いただき，続いて総合戦略担当課である，とくしま回帰推進課からも一言御挨拶を頂き

たいと思います。それではお願いいたします。

（総合政策課）

「『未知への挑戦』とくしま行動計画」ターゲット１の概要の説明（別冊）

（とくしま回帰推進課）

とくしま回帰推進課挨拶

（会長）

ありがとうございました。それでは評価に移りたいと思います。

なお，本日の会議は午後４時終了の予定ですが，議事の都合上ターゲット１の評価につ

いては２時45分くらいを目途に終えたいと考えておりますので，御協力をお願いいたしま

す。

それでは，ターゲット１につきまして，委員の皆様から，取組や実績の詳細な内容の理

事者への質問，あるいは未達成の施策，事業の隘路克服に向けたアドバイス，あるいは資
あ い ろ

料２―１記載の評価案に関する御意見など何でも構いませんので，挙手のあと発言をお願

いしたいと思います。

なお，冒頭，知事からの御挨拶にもありましたように，意見，提言に重点を置いてとい

うことで，これは今年度からという訳ではないのですけれども，今までもそうだったので

すが，より一層その辺りを重視して進めていきたいと思いますので，皆様方からの御意見，
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特に今回はコロナということで，去年とは全く状況がちがう中でいろいろ進めている。そ

のような中でまた見えてきたところもあるかもしれないです。そういうところも踏まえま

して，皆さんから御意見いただけたらと思います。

どこからでも，そしてどなたからでも構いませんので，どうぞよろしくお願いいたしま

す。

はい，Ａ委員お願いします。

（Ａ委員）

まず，先ほど説明がございました評価の関係ですけれども，客観的，機械的なＡＢＣ判

定というふうなことになっておりまして，しかしコロナウイルスの関係で今年に入っては，

やむなく中止をせざるを得なかった事業などもあると思います。

そういうものについて，私としては評価外にしたらどうだろうかということをまず申し

上げたいと思いますけれども，例えば，２ページに徳島ファン・ドラフトという取組がご

ざいますけれども，このファン・ドラフトも中止をせざるを得ないというふうなことで，

ここは，０パーセントという数字になっております。実際それはコロナウイルスの関係で

中止をせざるを得なかったというふうなことだと思いますので，そういうものが他にもあ

ろうかと思いますので，そういうところは評価外にしてはどうだろうかというような提案

でございます。

続いて，今２ページをお開きいただいておりますので，そのファン・ドラフトの関係で

す。残念なことで中止ということですが，今回は東京だけの開催だったということですけ

れども，可能なら，航空便のあります福岡であったり，関西広域連合の地域を選定して実

施ができないものかというふうなことも思いましたので，可能ならばそういうことも含め

て今後実施をするということならお考えを頂いたらどうだろうかというふうに思います。

それから少し飛びますけれども，11ページ整理番号の18番きゅうりタウン構想，非常に

成功をいたしております。その下の段の19のにし阿波地域連携ビジネス，ここも成功して

いるというふうなことでございまして，可能なら，これも可能ならのことですけども，成

功例の県内横展開そういうことを他の市町村との連携で策定することはできないだろう

か。他の市町村なんかもそれぞれ優れた農産物なども作っておられるということもござい

ますので，そういう徳島ならではの価値を高められるというふうなことと，新しい流通網

の開拓にもつながってくるのではないかというふうにも思いますので，そういうところに

横展開を頂いたらというふうに思います。

同時に，またページが飛びますけれども，47ページの82番ですけれども，農福連携とい

うのがございまして，本県でも地域活性化という形で自治体や共同組合，商工会や教育機

関，さらには社会福祉法人でモデル事業で取り組まれているということでございます。

いずれにしても農家は人手不足というふうなことが言われておりまして，この間も働く

場を求める障がい者のマッチングによって人手不足が解消しているということも成功例と

してございますので，このコロナウイルス以降の新しい日常ということも含めて，障がい

者のいわゆる働く場所も今本当になくなってきているという状況もございますので，新し

い日常の在り方も模索できるのではないかというふうに思います。

それから，あまり長く言うと申し訳ありませんけども，17ページの29番阿波ふうどの認

知度の向上というふうなことで，多様な主体の参画によって飲食店舗を中心に受皿づくり

ができつつあるということでございますけれども，これも新型コロナウイルスによる自粛

の影響を受けているというふうなことで，外食産業の低迷の事態をどのような施策で解決
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をしていくのかと，外食産業自身も閉店とか倒産とかそういうこともございますので，急

を要する取組が必要ではないかというふうなことでございまして，まさに正念場というこ

とであります。

そうしたことから，この阿波ふうどの取り組みを核として，市町村単位での農業者や飲

食店，流通に関わる企業，消費者代表を含めた対策会議を行うと，そして県の担当部局の

リーダーシップ，対応※２に書いてあります課題解決の具体化を早急に図ってはどうだろ

うかというふうに思っております。以上です。

（会長）

ありがとうございます。最初コロナに関連してその評価の対象というところ以外は，今

後に向けた御意見であろうかと思います。

その辺りはきちんと我々としても報告書に盛り込んで，反映していただけるようにした

いと思います。特に，担当部局からそこに対して御説明，御回答を求めるということはい

たしません。

評価の対象のところですけれども，恐らく今回は去年やったもので，実際学校が一斉休

校になったりとかいうのは３月からあったのですけれども，ほぼ年度としては終わってお

りますので，そのままいってもいいのかなと思うのですが，ただ今年度今実施しているも

のにつきましては，また状況によっては，あるいは事業そのもののやり方を見直さなけれ

ばいけないというのもあろうかと思いますので，そちらは適宜，事務局の方で担当の部局

の方で検討をしてくれているとは思いますので，きちんと検討していただけるようにとい

うふうなことで我々としては進めていければというふうに思います。

そのほかいかがでしょうか御意見，はい，お願いします。

Ｂ委員，お願いします。

（Ｂ委員）

個別の質問を幾つかしたいのと，あとコメントを申し上げたいと思います。

まず，資料３の８ページ12番の項目についてなのですが，評価としては，目標に対して

実績が及んでないというところが一つの項目だけでＣ判定になってしまっているのですけ

れども，ここの中で下から２番目の専門人材育成プログラムへの地元進学者数というのが

多分目標に達してないかと思うのですが，現状で光系の教育とかその関連のものというの

を高校と大学が連携で取り組んでいるものとか，魅力を伝えるためにどのようなことがな

されているのかというのを詳細を伺えたらというふうに思います。それがまず一つです。

（会長）

どうしましょう。

個別に質問説明していただく，それともまとめていきますか。

（Ｂ委員）

まとめてお願いいたします。

（会長）

まとめて。

はい，分かりました。
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（Ｂ委員）

次が38ページで66番目の項目です。

これにつきましては，介護のところの応用もあって，保育助手という本当にすばらしい

制度をお作りいただきまして，たくさんの人に取り組んでいただいているかと思うのです

けれども，ここで何が問題になっているかというと，実施主体である市町村で，また来年

度とか今年度だったら用意してくれているかもしれませんけれども，予算が付いていなか

ったのかなというところで，実施ができていない，導入ができていないということで，目

標に達していないかと思います。

市町村の今の状況ってどんなところなのかなとか，保育助手ということに対する理解と

か，導入の意欲はおありなのかというところと，具体的な連携の方法をもう少し改善して

いかなければいけないのであれば，そこに対して今のお考えがありましたらお教えいただ

きたいなと思います。

コロナの今こんな状況ですので，なかなか保育助手というところでもどのように接して

いくかとか，どのように対応していくかというのが，まだまだ検討しないといけないとこ

ろもたくさんあると思うのですけれども，市町村と県の連携の工夫の仕方とか，今後もう

少し目標に達していくための過程プロセスの中でどんなことが必要か，という現在のお考

えを伺えたらと思います。

次が，個別では最後です。

66ページの115番のところで，これ本当にいつも問題になっている待機児童というとこ

ろの問題で，ある保護者の方から何名かからお話を伺ったのですけれども，この待機をさ

せる時間とか余裕がないと。

共働きしているので待機をさせていられないから遠くの所で預かってもらっているとい

う事例もたくさんあるみたいで，果たしてこういう児童の支援を充実させましょうみたい

なところを，待機児童数で計れるのかというような御意見があったことを御紹介をいたし

ます。待機はできなくて「断られ数」みたいなのも加味していかないと，もしかしたら正

確な状況というのは，どこの日本全国都道府県の中でも待機児童という言葉でいろいろと

計っていっているというのもあると思うのですけれども，断られて本当は無理しながらで

もすごく遠くの所に預けていらっしゃるという方々もいらっしゃるようなので，そこの辺

りで工夫が今後なされていくべきだなというふうに思いますし，統計としてそういうのを

もし取ることが可能でしたら，そういうところも御検討いただいたらいいのかなと思いま

した。

今のが個別の質問なので，また後でお答えいただきたいんですけれども，全体的に見て

いって「笑顔とくしま・県民活躍」の実装というのがターゲット１の項目になっています

けれども，先ほど御意見もありましたけども，障がい者だけではなくて若者だけでもない

問題なんですけれども，仕事づくりということの中で，コロナの影響もあってなかなか厳

しい状況になっていると思います。

その中で，やはりここからは官と民とが協働して本当に知恵を出し合って，どういうこ

とに取り組んで仕事づくりとか魅力的な仕事というところにどうやって取り組んでいかな

いといけないかということを，もっとしっかりと考えないといけないというふうに思って

おります。

あとは，冒頭知事もお話しなさっていましたように，本社機能の移転というところで，

いろんな風が吹いていると。
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コロナの状況もあって新しい生活様式とか働き方というのがどんどん変わってきている

中で，徳島の魅力ＩＣＴということとかもたくさんあると思いますので，その情報発信と

いうのも検討していかないといけないのかなというふうに思います。

あと幾つか言いたいことがあるのですけれども，とりあえず以上でお願いします。

（会長）

どうぞ，どうぞ言ってください。

（Ｂ委員）

また，後で。

（会長）

もういいのですか。

（Ｂ委員）

はい，また，後で。時間があれば。

（会長）

分かりました。時間を用意するようにいたします。

まず，質問が三つほどあったかと思いますので，順番にお願いしてよろしいですか。

まず，８ページの番号12番のところの専門職人材育成プログラムの関係でございます。

（政策創造部）

政策創造部でございます。Ｂ委員の方から地方大学地域産業創生事業に関して御質問を

頂いております。

この事業については，地方における大学の振興ということでキラリと光る大学づくりが

一点と，地域の産業の創出の二点を目的としまして地方大学地域産業創生事業が国の方で

創出されたということで，10年間の計画なのですが，５年間で国，県合わせて50億円の資

金を投入しまして，その二点の解決を図っていくという事業でございます。

この中で，特に徳島県はＬＥＤの魅力ということで，その光関連のＬＥＤの他に深紫外

でありますとか，光コムとかいろいろ４分野ですね，四つの柱としました事業を展開して

おりまして，この中である意味，魅力ある大学を作りまして学生を呼び込んでこようとい

うのを柱立てで，この若い人材を囲い込んでいくという目標で進めておりました。

しかしながら，実際の事業採択が30年の10月19日でございまして，30年度は実質できな

かったという事業的には展開できない，令和元年度が初めての年でございまして，なかな

か成果が実際上がりにくく，アピールができなかったというのが一点ございます。

それと就職を意識しまして機械科学系でありますとか，電気電子系，この辺りを選択す

る学生が今のところ多いという状況がございまして，こういう学生をいかに取り込んでい

くかというのが今後の課題であろうかなと考えております。

今年度は，実質２年目になりますので，その辺りの魅力をどんどん展開していきたいと

いうことが一点です。

それとこの４月に徳島大学の方で創生科学研究科というのが新たに創設されました。こ

れも魅力づくりの一つということで，今後ここを核にして学生を呼び込みたいと。
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それともう一点は，やはりもう少し下の世代から光に関心を持っていただくということ

で，新たに出前講座でありますとか，保護者向けのＰＲとか高校生若しくはそれ以下の方

を対象に今後は展開していって，昨年度はスタートが遅れたということがありまして達成

できなかったのですが，この目標実現に向けて今後努力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）

よろしいですか。

（Ｂ委員）

ありがとうございました。大学で学生たちたくさん共同で取り組ませていただいて有り

難く思っています。

学生たちにこういうお話をすると「えっ，こんなに徳島すごかったん」というようなこ

とを本当に感動として感想をいう子たちが本当に多くいます。なので，もうちょっと本当

に，今，御説明いただいたとおりなのですけれども，高校生とか中学生とか小学生のとき

から，そういうところの魅力というのをもっと知ってほしいなというふうに思いました。

以上でございます。

（会長）

Ｃ委員から，お願いいたします。

（Ｃ委員）

この４月から，徳島大学の広報と渉外担当の副学長になりましたので，ちょっと大学の

立場から，今の件に関してコメントさせていただきますと，ＬＥＤだけではなくて，徳島

大学もポストＬＥＤ研究所というのを作りまして，目に見える光以外のいろんな光を活用

した，いろんな研究にどんどん取り組んでいるのですが，そういう学問をやっていらっし

ゃる方の中ではある程度知られているのですけれども，一般的に県民の方も含めて，そう

いう先進的な取組を徳島大学がいろいろやっているということも，正直なところ，まだそ

んなには知られてないので，大学の広報担当としては，この辺は，もっとしっかりと徳島

大学としても，是非，若い方にも向けて広報していく必要があるなというふうに，非常に

痛感しているところであります。

大学もやっていきますけれども，県の方でも，小さいお子様も含めて，こういう光に関

するいろんな取組を県全体でやっているのだということを，行政の方でも，大学とはまた

連携しながら，発信をしていただければというふうに思っておりますけれども，大学とし

ても，これまで以上に発信をしていきたいというふうに思っています。以上です。

（会長）

ありがとうございます。

もし，同じ組織にいれば，こんなふうに話をしてくださいとは，とても言えないような，

関係だと思うのですけれど，ただ違う大学にいても，なかなか気が張るといいますか，御

説明をお願いしますと頭を下げる関係なのが，ここへ座っているのですけど，いいんだろ

うかと思いながら聞いていました。ありがとうございます。

それはともかく，次，二つ目いきたいと思います。
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38ページの66番保育助手について，特に市町村の状況をというようなお話があったと思

います。お願いいたします。

（未来創生文化部）

未来創生文化部です。アクティブシニアの方による保育助手を現場へということでござ

いますが，昨年度は２施設となりましたのは，この予算が昨年の６月に県議会でお認めい

ただいたわけでして，７月の16日からスタートということで行っていたのですが，委員か

らもお話がありましたように，市町村の方で事業化，予算化が昨年は残念ながら吉野川市

のみとなってしまったため，吉野川市の２施設となりました。

それで，今年度は，そういうことも踏まえて，昨年度からお話をし，県下12市町で，事

業の予算化をしていただいております。それによって，今後，アクティブシニアの方の保

育助手の活用を進めていきたいと考えております。

それで，導入していただく市町村に対しましては，ＯＪＴ研修が施設当たり40万円。そ

れから必要な備品費15万，人件費で226万，上限であるのですけど，最大で281万，支援も

することによって活躍の場を，しっかりと支えていければと考えております。以上でござ

います。

（会長）

はい。それでは，三点目。66ページ，115番。こちらも待機児童ということで，関連す

る方いますが，お願いします。

（未来創生文化部）

引き続きまして，待機児童につきましては，平成31年４月が73人。今年，令和２年が61

人ということで，そういう状況にはなってきているのですが，やはりこの待機児童が減ら

ない理由としまして，一方では保育の利用を使えるようになってきたというか，当然なが

ら，保育ニーズが増えて入所児童が増加傾向にあるということで，施設を整備し，定員を

増やしたり延長保育が進むほど，需要が喚起されるという傾向も出ております。

その上に，国の平成27年４月から本格施行されております子ども・子育て支援新制度で

すか。これによりましてパートタイム，求職中，就学中の方に対しても，保育が受けられ

るということで，そういうところも利用されている方がおります。

そういう意味で，先ほどお話があった中に，希望するところに行けないというお話も事

実，聞いております。

今，数字が手持ちにないのですが，市町村によっては，場所によっては，市によっては，

第６希望まで取って，やっと何とか押さえているというところもあります。

それで，中には，かつては人気があったのですが，住宅地も，住宅団地とかマンション

とかで，世代でそのときにはピークがくるのですが，また下がっていって逆に減っていく

所も出たりとか，そういう実態などもあります。

ただし，施設の方については，規模とか状況に応じましては，施設整備に加えて，保育

士を受け入れ拡大をすることによって，児童の受入れもできると考えられますので，引き

続き施設整備とともに，保育士ということで，修学資金の貸付けですとか，潜在保育士を

掘り起こすための研修ですとか，それから，保育助手が現場でお手伝いすることによって，

実際の保育士の方がスキルアップの研修などを受けられるようにして，処遇改善とか，そ

ういう形で，保育士の確保というものも取り組むことによって，是非とも待機児童ゼロを
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目指して，今後も取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

（会長）

はい，ありがとうございます。

Ｂ委員，どうでしょう。もう，意見はまたあとでいいですか。はい。

では，他に，いかがでしょうか。

（Ｄ委員）

70ページの122番の子育て支援サービスが利用できるクーポンの利用率が，ちょっと気

になったのですけれども，2019年に始まったばかりで利用率が，購入されて実際に使用さ

れた割合が38.4パーセントということで，私，一体どれぐらいの方が購入されているのか

なと思いまして，先に質問させていただいたら，令和元年は3,689人の方が購入されて，

枚数で言うと11万670枚だそうです。利用枚数が42,481枚，利用率38.4パーセントという

お答えを頂いたのです。

すごく，購入されているのに，どうしてこんなに使ってない方が多いのか，使い勝手が

悪いのか。購入されている数が少ないのだったら，まだまだ宣伝が行き渡ってないのだろ

うなとか思ったのですけど，割と買われている方がいらっしゃるみたいで，私，子育てし

ていたの20年以上前になりますけど，こんなのがあったら絶対にもったいないので，使い

切ってたと思うのですけれども，何か問題があるのですかね。使い勝手が悪いとか，翌年

度とかにも繰り越して使えるとかっていうふうにもなっているのでしょうかね。ちょっと

お伺いしたいのですけれども。

（未来創生文化部）

未来創生文化部です。在宅育児応援クーポンについての御質問だと思いますが，利用率

の話ということで，まず初めに実施に当たっては，県と市町村にも御協力を頂いて実施す

る事業ということになっておりまして，このクーポンにつきましては，県では31年１月か

ら事業の制度としてスタートしたのですが，その当初から御協力いただけたのは24市町村

のうち，まずは五つでした。

それから，どんどん協力は頂いたのですが，初めは９月までは９市町。それで10月に17，

累計なのですけど。12月に19ということで，立ち上がりが遅かったっていうのも実際あり

まして，そういうところでも少し利用というか，伸びが弱かったのかなと考えております。

それから，このクーポンにつきましては，お誕生日から１年間の有効ということで，例

えば，12月生まれの方でしたら，翌年の12月までということで，今後，利用していただく

ことも十分に可能となっておりますので，購入された方が今後利用されるものもあろうと

思います。

それから，私どもとしましては，もっと利用していただこうということで，まだ御参加

いただいていない市町村もありますので，今現在，市町村を回ってヒアリングをさせてい

ただきながら，再度ニーズの把握ですとか，それから当然ながら利用していただけるには，

協力いただける事業者の掘り起こしも大事ですし，それから本当の意味で必要なものをと

いうことで，メニューの再検討なども併せて進めておりますので，今後，しっかりと取り

組んでまいりたいと考えております。以上でございます。

（Ｄ委員）
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ありがとうございます。

（会長）

よろしいですか。

（Ｄ委員）

はい。

（会長）

年度を越えて使うことができるっていうことみたいですから，とすると，もしかしたら

どこかのタイミングで100パーセントを超えるような利用率というのもあるかもというこ

とかも。続けていれば，多分ないとは思うのですけど，終わるときぐらいかなと思うので

すがというような，とすると最初はちょっと低めになって，落ち着いてきたらある程度の

数字になるというところかもしれないです。

では，Ｅ委員。

（Ｅ委員）

私も，先ほどＢ委員が質問してくれたので，私もちょっと，この保育助手のこととか，

待機児童のことが聞きたくて考えていたのですけども，ちょうど言ってもらえたので，私

の意見をちょっと言わせてもらおうかなと思います。

今回，コロナで働き方が変わったと思うのですね。それで，これから多分，変わってい

くだろうとは思うのですけども，今度は待機児童もそうなのですけども，在宅ワークって

いうことは，働きながら子育てしているお母さんが在宅でできる仕事というのも，仕事の

種類によっては家でできる仕事って絶対あるのですよね。

うちは工場をしているので，工場の中でも種類によって家で持ち帰ってできる仕事って

やっぱりあるのですよね。それが例えば，１か月全部できるかっていうとそうではなくて，

月の半分は，これぐらいだったら持って帰れるけど，やっぱり会社でいてしないといけな

いという仕事も中にはあって，それを行政側としっかり働きかけてもらって，例えば，家

でできる仕事があるならば，在宅でできる仕事を支援する。

もしかしたら，そこに小さいお子さんを抱えてるお母さんだったら，やっぱり保育所に

預けないといけないじゃないですか。じゃあ，１か月の中で半月は家でできるとなれば，

半月は保育所に行かないで済むんですよね。じゃあ，そうなったら働いているお母さんは，

家で仕事をしながら子供を見ているということは，例えば１か月保育料幾らっていうのが

あったら，それだけ半月は在宅で頑張ってくれているから，その分の保育費を還元すると

か。どんな方法がいいのか，分からないのですけども何か，目に見えて「あ，これ，ちょ

っと頑張れそうだ」ということがあるならば，もしかしたらそのお母さんたちも考えるの

じゃないかな在宅でできるように。

自分の企業に働きかけるとか，そういうことを，仕事のやり方が変わっていったらいい

のかなっていうふうに思います，という部分で，やっぱり細かな部分は丁寧に，窓口で対

応してほしいなと思うのですよ。

家族によっては，上の子と同じ保育所に入れたいですよね。そういう御家庭もあるし，

各家庭によって状況って全然違うので，そういう部分を丁寧に対応してもらえたら，また

待機児童っていう部分で変わってくるのかなっていうふうに私は思いました。
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それで，「とくしま人口ビジョン（2020年策定版）」というのを見せてもらっていて，県

内の高校や大学生の若者のアンケートの調査結果で，徳島県での生活に対する満足度とい

うのを，ちょっと目について読んでたのですけど，ここでトップスリーが，食べ物がおい

しいとか，自然環境がいいとか，全体的に住みやすいっていうの，若者が実感しているの

ですよね，ここの部分。これって，本当に，今，徳島の地方の良さですよね。ということ

は将来，家族を持ったら帰ってきたい場所になるのかなっていうふうに思ったのですね。

ということは，やっぱり家族を持ったら産み育てやすい場所を，今，しっかりと整える

ときなのかなと思うので，待機児童の，結婚したらまず子供ができて，家族を持つという

部分で，ここの子供の預かり先とか，その部分がきれいに整備できたらいいのかなってい

うふうに思いました。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。

Ｆ委員，お願いします。

（Ｆ委員）

皆さん，いろいろ言っていただいているので，要点を二つだけ，少しお話させていただ

ければと思います。

今回の計画は，１年目ということだと思うので，基本的には，ある目標を立てて行動し

て，ＡＢＣがついているということなのですけども，この中でＢとＣが残念ながらついて

るという行動計画が何点かあって，なぜＢとＣになったかっていうところを良く考えない

といけないのかなというふうに思ってます。

初年度なので，どういう事情でＢになったかＣになったかっていうところを聞きたいと

ころは，やまやまなのですけども，あまりこれ個別に聞くっていうよりは，どちらかと言

うと，それを踏まえて来年度以降，目標値をしっかり立てていただきたいというふうに思

っています。

なので，いろいろ考えられるところもあるのですけれども，その辺りを一点お願いした

いのと，もう一点は移住についていろいろ書いていただいている所があって，先ほどお話，

Ｅ委員から頂いた，徳島に住み続けるという話の別個のところで，ちょっと民間企業の調

査があって，二十歳までの県民の方に二十歳以上で，その県に住みたいですかという調査

をしたら徳島県最下位なのですね。要は２割しか自分の県に住みたくなくて，あとは出た

いという調査結果が出ている。ということは，県民の中には残って生活しようという人の

割合が８割いないという結果になっていると。

普通に考えると社会減で，ずーっと減っていってしまうので，これをどうにかしないと

いけないですよねというところで，多分移住というのが多分出てくるのですけれども，こ

こが今のコロナのときにチャンスで，リモートでできるということはどこでも仕事ができ

るということで，都会の人は今割と地方に移りたいという人が増えてきていまして，どこ

を選ぶというのがポイント，幾つかあるのですけど，その中に感染症にうつらないみたい

なのが今あるのですね。

感染症になりにくいとか，人と結構良い空間で生活できるというのがあるので，その辺

をいかに今後売っていくかという訳ではないのですけれども，徳島の魅力として発信でき

るような感じにしていただければ，多分その移住というところの魅力は出てくると思いま
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すので，その辺りをできれば，ここの来年度以降の計画に踏まえていただけると非常に有

り難いかなと思います。以上です。

（会長）

はい，分かりました。

では，Ｇ委員，お願いします。

（Ｇ委員）

先ほどから，徳島の広報とかお話とかいろいろ出ているのですが，皆さんの意見，本当

にそのとおりだと，それぞれうなずきながら聞かせていただきました。

まず，17ページの29番の阿波ふうどの認知度なのですけれども，先日か昨年年末にちょ

っと関空からこちらへ帰ってくることがありまして，関空へ降りて出てきたら目の前に私

が乗るバスの目の前にうどん県というすごい大きなマークをつけているのです。

すごいインパクトがあって，徳島も阿波ふうどといってすだちとか，それから渦潮とか

風土の風と土を併せて，先ほど委員さんがおっしゃってくださったみたいに，徳島の目立

つ物を入れて，何かうどん県というのがすごいインパクトがあって，うわっとか思いまし

たので，そういう宣伝というか，それも一つかなと思いました。

それと食のことなのですけれども，33ページの58番で学校における地産地消の給食とい

う項目で，すごく全国平均目標値よりははるかに頑張ってくださっている数字でございま

す。でも，徳島県というのは本当に多種多様なものができるということでは全国一ではな

いかなというふうに思います。

それをもう少し，非常に頑張ってくださっているのですけれども，これを更に続けて頑

張っていただいて，そうしたら県内で経済が回るという一面もあるのではないかなと思い

ますし，小さいときにお野菜を舌で分かっているということを大人になっても結局，それ

につながるということになるのではないかなと思いますので，すごく頑張っている市町村

もいらっしゃいますし，ちょっと野菜が少ないかなという市町村もあるみたいですので，

各市町村ともに頑張っていただけたら有り難いかなというふうに更なる施策の推進をお願

いします。

それと，アクティブシニアのことなのですけれども，その一つ前に57にあるのですけれ

ど，前も申し上げたのですけれども，退職なさった方で我が家の方に国道11号線があるの

ですけれども，その草取りを一所懸命毎日なさっている方とか，それから90何歳で一人で

頑張ってして農業なさっている方とか，本当に国の福祉に頼らず非常に頑張ってらっしゃ

るお年寄りの方がいらっしゃるので，何らか表彰というか感謝状というか紙１枚でいいで

すので，新聞に公表するとか何とか，頑張っているお年寄りを何らかこう表に出してあげ

るというような何らかができれば，長寿の社会の中で，自分だけで健康のために歩いてい

るという方もたくさんいらっしゃるのですけど，社会に何らかの形で関わって頑張ってい

らっしゃる方というのを何らかできれば良いかなと思って。それに伴って，この子供が老

人の介護の経験をするとか，それからユニバーサルカフェとかいう，お年寄りと子供たち

との接触の機会というのをいろいろ書いてくださって，すばらしいなと思って。今核家族

で本当にこうお年寄りと一緒に生活するという方が本当にまれの状況になりつつあります

ので，なるべくお年寄りの方と子供さんとが一緒に何らかできるというこの体験を作ると

いうすごくすばらしいことだなと思いました。

こう希望というかお願いのことばかりなのですけど，良い政策だなと思いましたので，
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お願いいたします。

（会長）

はい，ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

（Ｃ委員）

それでは，あまり時間もないので三点。

（会長）

はい。

（Ｃ委員）

一つは，17ページの整理番号28なのですけれども，今年残念ながら阿波踊りはなくなっ

たのですけれども，阿波踊りを通年いろんな観光資源として活用しようという，そういう

施策だと思うのですけれども，そこの中に有名連の練習風景の観光資源化などというのが

文章のところでは入っているのですけれども，実はこれは私が徳島経済研究所にいた頃か

ら，５年ぐらい前に観光の提案をした中でも，これは一つ是非やるべきだというので，入

れていたのですけれども，そこの文章の中には入っているのですけれども，具体的に有名

連の練習風景の観光資源化が進むのかというと，目標数値みたいな中に全然入ってないで

すし，正直あんまり進んでないのではないかなと思うので，これはせっかく文章の中に入

れているのであれば，是非それを進めるための具体的な施策を考えていただければと思い

ます。

観光客やあるいは県民の人も，例えば今日はどこで有名連が練習しているかというのが，

アプリか何かで分かるような，そういう仕組みなども作るのが一番良いのではないかなと

思いますけれども，そういう文章には入っているのですけども，具体的な施策というのが

全然ないのではないかなというのが一点です。

それから，その裏の30ページで徳島の文化について，いろいろ推進していくという取組

でよく上げられるのが阿波藍，人形浄瑠璃，阿波踊り，ベートーベン第九という四大モチ

ーフで，これについてはいろんな目標値も決められて，特に藍などはいろいろ進んできて

いて非常に良いと思っているのですけれども，先日大谷焼をやっている方と話していたら，

大谷焼はその四大モチーフの中に入っていないと，その位置づけがちょっと低く見られて

いるのではないかみたいなことを言っておられる方もいましたし，今日はこの会議の前に

１階に行ったら，阿波藍と大谷焼をモチーフにした展覧会を１階でやっていますし，大谷

焼も非常に徳島が誇るべき大きな文化なので，四大モチーフを推進するのはもちろんです

けれども，それ以外の大谷焼とか，あと言えば阿波和紙なんかも入るかも分かりませんけ

ども，そういうものに関しての具体的な施策というのも，是非今後取り上げていただけれ

ばなというのが二点目です。

それから三点目は，アクティブシニアの活躍推進というのが主要施策に入っているので

すけれども，そういうイメージとすると，アクティブシニアというと，体とか健康とかが

元気なシニアみたいなイメージはもちろんあるのですけれども，いろんな面で活性化して

いろいろ活躍できるアクティブシニアを作るためには，今はそれこそ５Ｇの時代にどんど

んなっていきますし，そのスマホとかＩＣＴとかネットとか，そういうものをその御高齢
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の方も活用できないと，なかなかアクティブな日常ができない世界になってきていると思

うのです。

身近に子供さんとかお孫さんとかがいて，そういうものを教えてくれる人が身近にいる

お年寄りは，そういうのを結構やれるのですけども，そういう方がいない人はどんどん取

り残されていって，この今のＩＣＴの時代の中で本当にアクティブになれないという面が

ありますので，そういう方々にそういうそのＩＣＴの活用能力を底上げするようなそうい

う施策をやっていただきたいですし，一つ具体的に言えば私も絡んでいるのですけれど，

今eスポーツを徳島でも普及させようという取組を県でもありますけれども，eスポーツっ

て高齢の方にとっては非常に脳も活性化するし，結構体も動かしますし，すごく活性化に

つながるのです。

例えば，徳島ではそういう高齢者の方のeスポーツのチームをどんどん作っていくとか，

そういうほかの地域ではやっていないようなアクティブシニアを育てるような，そういう

具体的な施策を是非これから取り入れていただきたい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。

はい。Ｈ委員，お願いします。

（Ｈ委員）

先ほどから，皆さんからたくさんの意見聞かせていただいて，すばらしいなと思って聞

かせていただきました。

３ページのナンバー４のデュアルスクールのモデル校の実施回数のこの件なのですけれ

ども，今コロナの影響で都市から地方への分散化がどんどん進んでいるということで，地

方のこの良さというので，それを伝えるのにはものすごくこの取組というのがすごく生き

てくるのかなというのも思われました。

こういったものがないと，なかなか地方にというのも味わえないところもあるので，ま

たこれからどんどんメリットとかデメリットもあるとは思うのですけれども，それを改善

していただいて，これ今試行の段階なのですけれども，制度化に向けて進んでいけたら良

いのかなと思いました。

それと33ページのナンバー58肥満傾向の児童生徒数についてなのですけれども，行動計

画でも初年度元年度まず1.5パーセント減が目標だったのが，８パーセントの増というこ

とで，とても残念な数字が出てきてしまったのですけれども，これから特にこれもコロナ

の影響ということで，自宅待機，どうしても外出の方が自粛ということで，子供さんとか

も家で何かをするというような状態が続くのかなと思われます。

それで，生活習慣が乱れてくると肥満の原因にもなってくるので，食生活はもちろんな

のですけれども，運動習慣ですか，何か具体的に継続してやると。

この取組としては，いろいろ健康力アップ30日作戦とかいろいろ取組はされているよう

なのですけども，日常の継続ですね。ふだんから何かをやっていくというのがそれにつな

がっていくと思うので，家族で毎日ウォーキングをする時間を作るとか，何か毎日できる

というようなことを学校側と家庭と連携をしていただいて，もう少しこの肥満の傾向を減

少できるような取組をやっていかれたらいいかと思います。

今も取組を十分されていると思うのですけれども，数字的にはこういう状況になってき
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ていますので，もっと踏み入れたものでやっていけば良いのかなと思いました。以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。

はい。お願いします。

（Ｉ委員）

先ほどのＣ委員からのアクティブシニアのＩＣＴの件に関しまして，私の関係している

ところでいいますと，一番お年寄りが元気だなと痛感するのはシルバー大学校です。

たまたま私が男女共同参画をテーマにお話させていただいているのですが，一番講座人

気があるのはコンピューターだというふうに聞いています。

コンピューターと造園ね。最近は英会話も人気があるようですが，そして県内各地にあ

りますので，非常にそういう面ではある一定の機能を果たしているのではないかなと思い

ます。

残念ながら，今年全部クローズなのですけれども，来年を楽しみにしております。以上

です。

（会長）

はい，ありがとうございます。

ほか，いかがでしょうか。

はい。Ｊ委員，お願いします。

（Ｊ委員）

私事なのですけど，よろしいでしょうか。

（会長）

はい。

（Ｊ委員）

うちの息子が東京へ行っていたのですが，コロナの影響で７月からは徳島に帰ってくる

のです。

それで，何か支援があるのだったら，是非，使いたかったし，あとコロナの検査なので

すが，今は帰国者とか濃厚接触者というのですか，そういうふうな方の可能性がある人は

できるみたいですけれども，ただ東京から帰ってきただけではできないのかなと思って，

できればそういうふうな検査を。東京といったら今どんどん増えているではないですか。

そういうふうなことで，たとえ自費でも良いのですけれども，検査してくれるのだったら

やってほしいなと思います。そういう方，たくさんいると思うのですよ。

ただ，県のホームページを見てもそういうふうなものは載ってないし，ただ，いろいろ

なうわさで聞いて3,000円で，一日3,000円で泊まれるホテルがあるとか，そこの中へ入れ

ておかないとコロナになったら，またいろいろなうわさが大変よといって，私らだったら

特に食べ物を扱っていますから，その一軒，和田島でコロナが出たとかいったら，本当に

和田島のちりめん業者全体が被害を受けるようになると思うのです。

自分の家のことを言っているみたいですけれども，できれば今，関東とかいろいろな感
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染者が多い県から帰ってくるなり，何なりする人の検査等を受けられるみたいにしてほし

いなと。私が知らないだけで，あるのでしたら教えていただきたいなと思います。すみま

せん。以上です。

（会長）

はい。分かりました。

教えていただいていいですか。

はい，お願いいたします。

（保健福祉部）

保健福祉部でございます。御意見ありがとうございます。

いわゆる，コロナへの対応ということでの検査の取扱いについての御質問でございます。

今，県の方でやっております検査，いわゆるＰＣＲ検査というのをやっております。こ

の検査の取扱いについてなのですけれど，本県におきましては，やはり一つのルールとい

いますか，運用の基準がございます。

厚生労働省の通知でありますとか，事務連絡で頂いた基準というのがございまして，ま

ず，分かりやすく言いますと，医師がこれは総合的な判断によって症状確認，いわゆる質

問，調査いたしまして，そこでこれは必要であると判断されたケースにつきましては，全

て検査に回すという形で運用させていただいております。

今の検査の状況でございますけれども，御紹介いたしますと，この７月16日現在でござ

いますけれども，本県でのいわゆるＰＣＲ検査なのですが，1,316件の検査をかけており

ます。そういう実績がございます。うち，残念ながら陽性と判定されたのが10件というふ

うな状況がございます。

そういう形で，必要な方への検査，医師が総合的に判断してこれはやる必要があると判

断された検査については，しっかりとやって行くという形で進めてまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

（Ｊ委員）

自費とかではできないのですね，徳島では。自費で保険とかそういうふうなの使わなく

ても，ちょっと自分が症状がないから，症状がなくても若いから心配だからということで，

自費でもできるところがあればいいのですけれども，徳島はないのですね。じゃあ。

（保健福祉部）

今の運用上，行政検査ということでそういう形で，調子が悪いということでかかりつけ

のお医者さんとか，相談窓口の方に御相談いただいて，それで検査の方必要と判断された

場合にしていくというのがございますし，自費でといいますか，保険適用もございますか

ら，各診療機関の方に御相談いただいて，そういうふうな適用もございますから，そうい

うふうなルートでの検査というのもできるようにはなっております。以上でございます。

（Ｊ委員）

分かりました。

（会長）
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はい。分かりました。

いかがでしょうか。

Ｋ委員どうでしょう。御意見あれば。

（Ｋ委員）

皆さんの御意見等いろいろお話をお聞きしまして，これからもいろいろとよりよくなる

施策と言いますか，事業をしていっていただきたいなと思うのと，やはりコロナの影響で

どこに行ってもコロナの話しか出てこないので，知事さんもおっしゃっていたように，コ

ロナと一緒に県が良くなっていって，地域も良くなっていって，徳島に目を向けてくれる

方が多くなって，地方に帰ってきても働きがいがあるような所になってほしいし，私たち

もこうしていきたいなと思っておりますので，今後とも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。

では，Ｌ委員，お願いします。

（Ｌ委員）

すみません。時間あるのですか。

（会長）

はい，大丈夫です。

（Ｌ委員）

では，話をさせていただきます。今，東京にいまして，この４月から基本的に大学自体

は完全にストップしているというか，学生は全く来ていません。７月，８月まで基本的に

大学での授業はやらないことになっています。それから，会議に関しても20人以上の会議

は原則中止という形になっています。

ということは，本来だったら，４月から普通に働くと思っていたのですが，結果的にそ

の必要がないということは，私自身，徳島にそのままいて，そちらの会議室の会議に出ら

れる状況にあったということです。

それが全くなくなっているというのは，これはあくまで今年あるいは，この半年間のイ

レギュラーな話かもしれないですけれども，ただ，よく言われているように毎日月曜日か

ら金曜日まで，朝の８時半に出勤して何時に帰るというようなことが，恐らく今回の件を

きっかけとして，少しはなくなってくるだろうと。

緊急事態宣言が出てきたような状況が毎日続く訳ではないので，100パーセントのテレ

ワークには多分ならないかとは思いますけれども，だからといってその今の状況が，今東

京がちょっと中途半端ということで微妙な状況ですけれども，最大の混雑のときに比べれ

ば朝のラッシュなどもかなりすいています。

ということは，毎日毎日朝の出勤時間で出て行っている人っていうのは，本来の水準よ

り低い水準にあると，こういうのが現状だと思います。

こういう話を今回の話につなげると，重点戦略の１番の所に，移住とかあるいは，働き

方みたいな所の話も関連しますけれども，今までだったら絶対的に働く会社イコール，そ

れが働く会社の勤務地イコール自分の住所，あるいは，住民票の所在地でそこに住むと，
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そのイコールになっていたと思うのですけれども，これが今も言ったように100パーセン

トのテレワークには多分ならないかとは思いますから，個別の企業は別ですけれども，社

会的にはそこまでは多分ならないとは思うので，徳島に住みながら東京の会社とか，大阪

の会社に所属しているっていうことでやっていけますよ，とはならないと。

だからこそ今，東京とか大阪にいる人に転職をしなくてそのまま徳島に来て広い家に住

みませんかっていうようなことは，なかなか無理だと思いますけれども，ただ，毎日週に

５日，あるいは，６日出勤する必要があるかというところについては，ちょっとは雰囲気

は変わってきている一つのきっかけになるだろうしと。

ここから先は個別の会社の話になるので，個別の会社の働き方のところに影響を与える

のは，どちらかというと県の役割ではなくて，国の施策だろうと思いますから，県の中で

の施策ということで，どこまでできるかっていうところは限界があると思いますけれども，

だけれども，週に１回だけ会社に出勤するのでも大丈夫ですよ，ということは十分これか

らもあり得るだろうと。

ということになると移住の話みたいな所については，今までだったらそういう可能性も

あればいいかなというところについて，少しは徳島県からすると明るい希望が，ちょっと

光が差してきたのではないかというようなところであると思います。

それからもう一つは，いわゆる，「Ｉターン」みたいな形での移住が多分なかなか難し

いと思うので，「Ｕターン」とか「Ｊターン」いうようなことを考えたときに，特に「Ｕ

ターン」だと思いますけれども，元々高校まで徳島にいたけれども，大学で出た，あるい

は，大学まで徳島でいたけれども，就職で徳島を離れたという学生，あるいは高校生で，

その子たちの一番の問題は，地元になかなか就職先がないと。

つまり大学を出たあと，大卒要件として採用してもらえる企業の数が少ないというとこ

ろが一番の問題点だったと思いますので，その点からすると別に東京あるいは大阪，どこ

でもいいですけれども，他の会社に就職するけれども，ある程度の期間は徳島にそのまま

住み続けるという可能性が出てきたと。

だけども週に一回は出勤しなさいという会社が多いと思いますので，という話になると

果たして東京と徳島を週に一回20代30代前半の人が飛行機に乗って往復できるかといった

ら，そのコストは誰が負担するとなって議論になるので，となるとその就職先としては大

阪の企業に就職するけれども，週に一回は大阪の会社へ出勤するけれど，後は，基本的に

テレワークで徳島の自分の家に住んでいますというのは，これからは以前に比べるとちょ

っと可能性は出てきたようになるのかなというふうには思いますので，僕自身の意見です

けれども，どちらかと言うと移住の話に関しては東京というより大阪というか，関西圏に

対して，特に関西圏の大学に進学した子とか，あるいは，これから関西圏の大学に進学す

る徳島出身者に対しての，もうちょっといろんな施策というのは考えるべきではないかな

というふうには思っております。以上になります。

（会長）

はい，ありがとうございます。これで一通り委員の皆さんから御意見いただいたところ

かと思います。

時間の都合もありますので，この辺りで，ターゲット１の議論をそろそろ締めていきた

いと思うのですが，まず確認しておきたいことは評価です。

評価案として，それぞれ主要施策ごとに順調であるとか，要注視・要改善とあったので

すが，こちら評価案については特に変更なく，そのままということでよろしいでしょうか。
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＜異議なし＞

では，そのように評価案のとおり決定ということにいたします。

そのほか，たくさん意見を頂きました。これらにつきましては，その評価案・評価に加

えてその意見を付してというふうな形で我々の議論としたいと思います。

では，続きまして，ターゲット２の評価に移りたいと思います。

はじめに評価の参考とするため，総合政策課からターゲット２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）

「『未知への挑戦』とくしま行動計画」ターゲット２の概要の説明（「『未知への挑戦』

とくしま行動計画」概要版（令和元年度版））

（会長）

はい，ありがとうございます。

ここで少し補足がございますので，お願いいたします。

（事務局）

事務局から，資料の中身について一点だけ補足させてください。

御審議いただくターゲットの２のうち，135ページにがん対策というのがございます。

その135ページの下から２行目の所に，がん検診受診率の向上というのがございまして，

本来であれば６月に厚労省の方から数値が出てくる予定のところが，現在のところコロナ

対応で数値が出てこないと国の方から連絡がございました。

この施策が，この事業だけで構成されていることから，まだ数値が現段階で出ておりま

せんので，２回目・３回目を経るに従って，７月には今の段階では出るというふうに聞い

ておりますので，出次第この項目また御説明させていただければと思っておりますので，

現在はまだ数値がないということだけ御了解いただければなと思います。失礼いたしまし

た。

（会長）

ありがとうございます。

ということで，この項目まだ数値がないので，評価は数値が出てからと。２回目・３回

目ぐらいには出ているであろうということでございます。

それでは，評価に移りたいと思います。

先ほどと同じような形で御意見いただければと思います。

Ｉ委員どうぞ。

（Ｉ委員）

今朝，徳島新聞を見ておりましたら明るいニュースとして藤井七段のタイトルが出てお

りました。

それと上半期自殺者過去最少と，徳島県の記事が出ているのですよね。

これ143ページの整理番号でいうと257という所と絡んでいると思うのですけれども，な

ぜ，上半期自殺者が過去最少になったのか，あるいはひょっとすると下半期は何かコロナ

の影響で増えそうなのか，その辺り担当課の方から少しお話をお聞かせいただければと思
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います。よろしくお願いします。

（会長）

はい，お願いいたします。

（保健福祉部）

保健福祉部でございます。自殺の状況，上半期の状況が出たということでお話がござい

ました。

特に昨年度は増えてしまいました。113人ということで増えてしまったのですが，その

ペースがといいますか，それが今年度に入りまして減ってきているような状況がございま

す。

こういう形で，昨日も本部会議を開きまして，この辺りの数字でありますとか，年代層

でありますとか，要因的なところをそれぞれで情報共有をさせていただいたところでござ

います。

現時点で分析をいたしまして，例えば見てみましたら若年層につきましては減っている

にもかかわらず，若年層の年代を見てみましたら逆に増えているとか，そういうふうな状

況もございます。

その辺りをしっかりと分析して，例えば年代，それから要因を総合的に捉えてこれから

また対策を打っていきたいなと。また自殺の，９月になりましたらいわゆる週間がござい

ます。その辺りの内容を踏まえてしっかりと企画して，また事業展開，それぞれ関係機関

と連携して対策を打っていきたいと考えております。以上でございます。

（会長）

よろしいですか。

ほかに，次いかがでしょうか。

はい，Ｂ委員お願いします。

（Ｂ委員）

個別のコメントではないのですけれども，先ほどからコロナのお話たくさん出ていまし

て，今までの日常だったことが日常ではなくなっているような状況の中で，一方でそれと

同じように環境とか災害についても，本当にここぐらいまでという想定をしていたことを

上回っていろんな水害が起こったりということが生じています。

地球温暖化の影響というのがかなり大きいと思うのですけれども，そんなふうに今まで

の想定とは違うところで天災が起こるということもこれから多分まま見られるようになる

と思いますので，今重点的にインフラ整備に取り組んで，今年度は特に重点的に取り組ん

でいただいていると思いますので，しっかりとそこの辺りの整備というのは引き続き進め

ていってほしいなというふうに思います。

さらに，コロナの状況の中でこれまで防災の対策というのを考えていらしたことにプラ

スして，そこにも対応をしっかりとできるような政策を考えていく必要があると思います

ので，そこの辺りも早急に検討をしていっていただけたらなというふうに思います。以上

でございます。

（会長）
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はい，ありがとうございます。

はい，お願いいたします。Ｆ委員。

（Ｆ委員）

そのコロナの件でいくと，136ページの整理番号でいくと246番になるのですけども，感

染症対策の充実強化というところで，ここに書いているのは新型インフルエンザという文

言があると思うのですけども，これに多分コロナが入ってきていろんな意味で新しい生活

様式とか対応策を考えなければいけないなと。これプラス災害を考えたときに，今回の７

月の豪雨のときも避難所の映像を見ていただいたら分かると思うのですけど，今までみた

いに皆さんが雑魚寝という訳ではなくてかなりパーティションで分けて，間隔を広げてい

ろんな対策を採ると。いろんな意味で分散避難とかいろんな新しい言葉と対応策が出てい

るのですけども，このときに調査をしたのですけども，今までのように避難しますかと聞

いたら避難をすると回答をする方が多いのですけども，分散避難をしたいですかと聞いた

らあまりしたいという人はいないのですね。

今までのこうやりましょうという流れの中には乗ってくれてはいるのですけども，じゃ

あ新しくやりませんかと言うと，いやそれは今できませんという方が多い状態で，その辺

りの対応を早急に作っておいた方がいいかなというふうには思っています。

そうなると各部局をまたがないといろんなことができなくて，今回頂いているのは担当

部局を書いていただいて，こういうことをやりますというのはあるのですけども，多分い

ろんなところの部局をまたいで，いろんなことを対応を協議していただくような形が必要

になってくるのかなというふうに思いますので，もし可能であればそういう，何ていうの

でしょうか，コロナの対応のために災害をどうしますというのをいろんな部局でやってい

ただけると有り難いなというのが一点と。

これプラスアルファで，どの方がどうなっている，今スマートフォンにアプリを厚生労

働省が入れてください，そうすると濃厚接触者の方と会っています，会っていませんとい

うのができるのですけども，これプラス，マイナンバーとかいろんなものをきちんと紐付

けをして，いろんなところで活用するということを検討しておく必要が今後出てきたのか

なと。

今まではどちらかというと，お願いします，マイナンバーを作ってくださいねという感

じなのですけども，今後はいろんな意味でマイナンバーを使ってこういうふうに治療した

ものを，形跡を全部残しますとか，ある程度計画的にやっておいた方が後々対応の仕方と

してはいいのかなと，やりやすいのかなと思ってきましたので，その辺も検討していただ

ければ有り難いかなと思います。以上です。

（会長）

はい，ありがとうございます。

ほかに御意見いかがでしょうか。

はい，Ａ委員お願いします。

（Ａ委員）

三点申し上げたいと存じます。

質問ですけれども，104ページの186の小水力発電の関係で，建設の反対があって困難と

いうことなのですけれども，これについては将来的に現地を説得して着工するのか，断念
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して新たな場所に設定するのか，もう作らないということなのか，いずれにしても自然エ

ネルギーの普及促進につきましては，化石燃料や原発に頼らない，いわゆる近い将来のエ

ネルギーとして位置付ける取組が必要であるということから，是非進めていただきたい事

業ですけども，そこのところを少しお願いをしたいというふうに思います。

それから，109ページに漁協版のＢＣＰの関係がございまして，着々と施策が策定がさ

れていると，こういうことなのですけれども大事なことはいわゆる業務継続力の向上とい

うことで，それは人づくりではないかというふうに思います。

いわゆる営農や漁業再開に際して，様々な人たちの意見をまとめる，いわゆるファシリ

テーション能力，そういう人たちをどう作っていくのかということが，まず求められると

いうふうなことだと思いますので，その策定をされるものの中に具体的にそういう人づく

りがどういうふうに盛り込まれているのかというふうなことについてお聞きをしたいとい

うふうに思います。

それから三点目なのですが，ここには出ておりませんが，コウノトリが鳴門市に飛来を

して今注目を浴びているのですけども，先般大谷川水系の耕作放棄地を活用していわゆる

ビオトープができ上がりまして，その他にも計画が耕作放棄地の活用というふうなことで

利用をしようという動きもあるようです。その場合に鳴門市や県の協力，支援がなければ

なかなか前に進まないというボランティアの方々の意見もありましたし，そういうコウノ

トリの餌場のビオトープ，ある意味で観光資源にビオトープに作りかえると，観光資源や

教育の場として有効なものができるのではないかというふうに思うのですけども，そうい

う計画を後押しするような形で，是非お願いをしたいというふうなことでございます。

それと，昨年も申し上げたと思うのですけども，県と鳴門市の協調が損なわれていると

いうようなことも，大谷川水系のいわゆる河川部分は県の管轄で用水路は鳴門市の管轄と，

今ナガエツルノゲイトウという水草がすごく繁殖をいたしておりまして，その繁殖力で用

水路が埋まってしまっている所も幾つもあって，そこは県からは鳴門市へと，鳴門市は予

算がないのでなかなか対応できないというようなことが言われておりまして，要するに用

水路からまた新たな島をその水草が河川部分に作るというようなことで，いわゆるイタチ

ごっこのような形で水草が除去できないと，こういうことでございますので，将来的には

レンコン田でありますとか水田に水草が入ってきますと，なかなか駆除ができない状態に

なってくるというふうなことが非常に恐れられておりまして，できれば県市挙げて駆除を

しっかり対応をするというようなことも鳴門市との間でやればいいのかなというふうに思

います。以上三点申し上げたいと思います。

（会長）

はい，ありがとうございます。

三点頂いたうちの二点目は御質問だったように思います，確か。

二点目，109ページの196番，こちらが多分御質問だったのかなと思います。

（Ａ委員）

104ページと109ページと二つ。

104ページの186の小水力発電の整備運用と，109ページのＢＣＰの中の具体策はどうな

のかということ。

（会長）
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分かりました，すみません。

（企業局）

企業局の林でございます。お世話になっております。

ナンバー186の小水力発電の整備，運用の関係で御質問を頂きました。

小水力発電の普及拡大というのは，災害時の非常電源としての活用や，自然エネルギー

自給率の向上ということで非常に重要であることから，企業局としても自然エネルギーの

普及促進の取組を進めておりました。

昨年度，小水力発電の事業候補地，県内の自治体の方で１か所ございまして，普及には

地域の自治体の協力を得た上で進めていく必要があるため，計画を立てて進めておりまし

たところ，記載のとおり地元関係者の一部地権者以外の方が建設に反対の意向がございま

した。そして，地元自治体が仲介というような形で調整を行いましたが，結果的に地元関

係者の同意が得られなかったということで，やむなく休止の判断をさせていただき，現在

のところ昨年度の候補地の地点での整備というのは非常に困難というふうに考えておると

ころでございます。

ただ，一方で小水力発電の普及拡大というのは非常に重要でございますので，24市町村

自治体に対しアンケート調査を行ったところ，昨年度１市１町，二つの自治体におきまし

て非常に前向きな意見を頂きました。今現在候補地２か所におきまして河川の流域データ

や，地形の測量など，事業化に向けたプランを策定し，それを企業局とその候補である地

域の自治体の職員と連携し事業推進チームを立ち上げ，地域の意向を十分反映した形で事

業化できるように進めておりますので御理解いただきたいのと，今後ともそうした候補地

をより活用して災害時の非常電源の活用モデルとして構築できるように，小水力発電の普

及拡大を進めてまいり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）

今ので，よろしいでしょうか。

（Ａ委員）

はい。

（会長）

では，二つ目，109ページの196番お願いします。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

土地改良区及び漁協におけるＢＣＰについて，関連して御質問を頂いております。

ＢＣＰにつきましては，速やかな災害時における復旧でありますとか，被災の軽減を図

るために非常に重要なものであるというふうに考えておりまして，当計画におきましては

計画期間中の令和４年度までに沿岸部の漁協の全て，また土地改良区については津波浸水

区域にあったりですとか，中央構造線の活断層上にある基幹的水利施設を管理する土地改

良区全てにおいてＢＣＰを作成しようというような形での計画ということでございます。

先ほど，人づくりというお話がございましたが，ＢＣＰについてはその中身で当然計画

を策定するに当たっては組織でそういった部分を議論するという形でのお話でありますと
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か，あと具体的にそれを動かしていくとか，あるいは伝達するというところでの，まずこ

れを作ることによりまして組織における体制づくりというのができるというふうに考えて

おります。

さらに，この中においては各種点検とか以外に平時における訓練，研修の実施というも

のも組み込んでおるということでございますので，いわゆるこのＢＣＰを作った後にそれ

を実地で訓練検討する中でそういった災害対応における組織づくりであったりとか，人づ

くりというものも進んでいくものというふうに考えております。以上でございます。

（会長）

よろしいですか。

御意見三つあったうち，質問はこの二つ，最後のも御質問。

（Ａ委員）

大谷川のいわゆる特定外来植物の駆除は是非，市との協力体制で実施をしてもらいたい

ということと，コウノトリについてもいわゆる耕作放棄地がやはり大分存在をしておりま

すので，そこにビオトープを作って餌場を作ると，コウノトリに定着をしてもらうような

環境づくりを進めるという，そういうことで是非お願いをしたいということです。

（会長）

はい，分かりました。是非お願いしたいと，これ御意見ということで，はい，了解です。

それでは，続きまして，ほかに御意見いかがでしょう。

無しということでよろしいのでしょうか。もしあれでしたら，先ほどに戻って。

Ｇ委員，はい，どうぞ。

（Ｇ委員）

159ページの286なのですけど，鳥獣被害です。

すごく頑張って500万ずつ減らしてくださって，本当に大変というのは思うのですけど

も，本当に全県的に大変なんです。佐那河内の方とか椿の方が村興しでサツマイモとか植

えて乾燥物で出したりとかいうふうにしようと頑張っていらしたのですけど，95パーセン

トぐらい皆食べられてしまう。

今，私市内，川内なのですけど，川内でもカラスの被害とかヒヨの被害とか，稲も抜か

れるとか。人口が都市に集中するほど山間部に動物たちが増えて，ずんずん降りてきてい

るという。これをどうにかしろという方が無理というのは私も良く分かるのですけど，本

当に中山間，都市部にも北島町にイノシシが出たとかありまして，川内にもサルが出まし

て。何とか非常に頑張ってくださっているのですけど，より一層御支援いただけたらと思

います。すみません，お願い事なのですけど，お願いいたします。

（会長）

はい，分かりました。

ほかにいかがでしょうか。

はい，Ａ委員，どうぞ。

（Ａ委員）
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一点だけ。

６月県議会の中で，コロナ対策としての緊急対策が議論をされて，五つの柱確認されま

したよね。先ほどＪ委員のお話ではありませんのですけど，県民にこの五つの柱がどれだ

け浸透しているのかというふうなことは求められると思うのですよね。

それは作ったはいいけど，県民の方があまり知らないというのでは，せっかく知事はじ

め県の職員の皆様方が当初予算のやりくりをしながら，緊急対策として財源を作って政策

として，徳島県版として作った訳ですから，あらゆる機会を通じてやはり周知をする必要

があるのではないかと。

聞くところによりますと，県庁初めての若年者，中堅，そしてベテランのいわゆる全世

代からなる新型コロナ対策政策創造・情報発信タスクフォースというのが誕生した，立ち

上がったというふうにお聞きをしたのですけれども，是非，そういうところから具体的に

県民の皆さんにこういうときにはこういう給付がありますよというようなことが発信がで

きる，より県民に見える化っていいますかね，見たらすぐに分かると，こういうときはこ

こへ行くというようなことができれば，せっかくのこの政策も生きてくると思うのですよ

ね。

マスコミなどでも多分報道されてますけども，そういう周知活動を県の方々に是非お願

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。

（総合政策課）

先生，よろしいでしょうか。

（会長）

はい，どうぞ。

（総合政策課）

失礼します。私実はそのタスクフォースのリーダーをさせていただいております，総合

政策課長でございます。

御提言，非常にありがとうございます。そういった御意見，真摯に受け止めて，今後の

広報に努めたいと思っております。

今，実は県庁の方でコロナ対策のポータルサイトというのを立ち上げておりまして，そ

ちらのポータルサイトの方で，まさに先ほど委員の方から御指摘いただきました五つの柱

に沿って，県民の皆様，利用者の皆様に対する支援制度を取りまとめた資料を公開してい

るところでございますが，確かにまだ周知については十分ではないところもあろうかと思

いますので，タスクフォースのメンバーの中で今後十分検討しまして，より分かりやすい

広報の方に努めてまいりたいと考えております。ありがとうございました。

（会長）

はい，ありがとうございます。

いかがでしょうか，御意見。
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（田中監察局長）

すみません。この機会をちょっと頂きまして。

先ほどＦ委員から非常に中身の濃いといいますか，我々一番気にしている質問を頂きま

して。それは先ほど例えば初年度からＢであるとか，あるいはＣであるとか，そういう事

業が割とあるのはどうしてかというところでございまして，実はその辺については，今日

委員の皆様から質問があるということを考えておりまして，後ろのメンバーは全部想定を

備えているところではございますけども，一つ私ども事務局の方から申し上げておきたい

のは，やはり新型コロナと政策評価の関係でございます。

例えば，政策評価，昨年度ということですけども，年度末に大きな行事があった，例え

ばマラソン等は行事ができずに沈んでしまったものでございます。

また逆にテレワークみたいな，委員さんからも話がありましたけども，テレワークのよ

うな事業は逆に追い風が吹いてくると，そういったところもございます。

そういう，これから新しい生活様式が始まる中で，今，現下，今年度に起きている事象

の評価を来年にするに当たりまして，やはり政策評価の考え方も少し変えていかなければ

いけないのかなというふうな，そういう問題意識を持っておるところでございます。

ＥＢＰＭというのでしょうか，Evidence-based Policy Makingという言葉もありますけ

ども，こういう非常事態の中においては計画はもちろんあるのですけども，その中身，数

字の中身をもう少し整理していくという必要性もあるのかと思っておりますので，その辺

は我々の方も十分分かっておるということで，御理解いただきたいなと思っております。

あと，現実問題として今７月の段階ですけども，総合政策課長の方からタスクフォース

の話もありましたけども，新型コロナウイルス関係の予算が既に数百億円計上されている

と。

これは一つの部の予算をはるかに超えるような予算であるということも事実でございま

して，そういったものがどういうふうに政策評価に溶け込んでいくのか。

あるいは全く別の世界で評価していくのかということも，それも考えなければいけない

問題かなというふうに考えておりますので，来年の評価につなげるという話ではございま

すけども，そういうところは問題意識を持って事務局としても臨んでいきたいというふう

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。

いかがでしょうか。

はい，どうぞ。Ｃ委員。

（Ｃ委員）

はい，ターゲットの２というのは，「強靱とくしま・安全安心」の実装ということで，

特に後の方の安全安心の中でいうと，重点戦略の３は命と健康を守るというところなので

すけれども，いろんな施策の数値目標を挙げていただいてはいるのですけど，最終的にそ

れらが総合的に効果を発揮して，最終的にどうなんだというのを見る数値とすると，やっ

ぱり健康寿命が何歳ぐらいまで伸びるかというところが，最終的に出てくる数字だと思う

のですけど，そういうものを数値目標にするというのはなかなか難しいのでしょうか。

できれば，むしろそういうものを，健康寿命を上げていくというのを数値目標にして，

いろんな具体的な施策をやっていただくと，そういう感じが分かりやすいのではないかな
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とは思うのですけれども，その辺はいかがでしょうか。

（会長）

こちらの計画の立て方として，ターゲットごとにボンと主要な大きな数値目標があって，

その下に重点戦略や主要施策があって，またその下にそれぞれの事業があるというのでは

なく，この行動計画の場合は，それぞれの事業に数値目標が対等にあって，その束が主要

施策の評価というふうになっているので，計画の作り方とちょっと合わないのかなとは思

います。

ただおっしゃるようなやり方はむしろこちらではなくて，総合戦略の方は，おっしゃっ

たような形でＫＰＩの大きいものがドンとあって，あとそれぞれほかもあってという形に

なっているかと思いますので，２種類ありますので，おっしゃるようなやり方のプランも

あれば，横並び的に広く入っているものもあるという状況なのかなとは思います。

ただ，評価の仕方としてそういう考え方もありだとは思うのですけども，現状はそうい

うふうにはなっていないかと思います。

ただ，分かりやすさとして，この中でも特にこれが代表的ですよねというのがあって，

見せるというのはあるかもしれないのですけど，その辺りは施策によってこれがこれとい

うのがあるのもあれば，そうでない，いろいろあるかもしれないですね。

この場で結論的なところまではちょっと難しいと思うのですが，そういう御意見。

（保健福祉部）

すみません，お待たせいたしました。

健康寿命について御質問いただいておりますが，整理番号で56番のところに一応数値目

標として掲げて展開をしていこうということで掲げております。

健康寿命の延伸ということで数値目標を掲げてやっておりますが，このデータなのです

けど，毎年という形で出ているものではございませんので，直近の数字の方を紹介させて

いただきます。

本県でいきましたら，平成28年の健康寿命をデータとして持っておりますが，男性は71.

34歳，女性は74.04歳ということで，前回は平成25年となるのですけれども，男性におき

ましては69.85歳より1.49年上昇していると。

女性は平成25年になりますけれども前回73.44歳より0.6年向上しているというふうな形

で，改善はされているということでございますけれども，全国順位で見てみましたら男性

につきましては平成28年直近データでございますけれども44位，それから女性は43位とい

うふうな状況となっております。

この健康寿命を延ばしていくということで様々な取組が必要ということでやっておりま

す。

例えば，健康徳島運動ということで，一つの体制を持っております。官民挙げての体制

を持っております。

みんなでつくろう！健康とくしま県民会議ということで，これを立ち上げておりまして，

この中で官民挙げて様々な取組を進めております。

例えば阿波踊り体操，これ皆様はもう御存じと思いますが，これの普及でありますとか，

食の関係でございますがヘルシー阿波レシピの普及等がございます。

さらに，ウォーキングということで徳島中央公園の方なのですけれども，ウォーキング

ステーションを開催いたしまして，令和元年度参加者，徳島中央公園で第２，第４金曜日
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でございますけれども，307人を参加いただいております。

それから，健康とくしま応援団ということで，例えば食の環境づくりとか，たばこ対策，

県民の健康づくりをサポートする環境整備に取り込まれている事業者の方，店舗の方につ

きまして，健康とくしま応援団ということで，そういうふうな事業所になっていただく，

登録していただいて推進をしていただくというふうな，いわゆる仕組みづくりということ

もやっております。いろいろ各方面からそういうふうな取組を進めてやっております。以

上でございます。

（Ｃ委員）

今，御説明いただいたように，健康寿命を延ばすために，いろんな施策を県もいろいろ

やっていただいていて，それは非常に評価できると思うのですけど，56番を見ても健康寿

命は延伸というだけで，具体的に何歳ぐらいまで引き上げるという目標値は出していない

ですよね。それを出すのはちょっと難しいという感じなのでしょうか。

（保健福祉部）

どこを目標としてやっていくかというところの視点だと思いますけれども，この健康寿

命，当然延ばしていく，非常に重要なことだと思います。

どこを目指して，どこを終点として目指してやっていくかにつきましては，なかなか数

値として設定するのは非常に難しいと思うのですけれども，全国の状況，徳島県は今かな

り下の方に位置しておりますので，その辺りの先進的なと言いますか，標準と言いますか

全国の実態，数値も踏まえてどうしていくかという一つの判断があろうかと思いますけれ

ども，なかなか数値の設定というのは非常に難しい分野ではなかろうかと思っております。

以上でございます。

（Ｃ委員）

確かに，本当に目標設定は難しいとは思うのですけど，健康寿命，徳島は意外に低いの

ですね，全国の中で。そこはちょっと十分押さえた上で，これからいろんなことやってい

く必要があるというふうに思います。

（会長）

はい，少し前は，平均寿命との差をなくす，そんなのがあったかと思うのですけれども，

平均寿命を下げたら終わりみたいなこともあって，健康寿命を延ばしていこうという表現

なのでしょうけど，何となくのイメージとしてはまず健康寿命が多分目標で，それを超え

ることはないと思いますので，そんなところもあるのかなと思ったりもします。

いかがでしょうか。もしなければ，議論はこの辺りでまとめたいと思いますが。

Ｌ委員，もし御意見ありましたら，いかがでしょう。

（Ｌ委員）

はい，ターゲット２については，あまりないのですけれども，ただエネルギーのところ

の項目があったと思うのですけれども，数字のところがあまり出てなかったので，まだそ

れは１年目だからというところもあると思うのですけれども，評価がしにくいというとこ

ろもありますけれども，これは一応４年とかというスパンになっていますけれども，４年

のスパンではなくてというところでの話になると思いますから，進捗状況がゆっくりであ
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ったとしても確実に進めていただきたいというのが一つの意見です。

もう一点は，ターゲット２にかかわらない話でちょっと申し訳ないのですけれども，全

般的に資料を読ませていただいて，数値目標の達成率とか，あるいはＡ，Ｂ，Ｃの判定が

今回の資料，すごい良い数字が出てるというか，100パーセントとかＡ判定がすごい多い

ようなイメージを受けたのですけれども，今年度ちょっと評価の基準とかを変えていると

思うのですけれども，それの影響があるのか。

それとも，やはり県の施策として非常に一生懸命努力された結果として数字が良くなっ

ているのか，あるいは１年目だから結果的にハードルを比較的越えやすいからそうなった

のか，それとも単に僕がそういう印象を持ったのがそもそもの間違っているのか，その辺

分かるようでしたら，もし何かイメージとして答えていただけるようでしたらお答えいた

だきたいなという感想を持ちました。以上です。

（会長）

はい。分かりました。ありがとうございます。

二点目の質問，これはよろしいですか。

（事務局）

事務局でございます。よろしくお願いします。

Ｌ委員の二点目の質問，今年の評価の傾向についてどうなのかということでございます。

今回，初年度ということでございます。まず傾向として一つ言えるのは，計画の初年度

はＡ評価が多い傾向にこれまでございました。要は４年間の計画でＡ評価が初年度は多く

て，年度を経るごとにＢ，Ｃが増えてくるという傾向があったのは間違いございませんの

で，その点につきましては，Ｌ委員の御指摘のとおり，そういった傾向に今後なっていく

可能性はあるかもしれないというようなところでございます。これは過去の経緯でござい

ますけれども。

あと，もう一つは，今年の数値の置き方としまして，資料２－１を御覧になっていただ

きますと，施策のところでパーセンテージの形で出させていただいています。

そこがこれまでとの少し数字の出し方の違い，要は今年正確に何パーセント，これは各

事業を平均した段階で施策の平均にさせてもらっていますけれども，そこがより見える化

と最初私が申し上げさせていただいたんですけれども，そういったところで少し数値につ

きましては精査をさせていただいている部分があるというところを二点目御報告させてい

ただきます。以上でございます。

（会長）

はい。どうぞ。

（Ｌ委員）

すいません，ありがとうございました。

単にちょっと思ったのは，方向とか基準が変わる。変わることが別に悪い訳ではなくて，

良い方向に変えるからということで変えていただいたと思いますので，それはそのままい

いと思うのですけど，ただ基準とか方向を変えることで，今までのこういう評価との継続

性が失われるとちょっとまずいかなという懸念がありましたけれども，今のお話で理解で

きましたので，ですから傾向として１年目ということになると，是非とも来年以降という
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ようなところで，１年目は比較的良かったけど，だけど２年目からはあんまりでしたとな

らないような形でという，着実なというか，地道な施策の実行を目指してもらいたい思い

ます。以上になります。

（会長）

はい。ありがとうございます。

それでは，ほかに委員の皆さん方，御意見いかがでしょうか。

はい。どうぞ。Ｆ委員。

（Ｆ委員）

先ほど，なぜ１年目でＢとＣがあるのだというお話をさせていただいたのですけども，

少し具体的に聞こうかと思ったのですけども，いろんな事情が多分あるのだろうなと心の

中で思っています。

ポイントとしては，多分，来年度の計画を作るときにどういうふうに作りましたという

のを，また右側に書いていただいて，こういう計画を作って，実は今年度Ｃで，これをど

う判断して，こういうふうに考えたからこの計画・目標値を立てましたと来年出ると思う

のです。そこにどういうふうに書いていただくかで判断しようかなというふうに思ってい

ます。

ある計画，多分ｖｓ東京で，何年間かやってきてＣ判定が出た目標値が今回もここに出

ていて，でもＣだったというのは，ちょっと。ずっとできていない状況が続いていて，で

もなぜか同じ目標値がついているというところについては，ここの具体的な取組として，

こういうふうに考えてやりましたというところを，今後読ませていただきながら評価した

いなというふうに思いますので，来年以降は，この辺りを詳しく書いていただけると非常

に有り難いなというふうに。なので，あくまでその目標値を立てることが悪い訳ではなく

て，こういう根拠があって，こういうふうに反省するという訳ではないですけど，何か事

情があったからこうなったので，今年度はこういうことを含めてこうしましたというのが，

ここに来年度以降は書いていただけると有り難いなと思いますので，よろしくお願いしま

す。

（会長）

その点，お願いいたします。

ほかにいかがでしょうか。ただいま来年度の評価に向けてというような御意見も頂きま

したが，よろしいでしょうか。

では，ターゲット２の評価について，ここでまとめ，確認をしておきたいと思います。

評価案といたしましては，特に変更はございませんでした。ですから，評価案のとおり

ということでよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

はい，では，そのように決定させていただきます。

またいろいろ御意見いただきましたので，この辺りは委員からの意見に重きを置いてい

るというところできちんとまとめて，そして反映していただけるようにしたいと思います。

お願いいたします。

■閉会
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（会長）

以上で，本日の議事，全て終了ということになります。最後に，事務局から事務連絡を

お願いいたします。

（事務局）

本日の会議録につきましては，石田会長に御確認いただいた上で，県ホームページなど

で公表させていただきたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。

また，次の会議は７月31日金曜日，午後１時30分から当会議室で開催を予定しておりま

す。事務連絡は以上でございます。

（会長）

以上，事務局から説明がありましたが，そのようにさせていただくことでよろしいでし

ょうか。

＜異議なし＞

はい，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。

議事の進行に御協力いただき，ありがとうございました。

また県の関係部局の皆様にも一言御礼を申し上げます。お陰をもちまして有意義な会議

となったと思います。ありがとうございました。マイクを事務局にお返しします。

（監察局長）

監察局長の田中でございます。最後に一言，御挨拶を申し上げます。

石田会長，そして委員の皆様には長時間にわたり，そして活発に御議論いただきまして

ありがとうございました。

本日，御議論いただきました評価結果，あるいは御意見，御提言につきましては，提言

書として取りまとめ，総合計画審議会や地方創生“挙県一致”協議会に提言してまいりた

いと考えております。

また次回の評価も，どうぞよろしくお願いいたします。

本日は誠にありがとうございました。


