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令和２年度 県政運営評価戦略会議（第２回）

１ 日 時 令和２年７月３１日（金）午後１時３０分から午後４時まで

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 山根 泰典 危機管理環境部副部長

加藤 研二 佐々木 季裕 政策創造部大学・産業創生統括監兼副部長

近藤 明子 黄田 隆史 経営戦略部副部長

坂本 真理子 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 藪下 武史 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

平井 琢二 教育委員会事務局副教育長

富田 勲 警務部企画課企画調整官

酒巻 英紀 監察局次長

ほか

（会議次第）

１ 開 会

２ 議 事

（１）「『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

（２）「とくしま目安箱」等に寄せられた建設的な意見・提言の採択について

（３）「とくしま目安箱優秀提言」表彰候補の選考について

３ 閉 会

（会議概要）

１ ターゲット３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））

２ ターゲット３の質疑及び評価の決定（資料２－１，２－２及び３）

３ ターゲット４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４の質疑及び評価の決定（資料２－１，２－２及び３）

５ 「とくしま目安箱」等に寄せられた建設的な意見・提言の採択（資料４）

６ 「とくしま目安箱 優秀提言」表彰候補の選考（資料５－１，５－２及び５－３）
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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２回県政運営評価戦略会議を開催させていただ

きます。

議事に入る前に，今追加資料の御説明ございましたけれども，Ａ３の資料３の差し替え

資料の一番上にページ番号で申しますと135ページと記載している資料がございます。

こちらは２週間前の第１回の会議で評価が保留となっておりましたターゲット２の「が

ん対策の充実強化」の実績が判明した資料でございます。

こちらの施策も本日併せて御審議をと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

それでは，石田会長，議事の進行をよろしくお願いいたします。

■議事１：「『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

（会長）

それでは，議事に入らせていただきます。

皆様議事の進行に御協力のほどよろしくお願いいたします。

議事１に入ります前に，先ほど事務局から説明がありましたターゲット２の主要施策「が

ん対策の充実強化」の評価を行いたいと思います。

お手元，差し替え資料になりますが御覧ください。

ターゲット２，主要施策２につい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，未達成の施策，事業の隘路克服に向けたアドバイス，あるいは資料２－１記載の
あい ろ

評価案に関する御意見，何からでも結構でございます。

挙手のあと発言をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

よろしければ，特に御意見ありませんようでしたら評価案のとおり決定ということにし

たいと思いますが，いかがでしょうか。

＜異議なし＞

では，評価案のとおり決定したいと思います。

では，議事１「『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」の評価に入りたいと思います。

本日は，「未知への挑戦」とくしま行動計画のターゲット３及び４の評価を行います。

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３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３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）

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３の評価に
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つきましては，午後2時35分頃を目途に終えたいと考えております。御協力をお願いいた

します。

ターゲット３について，特に評価案が要注視，要改善の施策を中心にしながら委員の皆

様から取組や実績の詳細な内容の理事者への質問，未達成の施策事業の隘路克服に向けた
あ い ろ

アドバイス，あるいは資料２－１記載の評価案に関する御意見，何からでも結構でござい

ますので，挙手のあと発言をお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。では，Ａ委員。

（Ａ委員）

昨日の新聞なのですけれども，「剣山世界農業遺産推進協，新たに59品目ブランド認証」

という記事が出ておりまして，どんどんやられているのだなというふうな感をもちました。

と申しますのは，ちょうど去年の今頃に阿波踊りを兼ねまして，私の母校の元学長と農学

部長がお見えになったのですね。

農学部長には，前々から是非行きたいところがあると，徳島は私の第２のふるさとだと。

県南はきゅうりタウン構想に明治大学農学部がかなり深く絡んでおりますので，そちらは

一応見たと。

もう一つは，県西部の方で世界農業遺産に指定をされているということで見に行ったの

ですが，農業遺産に登録を受けるというところまでも，あの急勾配の坂と同じように，こ

れは大変な道のりだったと思うのですが，実際に現地に足を運んで見て，これ維持するの

は大変だなと。

まず農家の方が非常に高齢化していて，それをどうやって維持していくのかいうふうな

ことですね。それから，農地が余っているような状況において付加価値を付けないと，な

かなかいわゆるペイしないだろうなと，生活が成り立たないだろうなということを感じて

おりましたので，昨日の新聞をうれしく拝見させていただいたのですが，西部県民局並び

につるぎ町辺りとの連携についてお教えいただきたいのがまず一点。今言ったのは主に番

号でいうと355番のところに私は印を入れております。

それからもう一つは400番です。実は徳島県で，これはある部分やむを得ないですが合

区になりましてね。実は高知との合区で参議院選挙では，前回は高知が実は最下位でした。

今回は徳島が最下位だったのですね。

これはもう致し方ない理由もあると思うのです。それで私も実は明るい選挙の役員をさ

せていただいておりますので，私の責任でもあるのですが，将来のことを考えますと主権

者教育ということが非常に重要になろうかと思うので，この辺りも教育委員会のお取組に

ついてお話しいただけたら有り難いと思います。以上二点をお願いします。

（会長）

はい，ありがとうございます。二点，意見，質問がございました。

では，お願いいたします。

（西部総合県民局）

西部総合県民局でございます。よろしくお願いいたします。

世界農業遺産についての御意見，御質問を頂いております。

世界農業遺産につきましては，平成30年の３月に，にし阿波の傾斜地農耕システムとＡ
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先生がおしゃいましたように，すごい傾斜地，傾斜のある所で蕎麦を作ったり，ごうしゅ
そ ば

芋を作ったり，それぞれ採れる品目は少量でございますけれども，いろんな種類のものが

特色のあるものができるというところで認定をされたところでございます。

にし阿波の２市２町と言いますと，この世界農業遺産に併せまして，他にも食と農の景

勝地，それから観光圏というトリプルの認定を受けている。これが日本で唯一このにし阿

波地域だけということでございます。

こうしたものの特色を生かしまして，観光誘客はもちろんなのですけれども，農業の面

でも所得の向上といった経営，その経済効果を上げていく必要はあるというところでござ

います。

そういう点から，まず一つは世界農業遺産のブランド。これを昨年度におきましては二

回認定をして合計32件を認証，今年度に入りましても先日また一回認証をしてございます。

こうしたものをしっかりとＰＲをしていくということで，そのつるぎ町との関係という

ところなのですけれども，実はこの世界農業遺産の協議会，つるぎ町が事務局，つるぎ町

長さんが会長さんということで，先日も総会を行ったのですけれども，つるぎ町中心にな

っていただきまして，県民局としても様々な農業の面でのいろんなアドバイスであったり

支援をしたりとか，それからまた観光の面でも着地型旅行商品ということで，にし阿波な

らではの農業の現場の状況を見に行くツアーを組みましたり，外国人の皆様も含めてＤＭ

Ｏを中心として旅行商品づくり，こういうコンテンツの磨き上げ，これをしっかりと行っ

ているところでございます。

コロナの関係でちょっとこれからなかなか厳しいというところはありますけれども，今

だからこそできるということで，農家の皆さんのコンテンツの磨き上げであるとか，農泊，

農家民泊，そちらの方でのスキルアップセミナー，それからコロナ対策へのいろんな研修

であるとか，そういったことも十分これから進めて，今もう既にかかっているのですけど，

農業の面でのその経済効果，それから観光誘客という両方の面で一緒に一生懸命頑張って

取り組んでいきたいと，成果を上げられるように取り組んでいきたいと思っております。

（教育委員会）

教育委員会でございます。主権者教育につきまして御質問を頂戴したところでございま

す。ありがとうございます。

御承知のとおり，知事部局と教育委員会が一体となりまして徳島教育大綱という県全体

の教育指針をつくっているところでございまして，昨年度その改定もあったところでござ

います。

その大綱の中に，社会をまさに自分ごととして捉えます主権者教育の充実，それを図っ

ていこうということをしっかりと明記を改めてしているところでございまして，それに向

けまして，具体的な取組といたしまして，教員の研修会，それから選挙管理委員会や大学

等との連携をいたしました出前事業の充実，それから指導方法の研究展開，それからハン

ドブックによる周知啓発，模擬投票の推進といったことで，体系的にここはしっかりと取

り組んでいこうということで臨んでいるところでございます。

その一環といたしまして，この毎年毎年しっかりと啓発・意識づけをしていく必要があ

るという認識のもとで，この高校生向けのハンドブック，これにつきまして毎年全ての高

等学校の１年生に，全員に配布するというような取組も進めているところでございます。

以上でございます。
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（会長）

他の委員から，御意見いかがでしょうか。

はい，Ｂ委員お願いします。

（Ｂ委員）

182ページの整理番号で328，アンテナショップ関連でございますけれども，過日，徳島

新聞でも大きく報道をされましたけれども，７月24日が徳島県の条例で定めた「とくしま

藍の日」なのですね。

県内でも，藍染めフェアでありますとか特別展，さらに四国大学でも藍染めの取組を展

開していたりとか，業界団体や障がい者団体，物産館などでは東京オリンピックやパラリ

ンピックと関連づけてイベントは開催されていたと。

そういう県内の取組といわゆるアンテナショップとの関連を若干お聞きしたいと思うの

ですけども，アンテナショップにつきまして，ここにも記載のとおり県産品の販路拡大・

販売促進，県内の情報発信基地としての役割を果たしているということでございますけれ

ども，先ほど申し上げました「とくしま藍の日」との関連なども含めて，例えば大谷焼は

秋に窯まつりが開催されていたりとか，その他県産品の中にも，いわゆる県内でのイベン

ト企画もたくさんあるのではないかというふうに思います。そうした県内のイベントとア

ンテナショップからのいわゆる発信であるとか，協働して取組をされているのかどうかと

いうことも含めて少しお聞きをしたいなというふうに思います。

それから二点目は，195ページの農地中間管理機構の関係でございまして，未達の要因

にもございますけれども，マッチングの問題でありますとか，周知不足や農地整備が進ま

ないということでありますけれども，一つ目は機構が借りておられる農地の基盤整備なの

ですけれども，農業者の費用負担に頼らないで進めていくということですけども，その条

件の基準といいますか，どういう農地の基盤整備をされるのかというようなことと，現在，

整備しようとしている件数，それから今日までの実績がどうなっているのかというふうな

ことをお聞きをしたいと。

二つ目は，県独自の新たな支援制度の活用というふうに記載がされておりますけれども，

どのような支援制度で，どう活用するのかというふうなことを少し具体的に教えていただ

きたいと。

三つ目は，新規就農者へのマッチングの状況について教えていただきたいということで

ございます。

三点目は，252ページの整理番号としては458，若者の早期離職の解消策ということで，

前年度内閣府の子供若者白書では学歴別の離職者，離職率が公表されておりまして，就職

後３年で見ますと中学卒業で６割，高校卒業で４割，大学卒業で３割となっております。

全国的な平均でございますので，県内的にもそういう傾向にあるのではないかというふう

に思いますけれども，やはり中学卒業者が離職する傾向が高いということで，このデータ

によりますと１年で約４割が離職するというふうになっておりました。

本人の問題もあると思いますけれども，１年目はいわゆる非正規社員が圧倒的に多いと

いうことで解雇しやすいというそういう指摘もございますし，同時に就職できたとしても

学歴によって正社員としての雇用率が低い実態にあるという指摘もある訳であります。

従いまして申し上げましたように，本人の問題があるにしてもそのような実態の中で雇
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用のミスマッチだけでの視点ということではなくて，実態に即した検討，対策も必要では

ないかというふうなことで，これは意見として申し上げたいと思うのですけども，以上三

点お願いをしたいと思います。

（会長）

ありがとうございます。

それでは順に説明いただければと思います。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

ただいま，委員の方から県外のアンテナショップにおける藍製品の取扱いについての御

質問があったと思います。

まず，県におきましては，ローソンとの包括連携協定の一環といたしまして，東京にお

きましてはナチュラルローソン虎ノ門巴町店を始めまして２店舗，それから福岡にも１店

舗，３店舗に徳島アンテナショップを常設しているところでございます。

また，期間限定のアンテナショップということで札幌に２店舗設置しているところでも

ございます。いずれの店舗といたしましても県外における県産品の認知度向上とか，販売

拡大を図っているところでありまして，こういったような店舗におきましても，服とかス

カーフとか，そういったような藍製品の販売をいたしまして，県産品のＰＲに努めている

というところでございます。

それからもう一点，藍推進月間にちなみまして，県民への藍製品啓発をどうされている

かといったような御質問だったと思います。

今年延期になりましたけれども，東京オリ・パラ公式エンブレムに藍色が採用されたと

いったようなこと。それから阿波藍が日本遺産になったという絶好の機会を捉えまして，

県民の皆様の藍に対する関心や理解を深めて，徳島の藍に関する文化の継承，それから産

業の振興を図るという取組を行っておりますので，本年度につきましては７月の，今月の

終わりですけれども，徳島の藍推進月間を中心に様々な取組を行ったところでございます。

特に，委員の方からお話もありました大谷焼との関係につきましては，７月に県庁ふれ

あいセンターの中で，藍製品と大谷焼のコラボによる藍関連の展示をいろいろ行ったとい

うふうな実績もありますし，県庁内につきましても壁面ブルーアップというふうなことを

して，コロナウイルス対応の医療関係者に感謝を表すとともに，阿波藍をどんどん広める

ということで藍をアピールしているといったようなところでございます。

こういった取組によりまして，より多くの県民の皆様に藍の魅力を知っていただいて，

お一人お一人が徳島の藍の伝承者，情報発信の代理人になっていただきますように，県と

して啓発もしっかりと行ってまいりたいというふうに考えております。

それから，続きまして458番は御意見として承るということでよろしいのでしょうか。

はい，分かりました。

以上でございます。ありがとうございました。

（会長）

はい，どうぞ。
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（Ｂ委員）

アンテナショップとの関連なのですけれども，県民への周知は非常に良くやられている

という説明を今聞きましたのですけども，そのアンテナショップを通じて徳島県の様々な

文化的な製品，藍や焼き物とか，そういうものをいわゆる全国の皆さん宛てにどう発信を

しているのかというふうなことで，そのアンテナショップを通じて，いわゆる地元の生産

者とアンテナショップとのコラボレーションとか，そういうものが，できているのかどう

かということも聞きたかったのです。

（会長）

そのあたり，もう一度いかがでしょう。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

ただいま，委員の方からアンテナショップ等において，県産品のＰＲをどのように行っ

ているのかといった御質問だったかと思います。

県だけではなくて，例えば県の関係の商工団体，例えば商工会連合会あるいは県の商工

会の大会とかにおきまして，アンテナショップという形ではないのですけれども，販路拡

大といったような取組の一環としまして，東京の郊外型の店舗を利用して県産品を販売し

たり，それから工芸品を販売したりといったような形で県産品，農産品のＰＲと販路拡大

を合わせたような取組も行っているところでございます。

それから，県のアンテナショップにおきましても藍製品以外にも県の特産品的なものも

販売をいたしまして，県の品物を県外にも積極的にＰＲをしているところでございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

（会長）

いかがでしょう。

はい，それではお願いします。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

農地中間管理機構を活用いたしました農地集積について三点ほど御質問いただいたかと

思います。

そもそもこの農地中間管理機構でございますが，これにつきましては農業の競争力を強

化して持続可能なものにするために，担い手への農地集積を図るということでございまし

て，25年に国が策定いたしましたプランに位置づけ，実施されておるというものでござい

ます。

県においては，26年３月に機構を指定いたしまして，現在様々な推進をしておるという

ことでございます。

まず，御質問の一点でございますが，その中でいわゆる農地整備の事業について農家の

負担がいらない事業についての部分ということでございますが，これについては農地中間

管理機構関連農地整備事業ということでございまして，そういった事業をするに当たって

最近新たに創設されたというものでございます。
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その要件はという御質問であったかと思いますが，基本的に対象の農地面積が10ヘクタ

ール，中山間地域が５ヘクタール以上とか基本的な条件があるのですが，一番特徴的なの

はその農地で事業をしたあとに，その対象地域の８割以上を担い手に集団化するというの

が一点。

あと事業完了後５年以内に収益性が20パーセント以上向上するというような形で，通常

に比べてそういった要件があるというようなことでございます。

通常でしたら，農地整備をするに当たっては，国県の他に農業者が大体12.5パーセント

程度の負担があるということなのですけれども，こういった要件に該当して採択されれば

公的な負担のみで整備ができるというものでございます。

現在の整備状況につきましては，現在２か所でございまして，平成30年度から工事に入

っておりますのが阿南市の芳崎地区，あともう一点が今年度から工事ということでござい

ますけれども，阿南市の長生中央地区という形で順次，まだできて新しい制度でございま

して，これから順次という形で県では２か所でしておるという状況でございます。

あと二点目が県独自における施策という形でございます。

一点目が通常の部分でございますけれども，こういった部分についていろんな機関が連

携して進めるということでございまして，県の他，いわゆる主体である機構でありますと

か，農業委員あるいは市町村等々含めた農地利用最適化推進委員等というような形での連

携によって進めておるというのがベースでありますが，多分御質問あった新たな制度とい

うことについては，昨年の年度途中からでございますけれども，いわゆる農業者の方の自

主的な取組を後押しするという事業に，県の農山漁村未来創造事業というのがございます。

そういった事業の中に，今年度からの事業なのですけれども，この農地集積型という農

地集積についての後押しをするようなメニューを新設いたしたところでございます。

具体的な中身につきましては，一点目がいわゆるこの機構を通じて農地の貸付けを行っ

た農業者に対し，５年間の短期貸付けの場合についても，一定の協力金を交付するという

形で支援をするというのが一点。

二点目が，いろんな耕作放棄地に対する取組をした者に対する支援というのが二点目。

三つ目が，いわゆる新たな借受けをした担い手が，機械とか施設とかの導入をした場合に

ついての支援を行うという，この三つの新しいメニューを今年度から新メニューとして設

けたというのが県独自の制度という形になります。

最後は，確か機構についてのいわゆるマッチングの状況というのが三点目の御質問であ

ったかと思います。

これにつきましては，先ほども申しましたように平成26年度からこの事業については機

構を通じたマッチングをしておるということでございますが，初年度については38ヘクタ

ール，翌27年度は81，28年度は107という形で順調に伸びてきておったところでございま

すが，昨年度は105ヘクタール，今年度は80ヘクタールという形で若干最近横ばいになっ

ておるという状況でございます。

この中身にいきますと，いわゆるマッチングですので，貸し手と借り手とそれぞれから

御要望をお聞きすることなのですけれども，昨年度の状況で申しますと，借りたいという

希望は207ヘクタールあると。一方貸したいという希望は86ヘクタールという形で，結果，

先ほど申しました80ヘクタールでございますので，現状としては貸付けの希望がなかなか

得られないというところが隘路かなというふうに考えておるということでございますの
あい ろ

で，こういった部分についてのいわゆる貸付けに対する不安とか制度への周知とかいうと
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ころについてしっかりＰＲをしていく必要があるかなというふうに思っております。以上

でございます。

（会長）

Ｂ委員，いかがでしょう。よろしいですか。

はい，それではほかに委員から御意見は。

はい，Ｃ委員。

（Ｃ委員）

すみません。今の農地集積に関する質問というか心配というかなのですけれども，農地

に関しては，その農業生産の機能だけではなくて，皆さん御存知のとおり，生物多様性で

あるとか，遊水池，例えば水源であれば遊水池でその洪水の軽減だとか，そういった機能

がすごく言われている中で，それを他の機能を配慮した上での集積というのがどういうふ

うな仕組みでされているのかなというのが気になりまして。質問というか意見というかな

のですが，お願いいたします。

（会長）

はい。お願いいたします。

（農林水産部）

農地集積についての御質問でございます。

当然，今おっしゃったように農地についてはいろんな多面的といわれるような機能があ

るというのは承知しておるところでございます。

ただ，この機構における集積というのは，既存の農地を権利関係で担い手に集めていく

ということでございますので，農地の総量自体というよりも担い手の方にしっかり，例え

ば高齢でリタイアするのでもう農業ができないというような方から，これから本格的に担

っていきたいという方へ橋渡しをして，いわゆる権利を渡していくという形でございます

ので，基本的な仕組みとしてはそういう御理解をいただければと思います。

（Ｃ委員）

いいですか。

（会長）

はい，どうぞ。

（Ｃ委員）

先ほど，阿南市の長生地区の水田の言葉が出ましたので，例えばあそこは実は重要湿地

に選定されている場所でして，その圃場整備がまだ未整備の所がたくさんあって，そのお
ほじょう

かげでそこにしかいない希少生物がたくさんいるであるとか，非常に貴重な農村景観が残

っている場所なのですね。

だから，もう高齢化でできないというふうな農家の方に，それを誰かに圃場整備するこ
ほじょう

とで農業をしやすくして，農地として受け渡すだけではなくて，その景観だとか生物多様



10

性の価値というふうなところから，その維持保全活用していくというふうなこともできた

らなというふうに思っています。感想です。すいません。

（会長）

はい，特に説明はよろしいですか。

（Ｃ委員）

はい。

（会長）

はい，分かりました。ありがとうございます。

そのほかに，いかがでしょうか。

はい，Ｄ委員。お願いします。

（Ｄ委員）

295番のマイナンバーカードの交付率で判定もＣになっている件なのですが，全国的に

見ても，もちろんマイナンバーカード普及率はまだまだで，全国平均が確か16パーセント

ぐらいで，徳島県は12.8パーセントと全国平均を下回っている感じなのですが。国民一人

一人が何かメリットがないと必要性を感じられないので，なかなか進んでいかないのは分

かるのですけれども，このたびも特別定額給付金のときもマイナンバーカードがあればオ

ンラインですんなりいけたかも，でも暗証番号を忘れた等いろいろ問題がありましたが，

ＣＭでもまたマイナポイント等の宣伝を最近見かけます。

県としても，徳島県ポイントの利用ということで平成29年からされているとのことです

よね。現在のこのポイントがどれぐらいの利用状況か，徳島県ポイントの利用状況をお聞

きしたいと思います。

何か，このポイントを１ポイント交換すると１割増しで高く交換できるとか，少しでも

こうメリットがあれば，利用者も増えるのではないかなとは思うのですけれども。あとポ

イント交換したくなるような名産品とかも用意していただけたら。ちなみに自治体ポイン

トとしてどんな商品が用意されていたのか，人気があった特産品などを教えていただけた

らなと思います。

（政策創造部）

政策創造部でございます。

先ほど質問のありました徳島県のポイント制度なのですが，申し訳ございませんが，今

資料を持っておりませんで，後ほど調べまして御説明させていただきます。

また，委員からお話のありましたように，新しい事業として，国においてマイナポイン

ト事業を開始するところであり，これは令和２年９月から令和３年３月まで，購入額等に

対して25パーセントのポイント付与され，２万円購入されたら最大5,000円分のポイント

が付与される制度となりまして，これに呼応し，県としての新たな独自の取組としまして

プレミアムポイントを付与しようとしております。

この県の事業では，購入額等に対して30パーセントのポイントを付けていくということ

で，１万円購入されたら最大3,000円分ということになりますので，国の制度と併せます
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と，２万円購入されたら合計8,000円分のポイントが付与されることになります。

これはキャッシュレスサービスの導入，これと一緒にセットで導入しようとしておりま

して，ＰａｙＰａｙでありますとか，キャッシュレス事業者と連携しましてそこで使える

ポイントを付与するというような事業を新たに今回導入しようとしております。

確かに，おっしゃるようにまだ今のところ，全国的な傾向なのですが，マイナンバーカ

ードの取得がかなり低迷しておりますので，今回のこの事業を起爆剤としまして，県とし

ましては積極的に取組の推進を図ってまいりたいと考えております。

（会長）

よろしいですか。

はい，そのほかいかがでしょうか。

はい，Ｅ委員。

（Ｅ委員）

差し替え資料の357番で養殖のことなのですけれども，私はちりめん業者です。

御存じのように養殖もしていませんので漁に出ています。本当に養殖になったら有り難

いなと思うのです。というのは，爆漁とか，本当にこの今年６月末から７月の最初に掛け

て，本当にもうしらすでしらすで仕方なかったのです。

というのは，朝８時から夕方６時ぐらいまで機械が止められない状態で，それが和田島

中全部です。

時間は決めているのですけれども，漁師ですから船が進んでいく所に魚がいるのが分か

っているから，網を絶対揚げられませんよね。ただ２，３年前から青年部の方がこれから

の資源確保のために時間を早くしてくれということで，２時までの操業ということで決め

たのですけれども，それでも多かったのです。

でも，最後には本当に氷もドンドンやって氷代だけでも何万もいるぐらいの量だったの

ですね。実際この７月に。

この２週目ぐらいにちょっとお天気が悪かったので，10日ほど休みました。初めて。そ

したらカタッといなくなったのです。本当に安定していないのですよ。

だから，うち息子二人は漁業を継ぐと言っていますけれども，大手を振って，家の仕事

をしていきなさいと今だったら言える状態ではないのです。

だから，引き続き計画的に新たな養殖魚種の試験を実施すると書いてありますので，是

非ちりめんを考えていただければと思います。そしたら安定しますので是非お願いいたし

ます。

あともう一つ，資料の343番にクルーズ船のことがあるのですけれども，何回か何年か

前からクルーズ船も来ています。大きな船は赤石埠頭に着きます。
ふ と う

もちろん，うちの家からも見えますし，うちの家の前の海を通っていくので大きなビル

が街が動くような感じなのですけれども，コロナの影響とかでこれからも引き続き呼び込

むようにと書いてあるのですけれども，最初に小松島に着きますよね，小松島和田島に。

全然，地元の者に話がなかったのです。

物販ということも全然なかったので，何回か私も女性部として，いろいろすまし汁とか

おもてなしができることをやりますよと話をしたら，お汁が残ったらその後始末に困ると

か言われたので，それだったらもうしませんと。



12

いろいろな県外の方，アジア系の方かと思うのですけれども，好き嫌いもあるのでちょ

っと難しかったのかなと思ったりもするのですけれども，地元に先に話をしてほしいので

す。というのは，観光バスが何十台も，徳島県内だけでは間に合わないから，県外からも

呼んで何十台もいますよね。そしたら車も一車線しかないし渋滞しますし，道はガタガタ

になっていますよ。バイクとか自転車が通ったりしたら危ないぐらい。

チップと貨物船とかも着くので，トラック等も通ったりするのですけれども，道はガタ

ガタになりますし，ただこのクルーズ船で地元にもちろん呼んでいただけるのはいいので

す，県内の活性化になって。

でも，まず地元に声がけをしていただいて，うちの方はワカメとかいろいろ乾燥品もあ

りますから，それを物販できるような感じでやっていただければなと思います。お願いい

たします。

（会長）

養殖とクルーズ，二点でございます。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

357番の養殖に向けた新品種の改良について，取組について御説明させていただきたい

と思います。

これまで養殖については，赤潮とか疾病対策等々いろいろやってきたところなのですけ

れども，近年，特に地球温暖化によりまして磯焼けによる藻場の減少でありますとか，南

方系の魚類の増加などが発生しているというような状況もございまして，昨年度，令和元

年度には，いわゆる南方系の高級魚であるキジハタを，しかも環境の影響を受けにくい陸

上の施設についての養殖という形での研究をいたしました。

併せて，餌について，いわゆるユズの皮を餌に使うというような形で，そういった状況

なんかも併せて今，研究しているという形でございまして，新技術については徳島大学さ

んとか阿南工業高等専門学校さんとか，徳島文理大学さん，四国大学さんと県でマリンサ

イエンスゾーンに関する協定という形で，いろんな関係機関とも連携をしながら新技術と

いう形でやっておりますので，この養殖以外にもいろんなことをやっているということで

ございます。

今，引き続いてという形で頂きましたので，そういった技術を着実に進めてまいりたい

と考えております。以上です。

（県土整備部）

続きましてクルーズ船の点について，お答えさせていただきます。

クルーズ船につきましては，状況を説明させていただきますと，令和元年度におきまし

ては，過去最多の15回の寄港が予定されておりましたけれども，新型コロナの影響とか台

風の影響とかがありまして７回は中止になって，８回の寄港をしております。しかしなが

ら，過去最多の２万人を突破いたしまして，２万1,000人を超えた来客者数を記録してお

ります。

新型コロナの関係で，今年は既に８回寄港の予定のところが７回中止になりまして，あ

と１回は未定ということになっているところでございます。
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地元との関係ということでございますけれども，委員のおっしゃるように，もちろん市

と連携をいたしまして，港にぎわいづくりであるとか，受入れとかをやっていかなければ

ならないというふうに考えておりますので，今後とも市と連携をさせていただいて，また

地元の方でも受入れに御協力いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

（会長）

よろしいですか。

細かなところで，すいません。資料「ＭＳスプレンディダ」となっているのは，「ＭＳ

Ｃスプレンディダ」ですかね。

ほかにいかがでしょうか。

はい，Ｆ委員お願いします。

（Ｆ委員）

大学の仕事をやっていますので，今日は教育とか人材育成の関連に絞って，質問です。

一つは，166ページの上の方なのですけれども，第４次産業革命関連講座というのを開

設されたというのが載っているのですけれども，今，技術革新がものすごいスピードで進

んでいる中で，そういうことに対応できる人材の育成というのは非常に重要だというふう

に私自身は思っておりまして，大学としても力を入れていかなくてはいけないなと思って

いるので，この講座はどんな内容の講座をやっていらっしゃるのかという関心があるのと，

受けられた方はどういう方が受けたのかというのを教えていただきたいというのが第一点

であります。

それから，225ページの整理番号408なのですけれども，そこのところはＣ判定になって

まして，一番右側のところの「未達の要因及び課題※１」というところで書いておられる

記述を見ると，従前の「知識」に関する問題と「活用」に関する問題が一体化されて，か

つもともと本県が弱かった活用タイプの問題の割合が増えたことが大きな要因となってい

るのですけれども，知識の問題と活用の問題と両方あるのですが，どっちかといえば知識

よりも，それをいかに活用するかというところの方がより重要なのではないかと思うので

すけど，それがもともと本県が弱いというのはちょっと大きな課題ではないかなと思うの

ですけれども，その辺なぜそういうことになっているのかというのを教えていただきたい

というのが第二点であります。

それから238ページです。431番で，地方創生の若手リーダーを育成するため，いろんな

場を提供しますということで，いろんな集まりをやられてアイデアを出してもらわれたら

しいのですけれども，具体的にそこで集まった若い方々からはどんなアイデアが出てきた

のかというようなことが，もし分かれば教えていただきたいと思います。以上です。

（会長）

はい，ありがとうございます。

では，順番にお願いできれば。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

まず，第４次産業革命関連講座の中身，それから受講者数についての御質問だったかと
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思います。

県におきましては，中小企業の強い組織づくりの支援のためということで，セミナーを

通じまして経営の核となります人材の育成，それから経営課題を解決するための専門家派

遣を一体として実施しております平成長久館という事業を行っておりまして，この中でＩ

ＣＴを有効に活用して新たな働き方の構築，あるいは経営力向上に結び付けるためという

ことで，第４次産業革命関連講座の充実を図っているところでございます。

令和元年度につきましては，経営トップを対象といたしましたＩＣＴ活用推進トップセ

ミナー，担当者のスキルアップのためのＩＣＴ活用工事現場講習会，こういったような新

たな研修を実施したということで計画の目標を達成したというところでございます。

今年度につきましては，新型コロナウイルスの感染拡大の防止ということで，なかなか

セミナーとか座学という形式が取れないのですけれども，ソサエティ5.0の対応といった

ようなことでも平成長久館特別塾ということで，イノベーションベースで行われておりま

す企業家の養成のセミナーとか，そういったことも活用もしまして事業を進めてまいりた

いというふうに考えております。

この第４次産業革命関連講座だけの人数というのは，今手元に数字がございません。ま

た確認をいたしましてお答えをさせていただけたらというふうに存じます。どうぞよろし

くお願いいたします。

（Ｆ委員）

ＩＣＴといっても広いのですけど，ＩｏＴに関連するような講義とかそういうことが主

な内容だったのでしょうか。企業の方々が対象であれば。

（商工労働観光部）

今，講座の中身についてお問合せを頂きました。

講座の中身につきましては，そうですねＩｏＴも大きな意味合いがあろうかと思うので

すけれども，例えば起業をするときに，どういったような最先端技術を活用できるのかと

か，あるいはＩｏＴを活用してＥＣサイトのようなところで事業を広げていらっしゃる方

の講義をしていただいたりというふうなところで，企業の皆様方に講座を受けていただい

ているといったようなところでございます。以上でございます。

（会長）

よろしいですか。

（Ｆ委員）

新しい技術革新に対応するような人材というのは，本当に重要なので，こういう関連を

大学もいろいろやっていかなくてはいけないですけれども，行政の方でもいろいろやって

いただけたらなと思います。

（会長）

はい。

（教育委員会）
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続きまして，教育委員会でございます。

令和元年度の全国学力調査の結果を踏まえてということで，御質問・御意見を頂戴した

ところでございます。

今回目標を達することができなかったということで，その点については重く受け止めて

いるところでございまして，ただ改善の余地は大いにあるということで考えているところ

でございます。

まとめて申し上げたいと思いますが，結果といたしましては，小学校の国語・算数，そ

れから中学校の国語・数学ともに全国平均正答率を超えられなかったという事実がござい

ます。

そういう状況の下で，全国順位を見てみますと小学校におきましては，国語・算数を総

合いたしましての全国順位は今回は35位ということで，平成30年の40位からはランクアッ

プしているという状況がございます。

一方で，中学校におきましては，国語・数学の総合順位，今回30位ということで，実は

その前年度は12位でございましたので，そこはダウンしているという状況がございます。

昨年度におきましては，この調査は４月に行われまして全国の結果が７月に公表された

ところでございまして，それを受けて直ちに県教委といたしまして新たな取組として，鳴

門教育大学さんと本格的な連携協力を仰ぎまして，分析それから課題の抽出を一緒になっ

てしていただいたという状況がございまして。総じて申し上げますと，先ほど委員からお

話がありましたように，知識面よりも活用面の方に課題があるという状況がございまして，

例えば国語ですと，小学校の国語でございますと，説明や解説などの文章を比較するなど

して読んで自分の考えや理由を明確にして，まとめて書くことに課題があるというような

課題が出てきたと。数学についても記述式の問題について少し弱いという課題が改めて出

てきたところでございまして。それに対しまして，ここも鳴門教育大学と県教委の連携の

学力向上部会を基に，具体的な向上に向けた工程表を策定いたしまして実行をいたしてい

るところでございます。

具体策としまして，例えば授業というのが非常に重要でございますので，課題克服のた

めのモデルとなるような授業例を作成いたしまして，それを既に実践をしていると。

それから，各学校における主体的な改善も重要であるという認識の下で，全学校におい

て学力向上実行プランというのを策定しておりまして，学力向上推進リーダーも設けてお

りまして，そのリーダーシップの下で進めていくといった様々な工夫を凝らしながら教育

の質の向上，それから児童生徒の学力の向上に県教委を挙げて取り組んでいるという状況

でございます。以上でございます。

（会長）

はい，どうぞ。

（Ｆ委員）

いろんな知識を吸収して，それを活用する能力というのはこれから特に重要だと思いま

すので，そちらの能力を是非伸ばすような，いろんな教育を展開していただければと思い

ます。よろしくお願いします。

（未来創生文化部）
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未来創生文化部です。431番の若手リーダーを育成するため，若者が様々な立場で未来

志向で対話する場ということで御質問を頂いているのですが，これは二つありまして，平

成27年度よりフューチャーセッションということで，人を非難することなく，いろんな意

見を出してそれを自分たちに取り入れていただこうということで，昨年度は一つは若者未

来創生事業ということで参加者が62人。

それからもう一つ青少年講座，キャリアデザインカフェということで，ここの中で76人

が参加を頂いている訳でして，またあとで，昨年度の取組について報告したいのですが，

基本的にはここの中で例えば子育ての話とか，それから地方創生とか若者ができる未来を，

街をどう作っていくのかとか，そういうことなんかをテーマにしてそれぞれの方が意見を

出していただくということで，またここで意見を出したり県政運営に将来お力添えをいた

だけそうな若者の方については，後々はその方が大学だったり社会人で県内にいるのであ

れば，できたら県の審議会とか各種施策とかそういう所へ，方針決定の過程に参加できる

ように誘導していこうということも狙いとして進めておるものでございます。

（Ｆ委員）

是非，そういう方向で推進をしていただければと思います。

（会長）

よろしいですか，はい。

それでは，Ｇ委員。

（Ｇ委員）

私は質問ではなくてコメントなのですが二つ，重点戦略２の観光と４の教育についてコ

メントを申し上げたいと思います。

観光につきましては，ここでインバウンドというのを取り上げて，ここに攻めていきま

しょうということが目標とされています。

私は何度も申し上げていますけれども，コロナの前から国内の観光の重みというかボリ

ュームの方がかなり大きいので，インバウンドにはもちろんいろいろとチャレンジしない

といけないというところはあるのですが，国内にもしっかりと目を向けて観光の施策をし

ていかないといけないのではないかなという感想をずっと持っています。

一方で，今コロナの環境になった中で，とくしま応援割とかというふうに県内の移動に

ついてかなりスピーディーに取組をしていただいて本当に有り難いと思っています。

さらにそれで県民がすごく求めていてニーズがあったので更に取組を強化しようという

ところで，本当に早い段階で取組をしていただいたことを本当に有り難く思っております

が，その次の段階で都道府県をまたぐ移動についての旅行というのはかなり全国的にも議

論がなされているところかとは思うのですけれども，次のステップに進むときに観光業と

か，飲食業はもちろんそういう経済的なことももちろん考慮をしないといけませんし，我

々県民の人たちがどういう思いを持って観光のことを捉えているのかというような県民の

この思いというのもしっかりと考慮しながら今後の観光の方向性というのを決めていただ

きたいなというふうに思いました，というのが観光に対する私のコメントです。

もう一方で４番の教育の所なのですけれども，私も先ほどＦ委員がおっしゃっていた学

力が全国平均に至っていないというのはどうしたのだと思ったのですけれども，それは御
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説明いただいて理解したところです。

今ＩＣＴの機器とかを用いて遠隔で教育を受けられるような環境が整いつつある，あと

はコンテンツも充実しつつあるような中です。

その中で，児童生徒の皆さんが本当に平等に教育を受けられる環境でなかったらいけな

いというようなことは思っていますので，今こういうコンテンツが充実してきているのだ

けど受ける機器がないとか，ネットワークというところにも経済的なところもあって支障

があるというような子供たちができないように，そういうところに重点的に取り組んでい

ただきたいというふうに思います。

コンテンツは充実してきましたので遠隔で授業をしたり，遠隔で何か学習をしたりとい

うところでまた学力の向上にもつながっていくかなと思いますので，平等に教育を受けら

れるということを徹底していただきたいというふうに思います。

あともう一点なのですけれども，学校の先生たちが児童生徒の皆さんにこういうコンテ

ンツを提供しないといけないとすごく頑張ってくださっていると思いますので，そこのと

ころにあまり過度な負担が行き過ぎないようなところというのは御配慮いただけたらなと

いうふうに思います。以上でございます。

（会長）

はい，ありがとうございます。

御意見ということなのですが，もし何か御説明いただけるところがありましたらお願い

します。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。御意見を頂きまして大変ありがとうございます。

委員がおっしゃいましたように，インバウンドは現在のところ世界的なコロナ禍拡大と

いうことで，海外渡航の禁止の措置とかが取られていまして，実際に徳島県の観光宿泊数

を見ましても，対前年度と比べると本当に少なくなっているような状態です。

逆に，委員からもお話がありましたように今「県民みんながお出かけ！徳島の魅力再発

見事業」ということで，御紹介いただきましたように大変好評を頂いておりまして，最初

１万泊でスタートしたものが今ではもう４万泊ということで期限も８月いっぱいまで延ば

したというようなところです。

国のＧｏＴｏキャンペーン，ＧｏＴｏトラベルの方も，まだ本格的な姿が見えてないと

ころではあるのですけれども，７月の22日から始まっているということでこれに呼応する

形で「徳島で得するケン」ということで5，000円の金券を差し上げるというふうな企画も

今考えております。

こういった事業を行った折に，事業が終了しましてから観光事業者等から意見を頂いて，

それをまた次の取組に反映させるといったような取組も行っております。以上でございま

す。

（教育委員会）

教育委員会でございます。御意見ありがとうございます。

このたびの新型コロナの影響で，学校においては２か月半に及ぶ長期の一斉の臨時休業

があったところでございまして，その間におきまして児童生徒の皆さんにいかに学びの保
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障を均等に図っていくのか，その重要性を改めて痛感したところでございます。

それを踏まえまして今，国を挙げてということで進めておりますけれども，徳島県も積

極的にＧＩＧＡスクール構想を進めております。

小中高一貫した一人一台のタブレット端末の確保を進めてまいりますとともに，学校で

の高速のＬＡＮ環境も改善してまいります。

それに併せて委員からお話しいただきましたようにコンテンツの充実，それから教えて

いただく先生方の研修をいかに先生方の御負担にならないように効率的に進めていくか，

そこをこれまで以上に留意してやっていきたい。

さらに，家庭での通信環境の確保，そこについてもしっかりと取り組んでまいりたいと

思っております。以上でございます。

（会長）

はい，ほかにいかがでしょうか。

はい，お願いします。

（Ｈ委員）

すみません，時間がないところ申し訳ないです。

Ｇ委員がおっしゃったように観光と教育で付け加えさせていただくと，インバウンド等

も含めて整理番号でいくと325番に観光アプリのことを書いていて，330番にサイトのこと

を書いていて，今回は基本的にダウンロード数とアクセス数ということになっているので

すけども，アプリをどういうふうにダウンロードしてもらうかというところが知りたいの

と，ダウンロードしたときに何か特典が付いているのかどうか，徳島県に来て何かやると

いうことがあるのか。結局は何も付いていなかったらしないということになるし，結局そ

こからサイトにアクセスさせるのかどうか，何か複合的にやらないといけないのと，それ

をしたから徳島に来て何かがあるとか，そういう仕組みづくりが多分必要だと思うのです

けども，そういう点が分かれば教えていただきたいのが一点です。

あと教育の点なのですけども，今オンラインでいろいろというお話があったときに，本

校でも基本的にオンラインをやっているのですけども，やって感じたことは，学生の主体

性がかなり重要になっていまして，学校に来ているといろんな意味で聞かなくてもいいこ

とがどんどん言葉として聞こえるのですけども，オンラインというのは基本的に自分がや

る気がない学生はどんどん落ちていって，やる気のある学生はどんどん進んでいって，僕

らはその判断がなかなか分からないのですね。

となったときにオンラインでやりましょう，僕らのスキルを上げましょうというのも大

事なのですけども，学生の主体性をもっと上げないとより差が広がる可能性が高くて，そ

のあたりをできるだけ集まれるときに生徒さんに教育していただければ有り難いなと思う

ので，これはコメントになるのですけど，そのあたりを後回しにすると後で大変なことに

なるので，そこを注意していただければ有り難いなと思います。よろしくお願いします。

（会長）

はい，観光と教育で，特に観光の方は御質問もあったかと思うのですが，はい，お願い

します。
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（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。ただいま委員の方から徳島の観光アプリ「たびプラス」

のダウンロードのどういった形で活用されるのかという話が一つと，それと活用すること

についてのメリット，二点について御質問を頂いたところでございます。

観光客の利便性を図るという目的で，よりタイムリーで効果的に情報を発信しないとい

けないというところ，それと周遊性も高めるという目的でスマートフォン対応の観光アプ

リ「徳島たびプラス」という名前で平成31年３月に発表させていただいております。

徳島に旅行してみようか，あるいは四国に来られる方は徳島が玄関，関西からですと徳

島ということになりますので，徳島に来られる際にこのアプリをスマートフォンの方に，

ダウンロードして使っていただくといったような場面を想定しております。

機能といいますかメリットというところで，ダウンロードしていただきますとこれを観

光の施設，それから飲食店，こちらの方を回ることで特典が得られるスタンプラリーの機

能でありますとか，施設で利用できるクーポンの機能，それから地図ナビゲーション，そ

れから観光地や施設に関する情報，こちらの方が得られるというところで観光客が利用し

やすい環境を構築したところと，それからインバウンドにも対応できますように多言語対

応機能，こちらの方も搭載しているところでございます。

ダウンロード数につきましては，目標には遠く及ばないといったところもあったのです

けれども，周知不足それからメリットを得るための協力していただく県内事業者が伸び悩

んだというところがありまして，まだコロナウイルス感染者が少ないとはいえ，積極的に

観光客を取り込みにくい状況ではあるのですけれども，アプリの普及に併せて取り組んで，

まずは近い所，県内の旅行事業，近距離の旅行事業に観光需要を喚起させるために取り組

んでまいりたいと考えております。以上でございます。

（Ｈ委員）

徳島県以外でダウンロードして，徳島県に行こうというふうな形の方が効果的には，強

いです。今の話だと徳島に来たからダウンロードして使いましょうというふうなイメージ

なのですけど，どちらかというと徳島県以外の人が何らかの形でダウンロードするといっ

て，これを持ったから来ようという仕掛けの方がより効果があるのかなと思うので，そう

いうところを注視して変更するときはやっていただけると有り難いなと思います。

（教育委員会）

教育委員会でございます。委員の方からオンライン教育を進めていく上で重要なことと

いたしまして児童生徒の主体性をいかに引き出すか，そこが重要であるということで，委

員の勤務されている学校では全面的にオンライン教育に取り組んでおられるところだと思

います。その御経験を踏まえての貴重な御提言を頂戴したというように受け止めていると

ころでございます。

おっしゃるように対面のいいところ，それからオンライン教育のいいところ，できるだ

けハイブリッドな形で取り入れていきたいなというように考えておりまして，その手立て

といたしまして，実は７月，今月に徳島県を挙げてということで，徳島県ＧＩＧＡスクー

ル構想推進本部というのを立ち上げておりまして，関係部局からなる推進部隊でございま

すけれども，そこに今頂いた御提言もしっかり反映させていただければというように思っ

ているところでございます。以上でございます。
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（Ｈ委員）

はい，ありがとうございます。

やり方次第だとは思うのですけれども，注視しなければならない生徒さんだけは呼んで，

自分で主体性がある学生さんはオンライでみたいな形の本当にハイブリッドというより

も，皆が平等になおかつ成績を上げられるような仕組みづくりを考えていただければ有り

難いなと。よろしくお願いします。

（会長）

ほかにいかがでしょうか。

はい，どうぞ。

（Ｉ委員）

私，小学生の２児の母親でして，今日はこれを言いたいなと思って来たのですみません。

先ほどから話題に出ている学校の教育についてなのですけれども，ＧＩＧＡスクール構

想非常に今とても大事な事業だと思います。

学びを平等に皆さんにということで，ただすごく心配なのが，バーチャルとリアリティ

のバランスというか，このコロナの影響もあってどんどんバーチャルが進んでいきそうで，

リアルじゃないとできない学びというか，例えば人に会うだとか自然を感じるだとか，そ

ういったリアリティの部分がどんどんなくなっていきそうで，それがとても心配だなと思

っています。

それと，私の子供たちが行っている学校はとても小さな学校なのですけれども，小さな

学校だけれども十分先生方の教育がきめ細かにしていただいてとても充実していると思っ

ているのですが，何か結構周りを見渡すとそういう小さな学校がたくさんあって，先生方

は細かに教えてくれるのですけれども，子供たちがテストを終わるとクラスの平均より良

かったらＯＫみたいな感じになってしまっていて，それってこの小さな学校の中のテスト

の平均点でしょ，多分みんなそんな事態になっているのではないかと思いまして，成績の

いい子供たちももっといっぱいいるし，いろんな子供たちがいる。そういったことを子供

たちに感じてもらえるような仕組みというか，もっと競争心だとか，切磋琢磨だとかそう
せ っ さ た く ま

いったところを養ってもらえるような教育の仕組みがあればいいなと思いまして，以上で

す。すみません。

（会長）

はい，ありがとうございます。

はい，お願いします。

（教育委員会）

教育委員会でございます。御意見ありがとうございます。

このたびの臨時休業を踏まえまして，先ほども申し上げましたがオンライン教育の重要

性を認識いたしますとともに，対面授業の重要性というのも同時に認識はしているところ

でございます。

お話にありましたように，対面授業でないとできない社会性の醸成でございますとか，
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体験とか仲間意識作りとか，そういったところも非常に重要なところでございまして，保

護者の皆様もそういった点をすごく期待をされているということも認識をいたしていると

ころでございますので，先ほど若干申し上げましたが，一言で言いますとバーチャルとリ

アリティですね，それぞれのいいところのハイブリッドを目指していきたいなというよう

に思っているところでございます。

それから，学力について各学校，それから個々の児童生徒の皆さんが今どういうポジシ

ョンにあるのかという，その認識を一定程度持っていただくことも非常に重要かなと思っ

ているところでございまして，それにつきましては全国の学力調査というものがございま

して，徳島県全体の状況は先ほど申し上げたとおりでございますけれども，それを活用す

る形で県全体の個々の生徒の皆さんの学力も上げていこうではないかという取組を図って

いるところでございますので，そこをきめ細かにしっかりと取り組んでいきたいと思って

いるところでございます。以上でございます。

（Ｉ委員）

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。

はいどうぞ，Ｊ委員。

（Ｊ委員）

すみません。Ｊです。よろしくお願いします。

209ページの378番なのですけれども，県産木造住宅の輸出戸数とか海外輸出量というと

ころでなかなか目標値に達してないように思われたのですけれども，昨年も聞いたと思う

のですが，質問なのですけれども，元年の16戸という戸数が少し昨年からは増えているの

ですけれども，ショールームというふうに昨年は聞いていたのですけども，実際２戸増え

ているのですが実績として得られたのか，そこを教えてもらいたいのと。

もう一つは，この住宅の輸出戸数というのが，目標数値とかなりかけ離れているという

か，高難度目標とは書かれているのですが，要因としても対日の情勢の動向とか経済状況，

最近では新型コロナウイルス等の影響によりということで達成が至らなかったと書かれて

いるのですが，実際何か問題があるのかなと思って，そこを具体的に教えていただけたら

なと思います。

それともう一点，まるごと輸出ということで大工等の技術者をセットで輸出するという

ところで始められたと思うのですけれども，その成果というか，実績はどうだったのかと

いうところも教えていただきたいのです。お願いします。

（会長）

はい。お願いします。

（農林水産部）

農林水産部でございます。林業におきます海外輸出についてという形でございまして，

その中でいわゆる木造住宅の輸出という形でございます。
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これについては目標としては60戸というのに対しまして，昨年度は16戸という形で前年

度から実績としては２戸という形で，なかなか目標との解離があるという状況でございま

す。

住宅の輸出につきましては，輸出相手国の気候でありますとか，生活様式を考慮した上

で，現地で設計・加工・建築する技術を確保することが非常に課題かなというふうに思っ

ておりまして，既に先ほどお話ございましたように，県産材のショールームというのを現

在台湾と韓国とシンガポールに設置をいたしまして，実際に県産の住宅の内装などを見て

いただいて，触れていただいてという形での情報発信でありますとか，直接お話をすると

いう意見交換をしているということでございますが，結果としては２戸にとどまっている

という状況でございます。なかなかこれについてはハードルが高いかなというふうに考え

ております。

あと，技術を含めて見せるという観点で申しますと，特に台湾においては近年交流がか

なり進んでおりまして，いわゆる昨年度でみますと台湾の科技大学に対しましてこちらの

木材関係者２名が講師として招かれたりとか，逆に先方の建築学部の学生さん20名が県に

来られて，実際視察されてこちらの関係者の方と交流されたりとか，あるいは地元の工務

店とのマッチングや商談会なんかというような形でありますとか，台北市でも住民向けの

県産材の展示ＰＲみたいな形を元年度にしたりはしているということでございますので，

今後そういった形でのちょっと深堀りしたような形での交流をすることによって，先ほど

の若干住宅全体を輸出するというハードル高いところでございますが，各国のニーズに応

じた支援をやっていきたいと。

ただ，ちょっと今現在においては，国から出ますとコロナウイルスで渡航制限という形

で人の往来が全く途絶えておるということでございますので，これについてはそういった

情勢を見ながら，新たな取組としてそういった台湾での深堀りの交流みたいな形をしっか

り進めることによって，こういった16戸から更に上にあげる形を進め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）

どうぞ。

（Ｊ委員）

まるごと輸出ですか，それ自体は成果としてはどんなですか。

（農林水産部）

基本的には，この16戸の内の今年の２戸というのがまるごと輸出の実績だというふうに

考えていただいて結構かなというふうに思います。

（Ｊ委員）

ありがとうございます。その県産材のショールームなのですけども，これ自体は国の環

境とか季節に適応したショールームというのが作られているということですか。どうなの

ですか。

（農林水産部）
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具体的に場所はまちまちなのですけれども，韓国におきましては，いわゆる向こうの木

材関係の民間企業さんの一角をお借りして，内装を改修するような形でショールームを作

っているのが韓国の状況でございます。

台湾については，先ほどありましたように大学との連携という形でございますので，大

学の構内の中に，これも同じような形での木造の内装が見えるような建物を一部造って日

本の木造体験できるという形でございます。

シンガポールでは，なかなかそういった形ではなくて，ビルの一室の中で内装の部分だ

けという形でございまして，訪れていただいて日本の木造建築に触れていただけるような

形のものを常設で設けているというふうに御理解いただけたらと思います。

（Ｊ委員）

ありがとうございます。なかなか大変だと思うのですけれども，引き続きよろしくお願

いします。ありがとうございます。

（会長）

ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

もしよろしければ評価を，ターゲット３についての評価をこの辺りで確定していきたい

と思いますが。

では評価に入りますが，その前に最初の方で少し調べてからというのがありました。

県のポイントに関係するところです。そちらの方分かったようなので説明をお願いしま

す。

（政策創造部）

政策創造部でございます。

Ｄ委員から御質問がありました，マイナンバーカードに関連する徳島県ポイントに関し

てでございますが，このポイントにつきましてはクレジット会社のポイントでありますと

か，マイルを徳島県ポイントに交換しまして使っていただくということで，平成30年３月

からスタートしたところでございます。

申し訳ございません，最終的に何に幾ら使われたまでは把握できてないということでご

ざいますが，件数的に多いのでいいますと，とくしまマルシェでありますとか，トモニＳ

ｕｎＳｕｎマーケットで買い物に御利用された方というのが件数的には多くなっておりま

す。

金額的に多いのは「めいぶつチョイス」ということで，県産品，特に肉，乾物セット，

お酒，わかめ，藍製品，このあたりを選んで購入していただけるというところは一番金額

的には多かったという実績ということになっております。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。今の説明で。

では，評価を決めていきたいと思います。

ターゲット３につきましては，評価案から特に評価の変更は今のところございませんで

した。評価案のとおり決定というふうなことでよろしいでしょうか。

＜異議なし＞
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はい，ではそのように決定します。

その他，たくさん御意見いただきました。その御意見などはまた今後計画の見直しなど

に反映してもらうようにしたいと思います。

続きまして，ターゲット４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４の概要等について御説明

を頂きたいと思います。お願いします。

（総合政策課）

「『未知への挑戦』とくしま行動計画」ターゲット４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した。それでは評価に移りたいと思います。

なお，ターゲット４の評価につきましては，午後３時45分ぐらいを目処に終えたいと考

えておりますので，御協力をお願いします。

ターゲット４について，特に評価案が要注視，要改善の施策を中心にしながら，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，未達成の施策，事業の隘路克服に向
あい ろ

けたアドバイス，あるいは資料２－１記載の評価案に関する御意見，何からでも結構でご

ざいますので，挙手のあと発言をお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。はい。Ｇ委員。

（Ｇ委員）

質問をさせていただきたいと思います。

重点戦略２のスポーツ王国のところで，アスリートの強化の項目が482，483でＣ評価と

なっているというところなのですけれども，この国体，あと天皇杯・皇后杯とかというと

ころと，あとは高校総体のところで，特に国体は47位という結果ですごく残念な思いをし

ているのですけれども，この国体の中で順位を上げようとするとメジャースポーツだけに

力を入れていくというふうになっては駄目でマイナースポーツにも力を入れていかないと

この順位は上がっていかないというふうに思うのですけれども，この47位という結果の中

で，国体で活躍をするというようなところに関しましては，その各団体に対してどのよう

な取組をするか，強化をしていくかというようなところを協力いただかないといけないと

思います。

もしかしたらメジャーなスポーツの方が，競技人口も多いのでそこに重点的に強化の予

算なり何なりをなさっているのか，若しくはマイナーなところも平等に強化策というのを

取られているのかというのを伺いたいと思います。

あと，高校の総体の場合もスポーツをするとか，スポーツを見るとかというようなとこ

ろでの教育というのは，また別のところと考えさせていただいて語弊のある発言になるか

も知れませんけれども，重点を置いていかないといけないトップの選手の皆さんに対して，

どのようなフォローができるのか，どこに重点を置くかというところ，ここを目指すとい

う意味でのどこに重点を置くかというところを整理なさった方が良いのかなというような

実績になっているのかなというふうに思いました。すみません。以上でございます。この

国体の方はお教えいただきたいと思います。
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（会長）

はい。お願いします。

（未来創生文化部）

未来創生文化部です。国体の順位の話でこれをどうするのかというお話だと思います。

昨年開催されました，いきいき茨城ゆめ国体ということで，このときに47位ということ

だったのですが，なお，本県選手団の得点，これにつきましては参加点も一部含むのです

が，614点ということで９年前平成22年の千葉国体以来からすると実は最も高い得点で僅

差のところで結局は最後になってしまったのですが，この要因として一番大きかったのは

高得点が期待される団体競技の入賞が８種目期待していたのですが，これ他力本願みたい

になるのですが，くじ引とか相手の組合せとかによって実は４種目になって残念だったと

いうので，私どものもくろみが外れた部分もありますし，ただし，点数を上げたというこ

とに関しては選手の皆さん頑張っていただいたと思っております。

優勝は，ここ10年では最も多い９種目，２位も５種目，３位も２種目ということで，入

賞も37種目ということで，順位が低かったというのは置いておいてでも，次には期待でき

るのではないかなというところには，ちょっと底上げ感があるなというのはあったのです

が，今回鹿児島の国体が残念だったのですが。

ただし，目標は30位台ということで掲げておりますので，そのために大事なことという

のは点数の高い団体競技の強化，それから大舞台での勝負強さ，これは必要だろうと思い

ます。

次年度に，関係者が一致団結して抜本的な競技力向上策をということを進めていくこと

が必要と考えております。

そして，今年度から向こう３年間で抜本的な対策をしようということで，３年間総額３

億の抜本的強化枠というのを設けまして，ハード面では，国体の上位に食い込むための競

技環境とか，有望競技については備品とかそういうものも更新して，良い環境でできるよ

うに。

それから，ソフト面では団体競技の強化はもちろんなのですが，馬術とかは昨年残念だ

ったのですけど，そういうお家芸の復活。それから優秀な選手指導者の確保，それと接戦

を勝ち抜くためのサポート体制ということで，そういうところを取り組んでいきたいと考

えています。

さらに，団体競技の遠征費の支援の拡充とか，それから企業・大学や有望選手への支援

の拡充，また県内企業とのマッチング支援，そういうものも進めて是非ともこの３年間強

化の中でしっかり順位を上げるよう頑張ってまいり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）

はい。教育委員会の関係からもお願いします。

（教育委員会）

教育委員会でございます。

全県の競技力の向上に向けまして，その中で中学校，高校の生徒たちの果たす役割とい
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うのは非常に大きいというように考えてございまして，２年後に四国で全国インターハイ

がございます。

それに向けまして，早い段階からこの選手の戦略的かつ重点的な強化というのを図って

いく必要があるということで，強く認識をしております。

そうした考えの下で，この行動計画上の目標も高めに設定をいたしまして，全国大会の

入賞者数，中学校の全国大会の入賞者数を13に持っていこうと。平成30年度は５のところ

を13にというところでございまして，令和元年度は７ということでプラス２ではあったと

ころでございますが，13にはまだまだ届いていないという状況でございます。

申し上げました全国総体に向けてということもございまして，中学校においてはトップ

スポーツ競技ということで６競技を指定いたしまして，陸上・新体操・弓道・柔道・バス

ケット・ソフトボールということで，これ何がメジャーで何がマイナーかというのは申し

上げにくいところがございますけれども，徳島県の強み，伝統のあるところもございます

ので，そこをしっかりと伸ばしていこうということでの指定もして強化を図っていると。

さらに，高校の方も「ＮＥＯ徳島トップスポーツ校」ということで，強化校を指定いた

しておりまして，令和元年度から令和４年度の枠組みの中で，まずはこのインターハイ，

四国でせっかくございますので，そこを目指して戦略的に強化を図っていくということで

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）

よろしいですか。はい。

ほかにいかがでしょうか。

はい，Ｆ委員。

（Ｆ委員）

はい。256ページにあります新たな文化によるにぎわい創出のところなのですけれども，

基本的にアニメ文化ということで，マチ★アソビのことを書いていただいているのですけ

れども，一つ気になっているのは，スタート以来積極的に関わってきたufotableさんが少

し関わりづらくなっているので，体制が大丈夫なのかなというところが気掛かりな点であ

るのですけれども，ただせっかくこの徳島で盛り上がってきたアニメ文化で，特にこの「鬼

滅の刃」の人気というのは今ものすごいですよね。

徳島大学の学生に聞いても，好きなアニメの１位が「ワンピース」で２位が「鬼滅の刃」

ということで，今年の秋には映画も完成しますし，全国的にはそれを活用していろんな工

夫をして，いろんな商品作りをしているような動きもどんどん出てきている中で，徳島は

せっかくアニメ文化を育ててきたので，体制的に少し難しいところがあるのかも分かりま

せんけれども，是非これは継続して発展させていただきたいなというのが第一点と。それ

からその下とのところで，これはコロナの状況によってどうなるか分かりませんけれども，

今後の取組方針としてマチ★アソビの開催の機会を捉えて，デジタルアート作品のエリア

展示によるナイトウォークイベントの開催とありますけれども，これは具体的にどういう

イメージを持っていらっしゃるのかというのをお聞きしたいということと。

それから，もう一点はこれは県の施策では出ていないのですけれども，やっぱり文化を

考えるときに徳島の音楽ホールがないというのは非常に大きな課題でして，多分現状は徳

島市さんからアクションがあるのを待っておられるとは思うのですけれども，これはでき
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たときは，徳島市民だけが利用するだけではなくて，県民の多くの人が利用する訳で，県

民全体が非常に関心をもっている事柄ですので，是非徳島市と連携をして県も知恵を絞っ

て，なるべく早く良い音楽ホールを作っていただきたいと。以上です。

（会長）

はい。465，466の。

はい。お願いします。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。マチ★アソビの構成メンバーの変更による影響というこ

とで御質問いただいております。

委員からのお話ありましたように，今まで核となっておられたufotableさんが，このた

び主体から退かれているというふうな状況でございますけれども，引き続きマチ★アソビ

については，長い間，平成21年度からずっと続けてきている国内外から注目を集めるアニ

メイベントということでありますので，今後も継続をしていけるように取り組んでまいる

ところでございますけれども，何分新型コロナウイルスの影響ということがありますので，

まずは新しい生活様式にのっとってイベントが開催できますように今後検討をしていくよ

うになろうかと思っております。

それともう一点，マチ★アソビを活用したイベントということでナイトタイムイベント

の開催ということで御質問を頂いております。

これはマチ★アソビの機会を捉えまして，アニメを活用したプロジェクションマッピン

グ等のデジタル作品ナイトタイムイベントを開催して，多くの若者を対象としまして，デ

ジタル技術の興味や関心の醸成を図るとともににぎわいの創出，それから夜の消費の拡大

といったようなところにつながることを目的としているところでございます。

事業内容としては，ナイトウォークイベントでありますとか，あるいは人材育成講座と

の連携といったようなところを考えているところではありますけれども，こちらの方も新

型コロナウイルスの影響というのがありますので，先ほども申し上げましたとおり，新し

い生活様式に対応して安全に実施のめどが立った場合には，実行委員会で開催の判断を頂

くといったような流れになろうかと考えております。以上でございます。

（会長）

音楽ホールについてはなかなかどこにお答えいただいて良いのか。

（Ｆ委員）

お答えしなくていいですよ。

（会長）

いいですか。はい，分かりました。

他に御意見ありましたら。

（Ｄ委員）

整理番号473番の総合戦略の方で，数値目標の関係で50パーセントということでＣ評価
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になっている件なのですけれども，目標自体がそもそも国の世界遺産暫定一覧表への記載

が目標になっていて，それができていないということで50パーセント。結果的にＣ評価に

なっているようなのですけれども，この取組，ふるさと納税によるクラウドファンディン

グの活用ということで，四国のお遍路さんの道，徳島でお遍路さんが安心安全に巡礼でき

るようなそういうお遍路道の整備や，Ｗｉ-Ｆｉの設置など，私は徳島県ならではのこの

ふるさと納税を評価したいと思います。

内容取組から考えますとせめて，Ｃではなく，Ａでも私は良いと思うのですけれども，

せめてＢぐらいでもと思いました。

（会長）

はい。ではまず取組をもし可能であれば説明をお願いしていいですか。

（未来創生文化部）

未来創生文化部でございます。まず，世界遺産につきましては二つ目指しているという

ことで，一つがその「四国八十八箇所霊場と遍路道」，それからもう一つが「鳴門の渦潮」

の所です。

まず四国八十八箇所につきましては四県連携で経済界の方とかもお世話になってやって

いる訳でございますが，そこの中で世界遺産の登録に向けては平成19年度に提案を行い，

平成20年度に文化庁から高い評価を頂いたところです。一方で顕著な普遍的価値の証明，

資産の保護措置，これが大事ですよということで，我々としましては，そこの中で特に文

化庁，国史跡の指定を取っていくのが大事であろうということで，これまでにも札所寺院，

それから遍路道の国史跡指定に取り組み，今回令和元年は第４番札所の大日寺，それから

第５番の地蔵寺が新たに指定されたところでございます。

クラウドファンディングの話は，先ほど委員からもお話を頂きましたように，札所寺院

や遍路道を史跡指定していくと同時に普遍的価値の証明に取り組み，また地元の方との協

働が大事であろうということで，これは平成30年度から開始をし，昨年も募集をして101

万円御寄付を頂きました。

これを活用するということで，遍路道として太龍寺道，それから三好市の方にあります

雲辺寺道の補修ですとか，それからお遍路さんに利便性の向上をということで，特に神山

町の焼山寺に向かうに当たっての遍路小屋にＷｉ-Ｆｉを一つ付けるのと，それと日和佐

の薬王寺から高知に向かうに当たっての海陽町の遍路小屋にＷｉ-Ｆｉの設置などもして

いき，併せて世界遺産への機運というのを訪れるお遍路さんの方にも知っていただこうと

いう取組を進めているところです。現状の報告ということでさせていただきました。

（会長）

はい。ありがとうございます。という報告でございました。

御意見としては，このＣとある，黒塗りの星の平均，総合戦略の方の判定の部分ですね，

こちらをＢとかＡでも良いのではないかというところかと思います。

他の委員さんいかがでしょうか。どっちでもいいという感じですか。

もともとの目標が一覧表への記載というところで，これ書類を作ればいいというそうい

うレベルの記載ではなく，そこそこハードルのある記載ではあるのですけれども，そこへ

向けて取組として当初より遅れてはいるけれども，それでもこれを０パーセントと評価し
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なくても良いではないかと，そんなふうなＤ委員の趣旨であろうかと思います。いかがい

たしましょうか。

（Ａ委員）

今後に期待するという意味でＢに上げてはいかがでしょうか。

（会長）

どうでしょう。では，ここはＢというふうに変更するのでよろしいですかね。

はい。分かりました。ではそのようにしようと思います。

また，最終的な確認といいますか，決定といたしましては総合戦略を議論する場面がご

ざいますので，そこでもう一度確認をした上で，決めるのは決めたいと思いますけれども，

一応現在，今意見を頂きましたのでそのように暫定的にといいますか，させていただこう

かと思います。

その他いかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ａ委員）

評価とは関係ないのですが277ページの整理番号が500番なのですが，個人的なことで申

し訳ないのですが，私，孫がおりまして小学生なのですが，はまっているものがあります。

それは何かといいますとジュラシック・パークなのですね。恐竜が大好きです。

確か私の記憶では勝浦だったと思うのですが，化石が発見されたというふうなことがあ

りまして，だからジュラシック・パークは映画の世界なのですが，それが実は勝浦で化石

が発見されたということでつながるのですよね。

だから徳島でそういうふうな良い小学生の活動があって化石が発見されて，非常に貴重

なものだったということをうんとこれは使うべきではないかと思うのですよね。

またそして文化の森でも，小学生などを集客する意味で，取っ掛かりとして，魅力があ

るのではないかなと思いますので，もちろんお考えには十分なられているとは思いますが，

御留意いただければ有り難いと思います。以上です。

（会長）

はい。

（未来創生文化部）

ただいま，委員から恐竜の化石の活用ということでお話頂いたかと思います。

ちょうど勝浦町で今昨年の12月の報道だったと思うのですけど，このときに肉食恐竜，

これもしかしたら国内で一番古いのではないかというクラスでないかということで，今後

も発掘をということで今現在も進めておる訳ですが，発掘したものにつきましては貴重な

財産でもありますから皆さんに多く見ていただくということが当然ながら大事だと考えて

おります。

今現在，ちょうど今年度が文化の森総合公園開園の30周年迎えるということで，コロナ

とかそういうのも影響はしていますが，この時代だからこそふさわしい新未来型の博物館

へと全面リニューアルをしようということで考えておりまして，そこの中で新たに恐竜も
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加えて，博物館をリニューアルしようと。

自然系文化系そういうものも含めて総合博物館として，徳島を丸掴みするというような

コンセプトの中で，恐竜についても恐竜のコーナーを設けて，なおかつ発掘のときの模様

とか，解説ができるようなバーチャルというかＶＲ体験とかそういうもので学習もして，

体感していただくようなものを考えておりまして，楽しめるよう令和３年８月のグランド

オープンに向けて今努力を進めて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。

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Ｇ委員がおっしゃっていた国体と高校総体と，今インターハイですね，中学総体

の話，どうしたらいいのだと個別にいろいろ考えていただいていて。ふと，ターゲットが

違うのですけれども，ターゲット３の228ページになるのですけれども，整理番号でいう

と413番に，肥満傾向の児童生徒数が目標1.5パーセント減がなぜか８パーセント増と書い

てあるのですね。これって実は何か関係あるような気がしていて。要はそもそも徳島県の

子供って動かない，動かなくても良いというか，そういう状況の子供が中学校高校になっ

て，全国のいっぱい動いている学生に勝てるかというと，それは勝てないよねという流れ

があるような気がしていて。

最後の一踏ん張りというところは最後どれだけ苦労したかとか，どういうふうに頑張っ

たか。極端な話をすると，要はここで頑張ったのだからここまでやろうという気になれる

かどうかみたいなところがあるのですけれども，残念ながら保護者が送ってきて，保護者

が送って帰ってみたいな生活をしていると，あの夜遅くに自転車をこいで俺は頑張ったの

だみたいな絶対思わないのですよね。

とすると何かターゲットを読むだけではなくて，いろんなところでそういうような土壌

がプラットフォームみたいなものがあって，結果として総体でできないというとかになっ

ていると思うのですけれども，そこを改善するのも大事なのですけども，それ以前にもう

少し何ていうのでしょうか，動きましょうよとか，もう少し頑張りましょうよという，何

か施策があっても良いのかなというふうに少し感じました。

それはなぜかというと，実は概略版とか見るとＳＤＧｓのマークをいっぱい貼っていた

だいていて，ＳＤＧｓというのは，要は問題が全て連鎖しているということになっている

のですね。だから１個の問題を解決しようと思うと，それだけやっては駄目だという発想

で，全てつながっていていろんなところから問題を解決しないと全てが解決できないとい

う概念があって。とすると，今回この分厚くある評価シートはどこかで全て混ざっていて，

そのうちの何パーセントかができています，できていませんと今評価しているのだと思う

のですけれども。今回の何かこの普通の子供さんの生活スタイルというか，その小学校で

の活動というか，もう少し客観的にいくと，要は小学校何年生は徳島県何歩歩いています，

全国だと何歩歩いています，これぐらい差があるのですよとかいう数値が出て，それは歩

いていないから肥満になるよねとか，ちゃんと論理的に出してあげないといけないのかな

とも思うのですけれども。そこを少し詰めていって，もうスパンとすると多分10年間隔ぐ
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らいで，この子たちを小学校から動かして，中学校の総体で勝たせるのだというぐらいの

長い目でやってもいいのかなと思うのですけれども，いかがでしょうか。

（教育委員会）

教育委員会でございます。貴重な御提言を頂戴したと受け止めております。

おっしゃるとおりでございまして，児童生徒その食習慣，生活習慣それの小さい頃から

の取組，それが端的に今御指摘がございました肥満傾向，そういった統計数値も出てくる

のかなと。

さらに，体力でございますとか競技力そういったこととの関係性，そこはしっかりと連

携といいますか，大いに関係性があるのだという認識の下で政策を展開していく必要があ

るというように考えているところでございます。

御指摘のございました，肥満傾向につきましては全国的にも数値は上がっているという

状況にもございますが，本県におきましてもこの行動計画上の目標は肥満傾向の児童生徒

数を減らしていくのだという目標設定をしているところでございますが，令和元年度にお

いては逆に８パーセント増となってしまった状況でございまして，ここは厳しい状況であ

るというように認識をいたしております。

そこで県教委としては学校生活ということが非常に重要でございますけれども，家庭生

活の分も重要なところがございますので，専門家の先生方，大学の先生方に更に学校に行

っていただいて，そこで専門医の先生方に行っていただいて，そこで保護者の皆さんと先

生方一緒になって，研修を受けていただく，正しい知識の下で具体的な実践例も学んでい

ただいて，具体的に実践をしていただこうではないかという取組の強化をしているところ

でございます。

それから常日頃からの運動が非常に重要であるということでございまして，その点を御

指摘いただいたところでございます。

年間を通じて，健康力アップ作戦ということで取り組んできたところでございますけれ

ども，そこにつきまして年間を通じて取り組んでいただけるように政策をしっかりと打っ

ていきたいなというふうに思ってございまして，歩数についてもこれまでチャレンジして

きた部分がございますけれども，更に効果的な指標は何かというところについて，知恵を

絞ってまいりたいなというように考えているところでございます。以上でございます。

（Ｈ委員）

はい，ありがとうございます。

かなりハードルが高い意見になるのですけども，具体的にこういう生活をすると，こう

なるのですよと，ちゃんと示してあげることと，それを言い続けること。

実際に人が，今行動変容とよく言われていると思うのですけれど，変容するまでにはか

なり人によって差があって，ある言葉を言われたから変容する人もいれば，ずっと言われ

続けて変容するっていう人もいて，いろんなタイプの方がいるので，やはりいろんな形を

変えながら，やり方を変えながらずーっとやり続けるっていうことをしていただければ有

り難いなと思うのが一点と。

あと変容して習慣になれば逆にいうと何もしなくてもちゃんと動いてくれるので，全く

見向きもしない人がちょっと気づくというのが一番ハードルが高いのです。私が今まで研

究した中で，変容させようとすると見向きもしない人が動くというのは大変なのですけれ
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ども，見向きもしない人が八割九割いるのです。

なので，この人たちに対して粘り強く，根気強く頑張っていただければ有り難いかなと

思いますが，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。

はい，Ｉ委員。

（Ｉ委員）

私も，先ほどＨ委員がおっしゃってくれたように，トップアスリートのところがすごく

実は気になっていまして，うち子供４人いるのですけれども，小学校・中学校・高校・大

学と一人ずついるのです。

それで，年も４つずつ離れているのですけども，上のお姉ちゃんはバレーをしていたの

ですけれども，上の長男は今高校野球で頑張っているのですけども，すぐ下の次男が今中

学校一年生になりまして，部活は野球をしているのですけども，入ったときに，４年後に

なって変わったことは，今まで土日部活練習があったのが，土日のどっちかだけして，ど

っちか休みっていうのに変わっていたりとか，ちょっといろいろ変わっていたりするので

す，中身が。

それで，うちは子供が団体競技をしているということで，個人種目に比べて団体種目の

入賞が少ないというのがあるじゃないですか。これって本当に団体競技って，小学校から

子供たちは部活というかしているのですけども，いざ中学校ですぐしなさいと言われても

できないのですよね，団体競技ってなかなか。

だから，結局小学校のときから何と言うのでしょうか，今の子って本当に親の送迎もそ

うなのですけれども，難しいのですよね，団体競技をさせるのが。

これもすごく問題だなというふうに思っているのですけども，小学校の頃から球技だっ

たりとか，団体でできるスポーツにもっと，本当は学校で力入れてほしいのですけども，

そううまくいかないのでしょうね，今は外部，学校とは切り離されているので，サッカー

にしても野球にしても，バレーにしてもそうなのですけども，何かその辺をもっと仕組み

をもっと変えてほしいなと思います。

それだったら，今だって中学校の息子も，野球している子がいないので，結局この間総

体があったのですけれども，隣同士で結局組まないと試合もできないのですね，今年から

は。うちの子なんか３人しか野球入らなかったし，何かそういうところでトップアスリー

トって何だろうな…というふうに私は思っていて，もっと下のところからどんどん仕組み

を変えなければ，何かうまくいかないのではないかなというふうに何年も前から思ってお

ります。それが段々ひどくなっていっているなというふうにはちょっと思っております。

以上です。

（会長）

はい，ありがとうございます。

（教育委員会）

教育委員会でございます。実際の日頃の御経験を踏まえた貴重なお話を頂戴したという
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ように思っているところでございます。

現実問題，少子化が進む中にあって，団体競技について，いかに子供たちに楽しんでい

ただきながらスキル・競技力を身につけていくのか，そういう環境を整えていくというこ

とは非常に重要なことだというように認識しておりまして。お話ありましたように，確か

に小学校においては学校活動と言いますより，少年野球ですとスポーツ少年団とかといっ

たところでの活動が中心になっておると思いますし，いわゆるクラブチームでの競技とい

うのが多い状況かというように思っているところでございます。

中学校になりますと，部活と。高校も当然そうでございますけれども。中学校でも働き

方改革というところで，連日の練習というのはなかなか難しい状況もある中で，そこは外

部講師も活用しながら工夫を凝らしてやっているところでございます。

お話がございましたように，できるだけ小さいうちからスポーツに慣れ親しんでいただ

いて中学校・高校と良い流れができるような取組がより一層図れるように，ここは持ち帰

らせていただきまして，しっかりと工夫を凝らしていきたいと思っております。よろしく

お願いします。

（会長）

はい。

（未来創生文化部）

未来創生文化部です。

国体とか先ほどお話の競技力ということで言えば，ジュニアのときからいかにその子を

発掘して，トップレベルの選手に育てるかといういうことで，私の方では各種競技団体と

連携しまして，一貫指導システムということで，小学校から中学校，中学校から高校と上

がって，例えばそこで部活がなくても，学校を終えたあとの時間とか，そういうところで

競技をし，指導が受けられるようにということで，そこでそれに当たっては当然ながら，

専門的な知識・技術を備えた指導者が就く形で競技力の向上というのも行っております

し，それからあとジュニアの特に小学生の方には元オリンピック選手ですとか，現役のＪ

リーガーとか，そういう方々を昨年度も招 聘して，実際にサッカーフェスタですとか，
しょうへい

それから元オリンピック選手でいえば，ロンドンオリンピックのときにフェンシングの男

子フルーレの団体競技の銀メダリストを招いてフェンシングの講習会をやるとか，そうい

うような機会もつくって，より可能性がある子は育っていけるようにしっかりと取り組ん

でいきたいと考えております。以上でございます。

（会長）

はい，どうぞ。

（Ｉ委員）

来てもらう仕組みですよね，トップアスリート選手が来てもらう仕組み。

例えば，スポーツ少年団にその人を呼んでも，スポーツ少年団に入っている子しかそれ

を見ないのですよね。なので，皆が団体スポーツにしろ，親しめるような仕組みをつくっ

てほしいのです。

皆が皆，同じ学年の子とかが見られるような仕組みですよね。それが学校でするのかそ
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れはちょっと私には分からないのですけれども，そういうふうにしなければ，あ，このス

ポーツ楽しそうだな，やりたいなという子も出てこないと思うのです。

そういう元々の何か仕組みのやり方をちょっと考えてほしいなっていうふうに思いま

す。以上です。

（会長）

はい，その他と言いますか，そろそろＫ委員御意見ありましたら。

（Ｋ委員）

そうしましたら，幾つかお話させていただきます。

今のターゲット４のところに関して言うと，多分文化関係が多かったと思うのですけれ

ども，評価のところで言うとイベントの開催回数とか，参加人数みたいなところに関して

は非常に良い数字が出ていて，ＡとかＢとかというような判定になっていたと思うので評

価に関してはそのままで良いと思います。

ただ，これはあくまでも去年の数字がこうなっているということであって，来年の話と

いうことで言うと，この参加人数とかイベントの実施回数とかというようなところについ

ては，ターゲット４だけでなくて多分ボロボロになると思います。

一つ前のインバウンドの数字とか，観光の数字とか，それからコンベンションの数字と

かも多分ボロボロになると。

ボロボロになればそれはやむを得ないという形でいいと思うのですけれども，では，そ

の数字が下がるからといって，数字を上げるための努力をするっていうのは一つだと思い

ますけれども，そもそもその数字をどう解釈するかというところについては，やっぱり考

える必要があるだろうと。

まず，ここでいう文化に関係する話のところで言うと，数字が下がったからというよう

なところで，一つは代替的な考え方としてデジタル化とか，あるいはＩＴを使うことによ

ってその場に行かなかったとしても，実質上行ったと同じような効果を上げるというよう

なところは，いろんなところで考えられると。

だけれども，文化に関して，例えば美術館で絵画を見るというようなことを直接その場

に行かずにネットで見たり，別の写真で見たりすることがどれだけプラスになるか。

あるいは音楽とか，芝居とかをその場に行かずにネットで見るとか，テレビで見るとか，

それは例えば野球なんかで言うと，球場で見るか，テレビで見るかといったら，共にプラ

スとマイナスっていうのがあるので，これゼロか百かの議論ではないと思うのですけれど

も。だけど基本的には文化活動といった場合にはＩＴ化とか，デジタル化で100パーセン

ト代替できるものではないというふうに考えるということができると思いますから，基本

的には次年度あるいはこの一年でコロナの問題，一年で済まないような話になってくると

もっとかかると思いますけれども，数字が下がったとしてもできるだけそういうイベント

をやってもらうとか，あるいは来てもらうことによって，文化活動を盛り上げようという

ような努力を引き続きやっていただきたいと思いますし，だけれども，現実問題として人

が集まることに関してはなかなか難しいのだという現状のある中で，だからといって他の

対策を一切採らないというのもこれもまずいと。

という話になると，僕自身としてはＩＴ化以外の選択肢みたいなものは，なかなか思い

つかないので具体的にお話しすることはできないのですけど。
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となると，次の話はＩＴ化っていう話になったら当然予算の問題とか，財源の問題が関

わってくるので，短期的な話でコロナが終息するのだったら別にちょっとぐらいは無視す

ればいいのだという話だけど，今の状況でいうと非常に中途半端な状況っていうか，数ヶ

月とか一年とかで解決する訳ではなく，だからといって５年10年かかる訳ではないってい

うような，多分２，３年っていうような非常に中途半端な期間になるので，その間の対策

としてどこまで新規の設備投資ができるかみたいな話については，恐らく難しい話かなと。

民間企業に関わる話のところで言うとまた別ですけども，今回の文化に関係することだ

ったら，基本的には現場でいろんなものを見たり聞いたりするというようなところが非常

に大事。つまり人との接点というものを持ち続けることが非常に大事だからと。だけれど

も，それができない部分については，代替的補完的な考え方を用いましょうというところ

はそれでいいと思うので，基本的には両建てで考える意味でいうとなかなか予算の問題が

難しいと思いますけれども，そちらの方には是非とも力を入れていただきたいと思います

しというのがこのテーマに関してはそれです。

それ以外のところ，一つは，一つ前の前半部分のターゲット３のところのような経済活

動に関わるようなところで言うと，これはそもそも論としては民間の企業のところからす

れば，今のビジネスモデルでそのまま行けるというようなところもあれば，それではもう

絶対に無理で根本的なビジネスモデルを変えないと話にならないっていうような現象も増

えてきていると。

そのときに公共部門の役割というか，県の役割は何かといったときには，基本的には民

間部門をサポートするという話になるのでと。となったときに短期ですむか，長期になる

かっていうのは，こんな今の段階では誰も分からないっていう話になっていますけれども，

だけれども，あくまでも４年とか，５年っていうような比較的長期の行動計画に基づいた

形で一つの施策を考えているという状況で，コロナの問題が起きたから，じゃ，これを全

部止めにして新しいものに書き換えようというようなことはなかなか多分できないと思う

ので，ということになると５年とか，４年のスパンで考えるというところで来年に関して

数字が悪くなったとしても，基本的にはその方向でいいのではないかっていうテーマと，

いやそれでは根本的に駄目なので，あくまでも４年，５年のスパンで考えるという行動計

画ではそのとおりだし，それからここの会議についても，その行動計画に基づいて評価を

するということについてはそのとおりであるけれども，だけれども，次の別の施策は何ら

か考えないといけないという。本来だったら，こうなるから，こうしましょうというふう

に政策を判断すればいいのだけれども，こうなるのだからというところがなかなか今の段

階では見えないし，そのための財源の問題がどうしてもいろんなところで関わってくるの

で，追加的な新規の設備投資なかなか難しいと思いますけれども，というのが現状かなと。

ということで言うと，あくまでもここでの会議に関係する評価のところで言うと，次年度

数字が悪くなったとしても，それはやむを得ないですよねと，今の状況に基づいて数字も

悪いけれども，たとえ評価が下がったとしても，今の方針で是非とも頑張っていただきた

いというような項目と。いや一応４年，５年の行動計画に基づいているけれども，それは

コロナの前の段階の話だから，パラダイム転換が起きて以降の問題に関しては，ちょっと

考え直した方が良いかもしれない，だけれども，考え直すべきだというところはここの会

議ではなかなか言うことができない。というか，越権行為になると思いますので。評価に

関してはそれはそれでできると思いますけど。つまり政策を行っていただく県の方の方に

言いたいというようなところについては，どうなるかというのが先が読めない段階でとい
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うことなので，非常に難しいテーマだと思うのですけれども，今までの流れで短期の我慢

で済むからもうちょっとこのままの方針で行きましょうという部分と，そもそも論として

ちょっと変えないとまずいのではないですかという，多分両方の所があると思うので，民

間部門はそもそも論のところでの変えなければならないから変えるというところは，比較

的上手く軽くやると思います。

だけれども，公共部門は民間部門が変わったあとに，それに政策対応するという側面が

比較的多いと思うので，大変だと思いますけれども，そこも踏まえた上でということで，

来年以降の施策に取り組んでいただければというようなちょっと話としては大きかったで

すけれども，以上お話させていただきます。以上になります。

（会長）

はい，ありがとうございます。

関連して同じようなことですけども，私からも最後に一言，来年の評価に向けてという

御意見だったと思います。

コロナ対応でできなかったのだと，だから仕方がないのだということで，全て順調とい

うふうにはならないだろうというおつもりで今年度仕事をしていただきたいと多分そうい

うことだろうと思います。

ないならないで何か代わりにやることがあるはずですよねと，多分そういうことだと思

います。

全部来年度，この資料見たときにコロナのために駄目でしたということばっかり並んで

きて，それじゃしょうがないね，全部順調でしたということにはならないという多分そう

いうことかと思いますので，そのようなところでお願いいたします。

一通り，このターゲット４で頂きました意見をこの辺りでまとめたいと思います。

評価に関しましては，行動計画に関しましては評価の変更はなかったかと思います。

ただ，総合戦略という観点からで一つございました。その総合戦略のところでの変更，

また次の第３回のところで正式に決定するといたしまして。

今回は，ですから，評価案のとおりというふうに今のところなる訳ですけども，それで

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

＜異議なし＞

はい，では評価案のとおり決定というふうにしたいと思います。

また，その他いろいろ委員の皆様方からいただきました御意見は，今後の施策・事業の

見直し改善などに取り入れていただければと思います。

■議事２：「とくしま目安箱」等に寄せられた建設的な意見・提言の採択について

（会長）

続きまして，議事２「とくしま目安箱」等に寄せられた建設的な意見・提言についてに

移りたいと思います。

事務局から説明をお願いいたします。

（事務局）

今日，お配りさせていただいたＡ４の資料で資料４をお願いいたします。
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こちらが「とくしま目安箱」などに寄せられた建設的な意見・提言，全てで９件を網羅

させていただいております。

戦略会議では，県民の皆様から寄せられた御意見の中から県政の推進につながる優れた

提言を採択しまして，総合計画審議会の方に御提言させていただいております。

提言の内容によりましては，すぐに実現というのは難しいものもあろうかと思いますが，

各部局におきましては，できる限り頂いた趣旨を政策に反映するというスタンスでいると

ころでございます。

こちらの９件につきましては，この会議の前にあらかじめ委員の皆様にアンケートを実

施し，優れているものを選んでいただいたものでございます。

その結果が，資料４のとおりということとなっております。事務局からは以上でござい

ます。

（会長）

それではこの９件のうちから優れていると思われるものを選定の上，採択したいと思い

ます。

ちなみに事務局にお尋ねいたしますが，昨年度はこの会議で何件の意見・提言を採択さ

れましたか。

（事務局）

あらかじめの委員アンケートに基づき，昨年度12件ございましたけれども，内容を御確

認いただき12件全てを御採択いただいたところでございます。以上でございます。

（会長）

今回は候補の９件の中から皆さんの御意見をお伺いして，更に絞るのが良いか，それと

も９件全てを採択するのが良いか。いかがいたしましょうか。

（Ａ委員）

はい。

（会長）

はい，Ａ委員。

（Ａ委員）

あらかじめ全員にアンケートを実施し，その結果に基づき絞り込まれている訳ですから，

昨年同様この９件全てを採択して良いのではないでしょうか。

（会長）

ただいま，９件全てを採択して良いのではないかという御発言・御意見を頂きました。

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，御異論ないようですので，そのように県民の皆様からの優れた意見・提言として

９件全てを採択するということで決定したいと思います。



38

■議事３：「とくしま目安箱優秀提言」表彰候補の選考について

（会長）

続きまして，議事３「とくしま目安箱優秀提言」表彰候補の選考を行いたいと思います。

まず，事務局から表彰に関する要綱について説明をお願いします。

（事務局）

続きまして，資料５－１をよろしくお願いいたします。

こちらが今，会長おっしゃいました要綱でございまして，第１条のとおり，優秀提言の

表彰を行うということでございます。

目的につきましては，第２条に書かれておりますとおり，多くの建設的な御提言の中か

ら県政の発展を図ることを目的としているところでございます。

表彰につきましては，第３条１，２とあるとおり，一般部門と若者部門それぞれ一件を

原則として選んでいただいているところでございます。

なお，この表彰の期間なのですけれども，昨年度までこの表彰は11月に決定していただ

いたのですけれども，今回から手法を少し見直しておりまして，この７月で決定するとい

うことでございますので，去年までは６月までの御提言を対象期間としていたのを本年度

から，年度末３月末までという形で変更させていただいているところでございます。

なお，投稿者が匿名又は連絡先が不明，あるいは表彰希望していない等が事前に分かっ

た場合は対象外とさせていただいておるところでございます。

第５条は，この会議におきまして審査し，その候補を選定の上，知事に提案していくと

いうことになっております。

選考の基準は第６条のとおり，有効性・必要性・実現可能性という観点で審査いただい

ているところでございます。

５－１につきましては，以上のとおりでございます。よろしくお願いいたします。

（会長）

はい，それでは表彰候補の選考について協議したいと思います。

事前に，委員各位にアンケートを実施しておりますので，その結果と合わせて過去の表

彰の状況等を含め事務局から説明をお願いいたします。

（事務局）

資料５－２をお願いいたします。

こちらが先ほどの９件を一般部門と若者の部門に分けて掲載させていただいたものでご

ざいます。

まず，上の一般部門につきましては，最高得票は１番の「災害避難所のコロナ対策につ

いて」というところでございます。

若者部門につきましては，実は一番多かったのは１番の「マリンピアの新たな将来」と

いうところでございますけれども，この方少し連絡を取る機会ができまして，このような

形で選んでいただくのは大変有り難いというお話も頂いたのですけれども，表彰について

は御辞退させていただきたいというのがございました。つきましては，次点の「とくしま
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の観光について」というのを表彰対象とさせていただければと考えているところでござい

ます。

なお，次の下の資料５－３に，これまでの過去の表彰の実施状況を御参考までに入れさ

せていただいているところでございます。

平成25年から昨年度までというところでございます。

資料５－２に戻っていただきまして，こちらは今年の得票の状況でございます。

若干，これまでに比べますと，それぞれの得票数が少ないように感じられるかもしれま

せんけれども，委員の皆様にそれぞれ御投票いただいたのですけれども，今回いわゆる目

安箱から選んだ件数が多かったため，このような得票数になっているというところでござ

います。

これらのことを踏まえまして，今年度，今回はそれぞれの部門の最多得票の提言，一般

部門では災害避難所，若者部門ではとくしまの観光ということで，優秀提言の表彰候補と

してはいかがでしょうかと，事務局としては考えているところでございます。以上でござ

います。よろしくお願いいたします。

（会長）

ただいま，事務局から説明と提案がありました。

今回の選考についてはいかがいたしましょうか。

事務局からの提案では，一般部門の第１位「災害避難所のコロナ対策について」，そし

て若者部門の第２位「とくしまの観光について」，これらを優秀提言表彰の候補とすると

のことでございました。いかがでしょうか。

はい，どうぞ。お願いします。

（Ｆ委員）

これいつも結構感じるのですけれども，何か選ばなければいけないのでしょうか。

目安箱に，いろんな意見を積極的に寄せていただくというのは非常に重要だと思います

が，特に一般部門の１番は今の喫緊の課題ではあるのですけれども，これ当然なことで，

こういう意見が出なくても絶対やらなければいけないようなことなので，わざわざ選ぶ必

要があるのかというのがちょっと疑問には思うのです。

かといって他のどの意見がいいかというと，あまり積極的にちょっと押す意見もないよ

うな感じがするのですけども，その辺事務局の御判断はいかがでしょうか。

（事務局）

Ｆ委員，御意見ありがとうございます。

この投稿が行われましたのが，年度の初めのところでございまして，コロナ対策が避難

所でどう行われるかということにつきましては，まさに，やらなければならないというこ

とでございまして，たちまちこの方の御意見に沿った，結果としてはそういう形なのです

けれども，４月の下旬に行われました臨時議会でも補正予算として成立したようなことも

ございまして，まさに，Ｆ委員がおっしゃるとおり，やらなければならないことではある

のですけれども，県民のニーズとしても沿ったものであったというようなところからも，

このたびアンケートにおいても投票を頂いたというような形になっているのかなというふ

うには思っているところではございます。よろしくお願いいたします。
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（会長）

Ｆ委員，どうでしょう。

（Ｆ委員）

まあまあ，県民のニーズとしてというのはそれはそうだと思いますので，そういう意味

からいけば，何か取り上げるとしたらこれかなという感じもしますけど，今後はできるだ

け建設的というか，何か誰もが考えることじゃないような意見をどんどん出していただく

ように，是非ＰＲをしていただければというふうに思いますけど。

（監察局長）

すみません。今補足させていただくのですけども，やっぱり事務局から申し上げたよう

に，頂いた時点が非常に早かったのですね。

今現在でこそ避難所の関係っていうのは，大いに当然現場で動いている話なのですけど

も，例えば２月の段階早い時期からこういうところに目を付けられて，それで投稿いただ

いて，それを基に県としても臨時会を開いて予算を数千万付けていると。それが全国の実

は見本になったというそういった側面もございまして，結果的として今見ると非常に普通

の内容のように見えても，そのときそのときの断面で取るとなかなか日本を先導したなと

いうふうな感覚もございまして，結果として最高得票ということでございましたので，補

足ということですけども，そういう状況でございました。

（Ｆ委員）

分かりました。早い段階から出てきたという，今の御説明である程度了解しましたので，

これで結構だと思います。

（会長）

いかがでしょうか。

では，優秀提言表彰の候補を先ほどの二つ，つまり一般部門から「災害避難所のコロナ

対策について」，若者部門から「とくしまの観光について」として飯泉知事に報告するこ

とにしたいと思います。よろしいでしょうか。

＜異議なし＞

はい，では，そのようにします。

■閉会

（会長）

以上で，本日の議事は全て終了いたしました。

最後に事務局から事務連絡をお願いいたします。

（事務局）

事務連絡を申し上げます。

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
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で公表させていただきたいと考えております。

また，次の会議は８月７日金曜日午後１時30分から当会議室にて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＞

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。

以上を持ちまして本日の議事を終わります。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申し上げます。

お陰を持ちまして有意義な会議となりました。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，そして委員の皆様方には貴重な御意見・御提言ありがとうございました。

今日頂きました評価結果，あるいは御意見・御提言等につきましては，提言書として取

りまとめまして総合計画審議会，そして地方創生“挙県一致”協議会に提出してまいりた

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申し上げます。

本日は誠にありがとうございました。


