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令和２年度 県政運営評価戦略会議（第３回）

１ 日 時 令和２年８月７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

伊庭 佳代 佐々木 季裕 政策創造部大学・産業創生統括監兼副部長

植田 美恵子 黄田 隆史 経営戦略部副部長

加藤 研二 小椋 昇明 未来創生文化部副部長

近藤 明子 正木 孝一 保健福祉部副部長

坂本 真理子 玉田 直彦 商工労働観光部副部長

田村 耕一 林 博信 農林水産部副部長

南波 浩史 谷本 悦久 県土整備部副部長

久岡 佳代 原田 治喜 出納局副局長

藤原 学 新居 徹也 南部総合県民局副局長

桝本 久実 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

「『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 ターゲット５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５の質疑及び評価の決定（資料２－１，２－２及び３）

３ 総合戦略の概要説明（資料７）

４ 総合戦略単独の主要事業の質疑及び総合戦略の評価の決定（資料２－２，３及び６）
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■開会

（事務局）

それでは，ただいまより令和２年度第３回県政運営評価戦略会議を開会いたします。

それでは石田会長，議事の進行をよろしくお願いいたします。

■議事：「『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，議事進行に御協力の程お願いいたします。

本日の議題は，「『未知への挑戦』とくしま行動計画」のターゲット５及び「ｖｓ東京『と

くしま回帰』総合戦略」単独の主要事業や評価案について評価を行いたいと思います。

はじめに，評価の参考とするため総合政策課からターゲット５の概要等について御説明

を頂きたいと思います。お願いいたします。

（総合政策課）

「『未知への挑戦』とくしま行動計画」ターゲット５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５の評価につ

いては，午後２時40分頃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。

ターゲット５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，挙手の後発言をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

はい，Ａ委員，お願いいたします。

（Ａ委員）

評価の変更，質問，要請，意見を申し上げたいと思いますけれども，まずは293ページ

の整理番号527，ＳＤＧｓの関係ですけれども，この中でイベントが台風で中止になりま

したということなのですけれども，県内各地で燃料電池自動車による外部電源デモンスト

レーションなどで，県民への普及啓発を行っているというようなこともございまして，台

風で中止になったイベントも，次回の開催に向けて調整中であるということで，ＳＤＧｓ

の普及啓発が図られるように事業展開を進めているということでございます。

不可抗力でイベント中止だけを捉えてＣ評価ですけども，成果や対応にあることを踏ま

えてＢ評価が適当ではないかというふうに考えています。
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それから質問ですけれども，295ページ，296ページ，297ページにございます，地球温

暖化防止対策の切り札として，水素社会の早期実現を目指すための徳島県水素グリット構

想につきまして，当戦略会議でも県庁前の水素ステーションの視察，燃料電池バス導入や

水素供給拠点構想実現につきまして認識を踏まえてきたところでございます。

今日まで事業の進捗，さらには2021年の燃料電池船の試験導入，今後の水素エネルギー

の普及拡大について具体的な取組についてお答えを頂きたいというふうに思います。

それから，質問と要請でございますけれども，316ページの569番コウノトリ里親センタ

ーというのが2021年設立ということで，準備が進められていると思います。

現在の進捗状況について教えていただきたいということと，要請は第１回会議でも申し

上げましたのですけれども，耕作放棄地への餌場確保のためのビオトープがＪＡ徳島北の

正面にあります耕作放棄地に完成をいたしております。

コウノトリ基金として，近隣の耕作放棄地などをリストアップいたしまして，ビオトー

プとして増設する計画にあるというふうに伺っておりまして，ビオトープを整備するには

鳴門市の未利用の用地もあることから，鳴門市との協力や県の支援も必要ではないかとい

うふうに思いますので，それらにつきまして是非県としていろいろ要請をしていただけれ

ばというふうに思います。

それから意見ですけれども，328ページの整理番号591番，木造４階建ての県営住宅が整

備をされて，「awaもくよんプロジェクト」，これが全国初の取組として記載をされており

まして，徳島の林業にも非常にいい取組だというふうに思います。

県内の事業者を活用いたしまして，こうした取組を市町村はじめ他の公共建築物などへ

の普及につきまして，考えていただければというふうに思います。

最後質問でございますが，335ページの整理番号604番，新たな海上交通の導入というこ

とで，2019年度は導入研究，2020年，2021年につきましては実証運航というふうに記載を

されておりまして，関西万博や関西空港をつなぐ新たな海上交通の導入として整備をして

いこうと，その進捗と今後の見通しについてお願いをしたいと。以上でございます。

（会長）

はい，ありがとうございます。

では，順番にお願いいたします。

（危機管理環境部）

危機管理環境部でございます。

まず，一点目のＳＤＧｓイベントの開催について少し説明だけしておきます。

昨年全国を３か所程度ＳＤＧｓイベントと称しまして，太陽光発電等でライブステージ，

この辺りを補いながら，ＳＤＧｓで関わる部分を啓発していこうということで，徳島は特

にその中でも「阿波国 ＴＨＥ ＳＯＬＡＲ ＢＵＤＯＫＡＮ」としましてイベントを開催

しているところでございました。あいにくにも台風で延期になったところでございます。

このイベントにつきまして，実は次回開催に向けまして，主催者と今現在調整中という

ことで，ただし，今年度につきましても新型コロナの影響もございまして，交渉について

は非常に難航しているところでございます。



4

そういうところで，まず一点，御報告させていただきます。

続きまして，自然エネルギーの進捗状況ということで御質問を頂いているところでござ

います。

自然エネルギーにつきましては，地球温暖化対策の切り札ということで，究極のクリー

ンエネルギー，Ｈ２ＯからＨ２を取り出して水素を活用していこうという取組でございま

す。そういう中，平成27年に「水素グリッド構想」，これを県として策定したところでご

ざいます。

県として，これまで公用車への燃料電池自動車の率先導入，昨年度になるのですけれど

も，全国初となる燃料電池パトカーを導入しまして，燃料電池自動車としては今７台公用

車に導入できているところでございます。

それと同時に，民間団体の燃料電池自動車購入に対する補助を累計９台ということで，

昨年実績１台補助を実施しておるところでございます。

それと同時に，新たなシステムモビリティの導入策としまして，燃料電池バス，定期バ

スということで，これの試乗会等をやりながら，実は今年度内に燃料電池バスを導入でき

るように今取組を進めているところでございます。

あわせて，県内の事業者になるのですけれども，苛性ソーダを製造する段階で水素が発

生します。いわゆる副生水素でございまして，この副生水素は，実は大気中に放出して無

駄になっていたところでございます。そういう副生水素を精製して圧縮して，水素ステー

ションとして使っていこうではないかと。この事業につきまして今年度燃料電池バスと含

めて事業展開をやっているところでございます。

ただし，今この圧縮装置とかそういう装置自身の導入が，実は新型コロナで遅れており

まして，年度内の進行に向けてちょっと暗雲が漂っているところでございます。

あわせて，この辺りについて十分周知しながら水素社会の構築に向けまして，県として

も頑張っていきたいと考えておるところでございます。

その副生水素を使用した水素ステーション，実は川内町と北島町周辺に設置する予定に

なるのですけども，この水素の利用価値というのは電気自動車と違いまして，例えば高速

バス，貨物車，船といった配送関係の大型のものに適しております。電気自動車につきま

しては小型ということで。航続距離の関係がございます。そういうところで，水素と電気

自動車のすみ分けも十分考えながら行っていきたいということで，その立地条件も考えな

がら高速バス，この辺りを将来的に視野に入れてやっていきたいというところで今やって

いるところでございます。

あわせて，御質問にございました燃料電池船ということで，大型船舶も含めて船舶への

利用，先ほど言いましたように，バスとか大型トラック，これにつきましては水素は非常

に適しているというところで，燃料電池船の試験導入ということで，21年度の試験導入に

向けて，まさしく検討をしているところでございます。

そういう中，本県の特色とか観光面も考えながら，まずは燃料電池船の試験導入に向け

まして，昨年度その具体化に向けて調査検討委託業務を民間の方に委託して検討を始めて

いるところでございます。

そういう中，我々としてはこの燃料電池船導入に向けて国の事業にも手を挙げていたと

ころであるのですけれども，残念ながらコロナで今年度については不採択となったという
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ところで，改めてこの辺りも国に手を挙げていきながら，燃料電池船の導入に向けてしっ

かりと検討をし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。

（県土整備部）

県土整備部でございます。

591番「awaもくよんプロジェクト」について御意見いただきました。

この「awaもくよんプロジェクト」というのは，最近建築基準法が変わりまして，木造

で４階建ての建物が建てられるというふうなことになっております。

そういった変更がありましたことから，県営住宅にもその４階建ての県営住宅を建てる

というふうなこと，全国初ということで考えておりまして，７月に全国の方を対象としま

してプロポーザルを行っております。全国各地からは42件ほどの応募作品がありまして，

先日その中から１件を選定させていただきました。

今後，その選定業者と具体的な設計について協議を進めていくような状況でございまし

て，これを県下の市町村の方に普及させていきたいなというふうに考えております。

続きまして，604番，新たな海上交通についてでございます。

これは，令和３年度の東京オリパラ，またワールドマスターズゲームズ2021関西，さら

には2025年５月からの大阪の関西万博が開催されることになっておりますので，本県へ関

西から誘客促進，人口交流拡大を図るために，新たな海上交通を導入しようとして実証実

験を行っているものでございます。

現在の進捗状況としましては，本県と関西国際空港を接続し，船からの景観も楽しめる

ような景勝地を通過する付加価値をつけた周遊ルートを設定し終えましたので，今現在は

船会社と実際にいつから運航するのかというふうな，詳細の詰めを行っている状況でござ

います。以上でございます。

（会長）

あと，569番も確かコウノトリの関係の御質問があったかと思うのですが。

（危機管理環境部）

すみません，併せて御説明するところだったのですけど。コウノトリ里親センターにつ

きましては，令和３年度の設立に向け今構想を策定する段階でございます。

コウノトリ里親センターにつきましては，負傷したコウノトリ等について収容して保護

する所でございますけど，実はこの負傷したコウノトリを収容するに際して，まず獣医療

等が必要になるところでございます。そういう中，県内獣医療をする機関もございますと

ころで十分その辺りとも連携しながら，負傷したコウノトリの治療及び一時保護可能な体

制整備に向けて現在検討段階でございます。以上でございます。

（会長）

Ａ委員，いかがでしょう，よろしいですか。

（Ａ委員）



6

そのコウノトリの里親センターというのはどこかに，医療センターのようなものを作っ

て，そこにドクターも配置をするというようなことになるのですか。

（危機管理環境部）

今まさしく検討段階で，まずはこの保護収容するという考え方。まず一時的に負傷した

部分を治療する施設と，そのあと放鳥するまでの期間，その両方の施設を一つの施設でや

っていくのが理想的ではあります。

この辺り実は岩手県が先例としてやっている所でございます。その辺りも十分参考にし

ながらと考えておるのですけど，施設的な要因，それから獣医療する場所，そういうとこ

ろもございますものですから，県として非常に悩ましいところで，その辺りを含めて検討

させていただいてるところでございます。以上でございます。

（会長）

はい。それでは，ほかにいかがでしょうか。

はい，Ｂ委員，お願いします。

（Ｂ委員）

一点具体的なところと，あとは循環とくしま・持続社会というところの大きな枠でコメ

ントをさせていただきたいと思います。

具体的なところで申し上げますと，333ページの整理番号が600番でＮＰＯに関するとこ

ろなのですけれども，この認定ＮＰＯの法人数を増やしていくというのは，かなり認定Ｎ

ＰＯはハードルが高くて難しいことかと思います。

それの前段階として指定ＮＰＯという制度を設けて，そこにしっかりと応募を頂いて御

活躍いただくような取組がなされているというふうに理解しているのですけれども，この

認定ＮＰＯになる前のこの指定ＮＰＯというところに，どれだけのＮＰＯの応募というか

申請があるかというところと，あとは指定になってから認定にというところのハードルは

多分すごく高くて，なかなか認定に到達できないというようなところかと思うのですけれ

ども，指定から認定にいくところでどのように皆さんはお困りなのかとかというところの

現状がもしお分かりでしたら伺いたいなと思います。

もう一点は，このターゲット５の全体的なところで循環とくしま・持続社会という中で，

新時代を先導しましょうというところで，再生可能エネルギーも先ほど御説明いただいた

とおりしっかりと取り組んでいただいている。

あとは環境というところの中で，地球温暖化の影響で今までは想定できなかったような

災害が起こったりというような悪影響というのもたくさんあります。

一方で，環境が変化して地球温暖化が起こってる中で，熱中症等の問題もあって，クー

ラーの設定温度を高くしましょうというところに，逆のやり方でもう少し冷やさないと熱

中症になりますよというようなジレンマもかなり起こっています。

人命がもちろん大切ですので，そこのあたりは県民も皆，人の命を守るという動きをし

てほしいのですけど，こんなふうに本当になかなか環境のことというのはすぐには成果が

出てこない分野かと思います。
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その中でも，本当にたくさんいろんな取組を積極的にしていただいているかと思います

ので，なかなか成果が出てきませんけれども，引き続き重点的に取り組んでいただけたら

というふうに思います。以上でございます。

（会長）

はい。では整理番号600に関連しまして，はい，お願いいたします。

（未来創生文化部）

まずは600番の認定ＮＰＯ法人についてでございますが，まず認定ＮＰＯ法人は，確か

にハードルが高いというのは事実です。ただし，なることによって社会的信用，寄附や外

部資金が集めやすいということで活動に対しては非常にメリットがあり，それから寄附し

ていただく個人や法人の方におかれては，個人はまず寄附金が税の控除，企業については

損金算入が通常の財団法人などに寄附するよりもはるかに損金算入額が大きいということ

でメリットがある訳なのですが。ただし，これを受けるに当たっては，このＮＰＯ法人の

収入の中で，寄附金の収入が２割以上占めているということと，それと各事業年度中に寄

附金の額が3,000円以上である寄附者が年平均100人以上いることということが，やっぱり

今ハードルとしてなかなかなりづらいと。どうしてもまだまだ運営規模が小さいＮＰＯ法

人が多いということで，県といたしましては，ただしこれは全国的なルールでして，もう

一つこの基準の中にローカルルールといいますか，都道府県や市町村で条例で個別指定が

できるということで，条例を私どもでしたら「徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定

の手続等に関する条例」というものを定めまして，そこの中で先ほどの総収入の寄附金の

割合，全国でしたら20パーセントというところを10パーセントに下げる，それから3,000

円以上の寄附が，先ほどは100人と言ったのですけど，これを30人とか，そういうことで

下げるということと，その代わり，県民参加の行事や我々やっているようなそういう所に

ボランティアスタッフの派遣とか，そういうような県民参加の活動に御協力も頂いている

という，そういう実績を条件に指定ＮＰＯ法人ということで県の方はさせていただいて。

指定ＮＰＯ法人になりますと，国の方の全体の大きい基準ではなくて，ローカルルールと

いいますか，条例ルールを適用してそのまま認定ＮＰＯ法人になれるということでなって

おります。

そこの中で，これまでにＮＰＯ法人の中でふくろうの森さんとかグリーンバレーさんが

この制度を利用して，そのまま翌年に認定ＮＰＯ法人になったという例がありますので，

私どもの方もＮＰＯの活動報告を見させていただいたり，決算状況それによって可能性が

ある所については直接，個別にそういう形をお勧めすることによって，まずは指定ＮＰＯ

法人，そして認定ＮＰＯ法人へとスムーズに移行できるように，今後また対応してまいり

たいと考えているところです。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。

遠隔地の委員の皆さんは，手を挙げにくいかもしれないですが，いかがでしょうか。

はい，ではＣ委員お願いします。
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（Ｃ委員）

質問ではなくて，あくまで意見という形で発言させていただきます。

323ページのところに，581番ですけれども，ふるさと納税の部分の項目があります。

数値目標のことに関しては，ふるさと納税の寄附件数に関しては総合戦略のマークが入

っているので，ここで言うことが適切であるかどうかわかりませんけれども。ふるさと納

税に関しては，マスコミ等も含めてゆがんだ方の議論にもなってたりしているので，非常

に本来の趣旨からかけ離れた部分がありますけれども，581番のところで書かれている件

に関しては，キーワードとしてやはり徳島ファンを広げるというようなところだと思いま

すので，ここの文脈がもしかすると財源確保のためにふるさと納税をできるだけ積極的に

利用してもらいたいという側面があるかもしれないですけれども，だけれども財源確保と

いう意味だけではなくて，もっと徳島でこんなことをやっているとか，徳島ではこんなよ

うな商品を作っているとか，あるいはこういうようなサービスみたいなものもやっている

ということを全国に発信していく一つの手法ということだと思います。そうすると，ここ

でも寄附金額とか合計金額ではなくて，数値としても寄附件数というふうになっています

から，この合計金額は当然税金の問題からすると望ましいというふうに言えると思います

けれども，あくまでも徳島のファンを一人でも増やしていくというような目標ということ

からすれば，ここにあるような件数をもっと増やしていただきたいと。

数値目標及びそれに対する実績としては，クリアされていますし，評価に関しても当然

Ａ評価でいいと思うのですけれども，今の水準以上にもっと増やしていただくような努力

をしていただいたらいいかなというふうに思います。以上になります。

（会長）

はい，ありがとうございます。

ほかに，いかがでしょうか。

Ｄ委員，お願いします。

（Ｄ委員）

質問なのですけれども，320ページの「進化する広報広聴活動の展開」のところで，575

番で徳島県のＳＮＳの利用登録数というのがありまして，達成率100パーセントというこ

とで，かなり件数が伸びているというのはよくわかって，これはこれで非常にいいと思う

のですけども，県のＳＮＳ登録数というのが数字だけ見ているとすごく伸びている感じな

のですけれども，徳島と同じような感じのほかの地方の県のＳＮＳ登録数というのがどん

な感じなのかということがよくわからないので，もしかすると他県に比べると伸びてはい

てもまだまだ少ないかもしれないし，逆に他県より結構見られているのかもわからないの

で，その辺を他県との比較でどれぐらい徳島を見てもらうかというのは非常に重要だと思

うので，他県のＳＮＳ登録数とかの数字がもし分かれば教えていただければと思います。

（経営戦略部）

経営戦略部でございます。今の県のＳＮＳの登録者の関係で御質問を頂いております。



9

他県の登録数というのは手元にはないので申し訳ございません。

一方で，ここに書いておりますように登録数につきましては，直近の分でいきましたら

記載のありますように141,812件という形で，目標数値の142,000件にわずかに届かなかっ

たのですけれども，順調に数字を伸ばしてきているところでございまして，伸び等を見ま

すと，ちなみに平成26年度末につきましては22,000件でございましたけど，それがフォロ

ワー数も伸びまして，令和元年度末には6.4倍の数字になっておるという形でございます。

現在，直近の元年度末時点でございますけど，ツイッターが26，フェイスブック49，イ

ンスタグラムが９，ライン５という形で計89のアカウントによりまして情報発信をしてい

るというところでございます。

他県の分というのは，その辺りの状況を今後は委員からお話がありましたように，その

辺りの分析等をしながら，よりよい，まさにそれぞれ分かりやすくタイムリーに情報発信

ができるような形で検討してまいりたいと思います。

（Ｄ委員）

よろしくお願いします。

（会長）

この資料にも「数値目標の考え方・算定根拠（全国順位等の参考情報）」ということで，

記載するスペースが少しまだ余白がございますので，その辺りの情報を調べていただいて，

もし記入できればお願いいたします。

ほかに，いかがでしょうか。はい，Ｅ委員。

（Ｅ委員）

284ページなんですけども，質問とお願いなのですが，一つはこの512番の人工造林につ

いてで，担い手を育成するためにアクティブシニア植林隊事業が実施されているというこ

となんですが。人数としては南部東部で14名ですか，実施して植林隊として成果が上がっ

ているようなんですけれども，実際現場でというのはどんなでしょうか。

植林隊の方々が実際現場でされたりしているのか教えてもらいたいのと，もう一点は毎

年主伐等がどんどん実施されていると思うのですが，それに対しての人工造林等とかがど

れぐらい進んでいっているか教えていただきたいのです。

また，お願いなんですけれども，現場自体が奥地化が進んでいって，傾斜もきつく大変

厳しい現場となってきていると思うのです。

それで，その作業者に対しての負担とかもどんどん増してきて，それを軽減していくと

かの対策も考えていってもらわないと，今後なかなか造林とかをしていくのも大変厳しく

なってくるのかなと思うので，そういった面もお願いしたいと思います。以上です。

（会長）

はい，ありがとうございます。はい，お願いいたします。

（農林水産部）
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農林水産部でございます。今ありましたようにいわゆる造林をしていくというのは，ま

さに切って植えてという循環をしっかり回していくという意味で非常に大事なところでご

ざいまして，そういった形でこの人工造林を積極的にやっておるというような状況でござ

います。

今御質問にありました，シニアの活動状況という形でございますけれども，アクティブ

シニア植林隊という形で３ブロックという形で，この備考欄のところに現在南部３名，東

部５名という形で今従事いただいておるということでございます。

具体的な昨年度の活動状況というのは，すみません，手持ちの方で何回ぐらいというの

がないものですから具体的な数字はないのですけれども，こういった形で御登録いただい

て，実際に植林などをお手伝いいただいて，データ的なものは申し訳ありませんが従事い

ただいているというところでございます。

それと造林の状況，植林の状況ということでございますが，この数値目標で512のとこ

ろで元年度については114ヘクタールという形で去年の人工造林という形の実績を掲げさ

せています。

ただ，ここの数字は，いわゆるコンテナ苗という形での造林の分を目標で掲げていると

いうことでございまして，それ以外の従来からあるやり方につきましては，県全体で去年

138ヘクタールという形で若干広いような形でございます。

コンテナ苗というのは，近年特に森林サイクルをするに当たって，非常に根付きが良く

て実際植林についての省力アップにもつながると。施設内での栽培についての生育も良い

という形で伸び，新しい植林方法ということで，ちょっと，ここのところの数値について

は，今みたいな形で114という形でこれを上げていくということではあるのですが，県全

体の造林面積については，これより若干多くて138ヘクタールというのが実態ということ

でございます。

主伐に対する割合というのが，手元のデータでないという状況で申し訳ないのですけれ

ども，こういった造林については，しっかりこういったコンテナ苗みたいな形で，できる

だけシニアの方を含めて，通常よりも省力化的な形の技術を取り入れながら，これから積

極的に伸ばしたいというふうに考えて，データがなくて不十分で申し訳ございませんが，

以上でございます。

（会長）

よろしいですか。

遠慮しなくていいですよ。

（Ｅ委員）

手元にないということなので，また教えていただいたらと思います。

ありがとうございました。

（会長）

はい，分かりました。

資料は，南部３名，東部６名，南部５名とあるのは，最後の南部のところが西部の。
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（農林水産部）

はい，間違いです。

（会長）

ということでよろしいですかね。はい，分かりました。

最後の三つ目の南部のところが西部のミスということのようでございます。

ほかに，いかがでしょうか。

はい，Ｆ委員。

（Ｆ委員）

すみません。ターゲット５を全体的に見させていただきましたら，大変Ａ評価が多く，

特に問題点もなく，数値目標的には達成されてうまくいってるのだなと，それならば，全

部終わってしまうので，私の中でも一番関心を持ちましたのは，304ページの547番のエコ

リーダー養成講座を開催とか，地球環境のこととか，生命のこととかの勉強って，自分の

時代だったら道徳とか社会とかの勉強だったのですが，今って学校挙げての取組をされて

いるのだなというのを思いまして，このIＳＯ認証取得した学校の割合が，数値目標を達

成して86.6パーセントって目標も達成されているのですけど，この認証の内容ってどうい

う取組をすれば取れるのでしょうか。

あと，エコリーダー養成講座ってどんな内容をされているのかなって。どういうことを

子供たちに教えられているのかなってすごく興味が湧きました。教えてください。

（会長）

はい，お願いします。

（教育委員会）

教育委員会でございます。御質問を頂きましてありがとうございます。

現在，学校版環境ＩＳＯということで，これを進めていくのだという取組でございまし

て，御案内いただきましたように数値目標を定めまして，令和元年度末は全学校数のうち

86.5パーセント取得してもらおうというところの目標で86.6パーセントにいきましたの

で，ということで，このような評価をさせていただいているところでございます。

お話のございました，どのような学校について認証しているのかということでございま

す。その基準についてでございますが，まずはどの学校にも必要な必須項目として，一つ，

学校における節電・ゴミ分別，あとリサイクル活動，これについては，すべての学校につ

いて取り組んでいただこうということを定めております。

その上で，選択項目ということで，この四つから一つ以上は行ってくださいという取組

で設定をしておりまして，まずその一つ目が地域，これは家庭も含む訳でございますけれ

ども，そこに節電・ゴミ分別・リサイクル活動を広げていこう，そのような取組もしてい

る場合，次に地域に学校から出向いていって環境保全・環境美化に関する活動を展開して

いこう，そういう取組もしている場合，さらに三つ目が地域に関連したテーマを選んで環
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境学習活動を行っている場合，もう一つが，この三つ以外で，この運営委員会というのが

ございますので，そちらがふさわしいと認めたテーマについてアイデアを出して取り組ん

でいる場合，それを認めていこうということでございまして。必須項目と選択項目，そこ

から成り立っているという状況でございまして，そんな取組を進めているという状況でご

ざいます。

（Ｆ委員）

条件的にはまあまあ厳しいのですね。

簡単に取れるようなものではない感じですね。

（会長）

よろしいですか。

はい，Ｇ委員どうぞ。

（Ｇ委員）

二点お願いいたします。

一つ目は286ページの515番，食品ロスの問題なのですけど，別に評価がという問題では

ないのですけれども，この項目を見ますと大人の方たちに食品ロスっていうのは非常にい

ろんなことを考えられてしているのですけれども，実は子供たちの学校給食の中で非常に

食品残渣がものすごく出ているっていう，市町村によって違いはあるみたいなのですけれ
ざ ん さ

ども，出ているみたいなのです。

もちろん，好みの問題もあるでしょうし，子供たちの体調っていうこともあるかも分か

りませんが，やっぱりこんなコロナの時代が来ましたら，食べ物の大切さというのですか，

そういうのを子供たちのときから指導できるような，先生方も一生懸命頑張ってくださっ

ているとは思うのですが，何か相当数出ているっていうこともお聞きしますので，そこら

もう少し何かできるところがあればと思います。

それと，もう一点は，先ほどから自然エネルギーの話をいろいろ聞かせていただきまし

たし，第１回のときにＡ委員からも小水力発電っていうお話があって，事業化してほしい

とお話をお伺いしていたのですが，徳島県って20年も前にネパールの方へ小水力発電をと

いって，20周年と新聞で読ませてもらったのですけど，やっぱり山がちのところで，徳島

も同じように山がすごく多いところなので，プチ省力発電というのがどんなものなのか分

からないのですけれども，もう少しこう何か，地域住民のこともあるというお話は書かれ

ているのですけど，何らかできたら本当に火力発電，ＣＯ２に頼らなくて，できるのでは

ないかなと，大変だろうと思うのですけども，もう少し頑張っていただけたらなと私も思

います。

それと，その昔の時代に潮流発電っていうのですか，渦潮の流れで発電をするというの

を，私が学生時代に聞いたように思うのですけど，何だかそういう新しい発電の方法なん

かも何らかできたら，徳島はそういう自然を大事にしているみたいな売りで，私たちにと

ってもいろんな災害もありますし，いつ電力が止まるっていうこともあり得るかも分かり

ませんので，そういう方面もしていただけたらなと。別に評価の問題ではないのですけれ
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ども，お願いしたいと思います。

（会長）

はい，ありがとうございます。

（危機管理環境部）

危機管理環境部でございます。

食品ロス削減に向けた取組について，全般的な部分につきましては，まさしく昨年度，

食品ロスの全国大会を開催しながら，環境負荷にあまりならないようにということで，全

体的な取組を進めているところでございます。

そういう中，我々としても，教育現場でこの食品ロスの取組，この辺りを当然やってい

くべきということで，この食品ロスの全国大会ではサブタイトルに実は徳島県の消費者庁

の関係もございますし，エシカルで広げようということで，その辺りの事例発表やパネル

展示，県内の企業，フードバンク，それからその際には，確か高志小学校だったと思うの

ですけれども，教育現場におけるまさしく先駆的な取組，この辺りを全国に発信したとこ

ろでございます。

委員がおっしゃるように教育現場における小・中学生における食品ロスの取組というの

は非常に重要でございます。そういう中，我々としても，今後とも消費者，それから小さ

いお子さんもターゲットにしながら，積極的に，全国大会もやったものですから，食品ロ

ス削減の先進県として全国をリードできるようしっかりと今後とも頑張っていきたいと考

えておるところでございます。

あと，もう一点，小水力発電，小規模の小水力発電，県も実験段階でやっておるところ

でございます。

その他に，太陽光発電の他，水力発電，今ちょっと世間をにぎわせている部分もござい

ます風力発電の他に，確か私も波の満ち引きといいますか，その辺りを利用した発電，確

か福島県とかが実証事業をやっているところでございます。その他に，例えば地熱発電，

いろいろございます。

県としてもその辺り全体的なバランスも含めて検討していきたいというところでござい

ます。

県として，その他にバイオマス発電ということでゴミの焼却によるボイラーの発電，こ

の辺りも当然やりながら，一方で阿南市におきましては，木質バイオマス発電，小松島で

もやっているのですけども，現在まだ稼働中でございます。

そのあたり，自然エネルギー再生可能エネルギー利用に十分全国的な状況も検証・検討

しながら推進し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。はい。

ほかに，いかがでしょう。

もし，御意見等これ以上なければ，評価に関わるところで，はじめにＡ委員からお話が

ありました，そこを確認といいますか，検討しておきたいと思います。
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（事務局）

補足的に少し，Ａ委員の評価を変えたらどうかというところの説明をさせていただきま

す。

資料の２－１，こちらが行動計画の判定結果のところでございますけれども，それの11

ページをお開けいただけませんでしょうか。

そこの数字だけで申し訳ございませんけれども，Ａ委員がおっしゃったのは527番，要

は大きな項目で言うと，左の「新時代を先導！再生可能エネルギーの社会実装」というと

ころの１番の「『地産地消』推進プロジェクトの推進」の中に527番は含まれておりますけ

れども，現在０パーセントということでございますけれども，イベントが自然災害の関係

で開かれなかったが，次の開催に向けて計画ができているのであればＢ相当ではないかと

いうような御意見でございました。

今回からのルールでございますと，このＡＢＣそのものは，基本は触らないということ

でございますけれども，それを今回評価いただくのは一番右の所の順調でございますとか，

要注視・要改善のところをどう評価していくかというのが，委員様にお願いしているとこ

ろでございます。

現在，数値化したものとしてはＣであれば79パーセントということでございますけれど

も，これを仮にＢ，80パーセント相当として仮置きしてみた場合は，概ね88パーセントと

いうことになりますので，そこを単純に数値化すれば，一つ上の要注視，今は要改善にな

っていますけれど，それが一つ上の要注視というランクになってくるというところでござ

いますので，そこをどのように御評価いただくかというところで御審議をいただければと

いうことになろうかと思います。

（会長）

はい，ありがとうございます。

評価の方法も含めて事務局から今説明を頂きましたが，もう一度確認しますとＡ委員の

御意見ですと，この整理番号527番，ここが評価をもう少し上げてもいいのではないかと

いうことでございました。

その趣旨を踏まえると，ということになります。

ここはそのままＣなのですけども，その趣旨を踏まえると，この主要施策としては現在

要改善という評価になっておるのですけれども，この主要施策１ですね，地産地消の，こ

の評価を要注視というふうに一つ引き上げるということでいかがでしょうかと，そういう

ふうになるのかなと思います。

まずＡ委員，どうでしょう。

（Ａ委員）

今年からの評価の取決めでございますから，それをたがえることは難しいと思いますの

で，今事務局の方からおっしゃったような形で，ただ単に何もしていないというだけの評

価ではなしに，良くやっているというところなのだけども，たまたま台風でできなかった

だけなのだと。
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県民に対する広報も含めてしっかりやっているということなら，そこのところを要注視

というふうなところにランクアップしていただければいいかなと思います。

（会長）

はい，分かりました。

ほかの委員，いかがでしょうか。

このＡ委員からの意見は。はい。

（Ｈ委員）

Ａ委員の意見に賛同いたします。

（会長）

はい，どうぞ。

（Ｄ委員）

「阿波国 ＴＨＥ ＳＯＬＡＲ ＢＵＤＯＫＡＮ」が天候の関係で中止になったという，

これ予定としては何月頃やる予定が中止になったのでしょうか。

（危機管理環境部）

正確な，何月かという情報はないのですけれど，あくまでも昨年の台風シーズンに，確

か秋の手前でしたか予定しておったのが風の影響がひどうございました。

まさしく太陽光発電をするのに風を受けるのであれば厳しいと同時に，イベントの実施

に対して風に非常に弱かったものですから中止になったという経緯でございます。以上で

ございます。

（Ｄ委員）

秋頃中止になったのであれば，今年度の３月までには結構まだ期間があったので，それ

の代替的にＳＤＧｓイベントで自然エネルギーを活用した，何か代替的なものを考えられ

る余地というのはなかったのでしょうか。

（危機管理環境部）

まさしく委員がおっしゃるとおりで代替措置ということで，本来ですとイベントを開催

するという我々の義務であったというところで認識しておるところでございます。

ただし，このイベントにつきましては，全国確か３か所を渡り歩いていくイベントでご

ざいました。

そういう中で，時期がある程度選定された，春，夏，秋とそういう感じで選定されたイ

ベントでございました。

そういう中，その代替措置というのが我々としてはどうしてもできなかった，全国イベ

ントの順番があったものですから代替措置ができなかったということでございます。
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（Ｄ委員）

そういうことであれば，Ｈ委員も賛同されたような方向で行くのでいいかなというふう

に思います。

（会長）

はい。ほかにいかがでしょうか，よろしいでしょうか。

では，このターゲット５－２－１ですね，「『地産地消』推進プロジェクトの推進」，こ

ちらの評価は評価案では要改善でございましたが，議論の結果，要注視へ変更するという

具合にしたいと思います。

そのほか，このターゲットの５に関連しまして御意見などいかがでしょう，よろしいで

しょうか。

＜異議なし＞

ではこの今変更したもの以外は評価案のとおりというふうにしたいと思います。

続きまして「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」単独の主要事業及び評価案の評価に

移りたいと思います。

はじめに，評価の参考とするため，とくしま回帰推進課から「ｖｓ東京『とくしま回帰』

総合戦略」の概要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。

（とくしま回帰推進課）

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の概要説明（資料７）

（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。

まず，あらかじめ確認をしておきますと，これから評価するのはまずはじめにこの資料

３の総合戦略単独の主要事業等についてということで資料３で評価をいたします。

そのあと，今度は資料２－２，こちらをベースにしまして総合戦略の評価，総合戦略の

施策ごとの評価を行う，というふうにいたしますのでそのイメージでお願いいたします。

それでは，まず資料３の総合戦略単独の主要事業等についてでございます。

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
あい ろ

ドバイス，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。

よろしくお願いいたします。

はい，Ｂ委員。

（Ｂ委員）

一点質問させていただきたいと思います。

346ページの二十番の項目なのですけれども，ここで徳島県版の地方創生特区を目標と

しては10区設定しようとしている中で，７区でしたという結果が出ています。

右の説明にも書いてくださっているとおり，国の方が地方創生特区というのを新たに指

定するというのをまず今ストップしていると。国からの財源が確保できないという状況な
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ので今，徳島県版の地方創生特区も指定するのを多分止めている状況かと思います。

その中で，国がまた特区を設定するとか指定するとかという動きがあれば，それに応じ

て県も県版の特区というのをやっていくのかなということが想像できるのですけれども，

この特区の指定とかという以外に，このように市町村でそれぞれの課題，独自の課題をど

のように解決していくか。

それに対する支援というのをどのような方法でなさるのかというのを，今もし何か取組

があればそれをお教えいただきたいのと，あとはそれに向けてどのような動きを今なさっ

ているのかというのを伺えたらと思います。よろしくお願いいたします。

（会長）

はい。

（政策創造部）

政策創造部でございます。

御質問の件でございますが，徳島県版地方創生特区の件につきましては１年間で２件程

度，合計５年間で10市町村の認定を目指して取り組んでおったのですが，先ほど横の説明

欄にも書かせていただいていますが，国の動き，状況等もございまして７市町にとどまっ

ておるという状況でございます。

そうした中ではございますが，当然深化をさせていかなければいけないということで７

市町を重点的に更に深掘りしていくということで，現在考えるモデルの芽出しとしまして

は10市町の提案がございましたので，そういう意味では各市町村の方に事業を考えていた

だくという当初の目的，どんどん芽出しという意味でも達成できたのではないかと考えて

おります。

それで，まずは今の指定している地域を深掘りしていって充実させていくということが

一点でございまして，令和元年度におきましては，持続可能な地域づくりでありますとか，

課題解決の先進地域づくり，またそれとか世界を魅了する地域づくりを支援するために，

新たに「未知への挑戦！『とくしま回帰』交付金」によりまして，そういった市町村を支

援するような制度を設けております。

ここで新たに５事業10事例ということで，例えば「集落再生『とくしまモデル』実行支

援事業」でありますとか，徳島版の地方創生特区を更に進化させていく事業，また，「イ

ベント体感！『コンセプト泊』推進事業」など，ということで５事業で10事例，あくまで

事業を選びまして応援していくような事業も始めております。

さらに，とくしま回帰交付金の事業の他にも，地方創生に関連する市町村振興資金貸付

金事業，ここでも支援等を行っておりまして，２事業ございまして合わせて12事例の地方

創生につながるような取組を後押しするような事業を展開しております。

残りの地区の指定等につきましては，国の動き等も見ながら当然対応していくことにな

ると思いますけれども，そういったことを待つだけではなく，県独自のこういった施策を

通じまして地方創生をどんどん進めてまいりたいというふうに考えておるところでござい

ます。以上です。
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（会長）

はい，ほかにいかがでしょうか。

はい，どうぞ，Ｈ委員。

（Ｈ委員）

人口を増やすという点で特に農業との関係で，県南で「きゅうりタウン構想」というの

がございまして，非常に注目されているところなのですが，一つはこれの進捗状況，どれ

ぐらいの方がお越しになって，そしてお勉強された後どれぐらいの方が徳島に残って，半

農半Ｘをされているのかということが一つと。もう一つは「きゅうりタウン構想」の場合，

一つの弱いところは地元のいわゆる専門高校とほとんどつながっていないのです。だから，

みまからとか，よくアスティでやっている事業を見に行きますと，非常に高校生の方が真

剣に地元で取り組んでいるということがあると思うのです。

きゅうりというのは，勝負が早いだけにきゅうりに付加価値をつけるとか，何か新しい

商品にするというのは非常に難しいと思うのですが，地元の専門高校の６次産業化とのそ

ういう可能性を探るというか，そういうことができないのかどうかということをお教えい

ただけたら有り難いと思います。以上です。

（会長）

南部の方から，いかがでしょうか。

（南部総合県民局）

南部総合県民局です。お世話になっております。

まずは，きゅうりタウン構想のこれまでの塾生なのですけれども，24名の方を受け入れ

ていまして，これまでに17名の方が修了していただいています。

すいません。少し質問が詳細に聞き取れなかったのですが，その地元の高校と連携して

はどうかという御質問を頂いたのでしょうか。

（Ｈ委員）

後段の方ね。前段の方は実績並びに現況を教えていただきたいというのと，後段の方で

は，質問兼私の提案として，地元高校との何かそういう６次産業化との連携が図れないだ

ろうかというお話をさせていただきました。

（南部総合県民局）

はい。分かりました。

まず，実績と現況につきましては，塾生の受入れと修了人数は今申し上げたとおりでご

ざいまして，今年については今年度については，予定ですけれども３名の方が入塾予定と

いうことになっています。

それと，その６次化のお話ですけれども，現在そういう形での取組はされてない訳でご

ざいますけれども，実はＪＡかいふさんの方が，このきゅうりを活用して６次化の方に取

り組んでおりまして，例えばきゅうりを使ったアイスとか，そういうものを開発して今後
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展開していく，どういう形で売っていくかというのを今模索しているところでございます。

先生から御提言いただきましたように，地元の教育機関との連携ということは，今後大

いに考えられる課題だと思っておりましたので，御提案として全面使わせていただきたい

と思います。ありがとうございました。

（会長）

ありがとうございました。

（教育委員会）

教育委員会でございます。補足をさせていただければと思います。

お話もございましたように，地方創生を進めていく上で，県内農林水産業に新たに農業

であれば就農していただく，なおかつ県内の若い人材がそういう就農していただくような

道筋をしっかりと作っていくと，その点については教育委員会としても非常に重要な使命

を担っているというように考えているところでございまして，そのためにも専門高校のハ

ード・ソフト両面からの魅力化，特色化をしっかりと進めていく必要があると考えており

ます。

その一環といたしまして，総合戦略におきましても城西高校農業科の魅力化ということ

で，アグリビジネス実習棟というのを設けさせていただきましたし，あと県南部におきま

しては，阿南光高校を新たに再編という形で創設をいたしまして，新野キャンパスの方に

も徳島大学と連携させていただいての，ほ場もございますし，施設整備もしているという

状況がございます。

その中で，きゅうりタウンとの連携につきまして，南部総合県民局とも連携をいたす中

で，これまで以上にどのような形で生徒たちに関心を持っていただいて取り組んでもらえ

るのか，そこもしっかりと検討していきたいというように考えております。以上でござい

ます。

（会長）

ほかに，いかがでしょうか。

はい。Ａ委員，お願いいたします。

（Ａ委員）

質問と意見ということですけれども，338ページ，339ページ，340ページに関連をいた

しまして，新産業の創出ということで，非常に優れた取組が紹介をされておりまして，県

内若者の流出防止ということからいたしますと，新しい産業をどう構築をしていくのかと

いうことが求められるというふうに思います。

昨年の県内の大学への進学率，これが50.3パーセントで若干減少傾向にあると。県内の

大学から地元への就職率が40.9パーセントで，流出をしている，流出が加速する実態にあ

るというふうなことが，この間報告をされておりましたけれども。特に338ウの①ですか，

「知のフィールド」の拡大ということで，地方の大学が魅力を高めるというふうなことで，

そのことによって卒業後も地域にとどまるように地元産業を活性化させるものというふう
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なことで，大きな期待が寄せられているというふうに思います。

その意味では，この新たな光，次世代のＬＥＤ，このビッグプロジェクトは今未開拓の

領域であります医療や，非破壊検査などにも応用が利くというふうなことで，全国的にも

大きな期待が寄せられているということでありますので，県内企業の中にも優れた技術を

誇ります企業なども他にたくさんあるということだと思いますので，こうしたプロジェク

ト，産官学金が連携をして，他の分野の新たなプロジェクトの創出，予算は国との関連な

どもあると思いますけれども，そうしたプロジェクトの創出を是非今後図っていただいて，

そのことが地域の将来を担う若者の流出を食い止めることになるのではないかというふう

に期待をしているところでございます。

質問は，この「知のフィールド」というところの説明をお願いしたいなというふうに思

います。

（政策創造部）

政策創造部でございます。ポストＬＥＤフォトニクス研究所とか，この事業の概要の説

明でよろしいのでしょうか。

（Ａ委員）

と同時に，今後徳島県としてそういう事業をこれからも起こしていこうというふうな気

運があるのかどうかというところ。

（政策創造部）

はい。この事業につきましては国の方と連携をしまして，次世代の光創出，応用により

ます，一つは産業の振興，それと若者の雇用創出，この二点の計画というふうになってお

りまして，具体的な事業内容としましては，一点目としましては深紫外でありますとか，

赤外光コム，テラヘルツといった次世代ＬＥＤの目に見えない光である，次世代ＬＥＤの

光源に関する研究開発というのが一点ございます。その研究成果を活用した応用製品の開

発，社会実装ということが一点大きな柱ということになっています。

二点目としては，その光応用専門人材を育成していくと。それと徳島大学ですね，地方

大学をキラリと光らせていくということが二点目の大きな事業となっております。

先ほどお話ありました産学官金の連携でございますが，当然これを進めるに当たりまし

ては「とくしま大学振興・若者雇用創出推進会議」というのを設置しまして，知事が会長

なのですが，事業責任者は金融関係の阿波銀行の相談役になっていただいておりまして，

副会長には徳島大学，それと日亜化学といったメンバーの方々で構成しておりまして，こ

れで事業を進めていくようなプロジェクトとなっております。

具体的には徳島大学でありますとか，阿南高専，例えば工業技術センター，産業振興機

構，徳島県が総体となって新たな産業創出に結びつけていくということで，５年間の事業

の今年度が３年目ということになっております。

来年４年目，５年目が実装化といいますか，どうやって事業化していくのかという具体

的なコンテンツが今できつつありますので，それを活用した事業化に向けて具体的に動い

ていくと。
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その中で，当然先ほど言いましたが工業技術センターでありますとか，産業振興機構も

交えまして，当然県内の企業だけではすまない部分もございます。それと当然県内の企業

でまかなえる部分もあると。その辺りは，ある程度製品開発の中で，例えば全国的な企業

がするのですが，ここの部分は県内企業でできるとか，その辺りの選別をしまして，でき

るだけ県内企業には，当然産業振興といいますか，その面で利益を誘導できるように展開

していかなければならないと考えておりまして，具体的には来年度その辺り選別をしなが

ら，県内への波及効果を高めていきたいというふうに今計画しておるところでございます。

以上です。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。先ほどの御質問，商工労働部の関係からお答えをさせて

いただければと思います。

当部におきましては，次世代ＬＥＤバレー構想の推進，それから産業界とも連携を狙い

まして，全体取りまとめを担っております政策創造部とともに，企業による交付金事業に

参画を，それからＯＡ製品の開発，販路拡大等を推進しまして，次世代ＬＥＤの社会実装，

これを進めまして，光産業の創出と人材の好循環による地方創生の実現を目指していると

ころでございます。

具体的には，企業訪問それから大規模展示会への出展，大学等の研究シーズとマッチン

グを産業振興機構と連携いたしまして，工業技術センターにおける大学と企業の共同研究，

それから企業への機器を解放して応用製品の開発の促進に取り組んでいるところでござい

ます。

また，次世代ＬＥＤ応用製品の開発後は販路開拓に向けまして，大規模展示会への出展，

あるいは製品やブランドの情報発信を行ってまいるというふうに事業を考えております。

以上でございます。

（会長）

よろしいですか。

もし，よろしければ，徳大の関係でございますので，Ｄ委員，お願いいたします。

（Ｄ委員）

徳島大学としても，当然国立大学の中でもキラリと光る大学に是非なりたいと思ってい

て，いろんな取組を推進しております。

その中でも，ポストＬＥＤ研究所を作って，それで成果を出していくというのは非常に

重要案件でありますので，大学としても力を入れておりますけれども，そのＬＥＤとか光

の研究をやってらっしゃる専門家の方々の中では，結構徳島大学でポストＬＥＤ研究所を

作っていろいろやっているというのは，ある程度知られていると思うのですけれども，残

念ながら徳島県民の方が，そういうことをよく知っているかというと，現状必ずしもそん

な感じにほとんどなっていないと思っておりまして。

徳島大学の広報担当なので私は，県民の方だけではなくて国内外の幅広い方々に，そう

いう徳島大学の取組を広報していくことが非常に重要かなと思っておりまして，ポストＬ
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ＥＤ研究所に関しても，研究の過程のある程度の報告を徳島大学も最近記者会見どんどん

やっておりますので，記者会見の中で分かりやすくメディアの方々に発信をして，それを

通じて一般の方にも知っていただくと。そういうことをポストＬＥＤ研究所の取組に関し

てもやっていきたいと思っておりますし，あとはいろんな産業化とか最終的にはクローン

につながるような大学発のベンチャー企業をできるだけ徳島大学から起こしていこうとい

うこともいろいろやっております。

徳島大学もいろんな研究の先生が来られて，非常に世界的にも，もし実現すれば評価さ

れるようないろんな研究をいっぱいやっている先生がいますので，そういう取組なんかも

是非どんどん大学側もこれから発信していきたいな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。

Ａ委員，よろしいですか。はい。

ほかに，いかがでしょうか。はい，Ｇ委員。

（Ｇ委員）

今のお話の中で，実はこれ全体通じてなのですけれども，20年後に人数を増やそうと思

ったら女性が少ないのですよね，徳島県。だから今の事業なんかも女性が就職できるとい

うか，徳島に残れるような仕事というか，そういうのを全体に考えるものはないかなと。

実は私，農業委員会で婚活の方も担当しているのですが，もう男性は本当にたくさんい

らっしゃるのです。でも女性がいないのです。

それで県外からとか皆さんにお願いして，人数合わせで来ていただいたりするのですけ

ど，女性がいないことには子供は絶対増えません。20年後に人数は増えないと思うのです。

女性が仕事というか，県内に残れるような今のお話も含めて，何か方策はないかなとい

うふうに思います。60年のときにどれだけ若い世代がおるかなというふうに思います。

それと，先ほど農業関係に若い人が残れるようにというお話，教育委員会の方からもお

話しいただいたのですけど，実は専門高校だけではなくて，科学技術高校も今年８月にイ

ンターンシップでいらっしゃるのですけれども，川内も何人かいらっしゃるのですけど，

そんなふうに専門高校だけではなくて一般高校とか，それから文理さんとか四国大学さん

も含めて地元の学生さんにいろんな面のインターンシップ，農業も本当に大根の形を知ら

ないという方もいらっしゃるので，この種がこれだけの大根になるというのは非常にすご

いことだと思いますので，いろんな場面でインターンシップを若い学生さん，生徒さんに

来ていただけるような，いろいろ県もしてくださって，だから科学技術高校の子が今年来

るというから，えっと思ったのですけれども，そういう方面に新しく目を向けていただけ

るというのは非常に有り難いなというふうに思いました。

それと女性をどうにか徳島に残れるような方策を考えていただけたらと思います。

（会長）

はい，分かりました。
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また，その辺りはもしかしたらあとで基本目標３，基本目標ごとの意見交換の中でもう

一度出てくるかもしれないなと思います。

そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

もし，またあとで何かありましたら，振り返って御意見いただいても構いません。

総合戦略単独の主要事業等の評価につきましては，一旦ここまでとさせていただきまし

て，続きまして総合戦略の施策ごとの評価に移りたいと思います。

資料２－２，そして資料６を御覧ください。

今回は５年間の計画期間の総括評価となります。今までの会議では総合戦略の主要事業

について，行動計画の体系に沿って議論しておりましたが，これから改めて総合戦略の体

系に沿った形で施策ごとの評価をまとめたいと思います。

資料２－２は「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の判定結果及び評価案一覧表とな

っております。評価案は数値目標の平均達成率を基に記入されているとのことでございま

す。

ここで事務局から補足説明がありますのでお願いいたします。

（事務局）

改めまして資料２－２，今日，差し替えをお配りさせていただいたものを主として使う

と思いますので，それの見方をもう一度説明させていただきます。

今日，机の上にございました資料２－２の差替２をお願いいたします。

大きな基本目標ごとに総合戦略の事業をまとめたものでございます。真ん中には数値目

標に対する内容を項目的にまとめたものが入っております。

整理番号のところで１とか327とか入っていますけれども，これがいわゆる個表の資料

３の通し番号と思っていただければと思います。事業ごとのパーセンテージを14の施策ご

とにまとめたものが，右から三つ目の一番上でしたら91パーセントと書いてありますけれ

ども，ここまで入れさせていただきまして，委員の皆様にこれからまとめていただくのは，

その右から２番目の評価のところでございまして，この数値を置き換えるとこういった形

になりますと。

91パーセントですと「ほぼ達成」というような形になりますと，あくまでも事務局の方

で空欄を埋めるために入れたものでございます。

これが横開きになりますけれども，基本目標１から４まで順次並べていっている形にな

ります。

ですから，これを御覧になっていただくとともに，もし内容を再度御覧になっていただ

く場合には，この真ん中の整理番号に沿って，ちょっと手間になりますけれども，資料３

のＡ３の方をめくっていただくという作業をお願いしたいと思います。

一点だけ補足させていただきますと，３ページをお開きください。上から２番目のとこ

ろがＣ判定になっておりますけれども，世界遺産の関係で第２回，前回の会議で取組内容

からすると，ここはＢ判定ではないかという御議論が決としていただいております。

ですからここ，ＡＢＣの判定まではある程度機械的に入れているところでございますの

で，これをＢであろうという判定を頂いていますので，この「概ね良好」のところを「ほ

ぼ達成」にするかどうかという御議論を頂くようになろうかと考えております。
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それの根拠は，今82パーセントと書いてありますけれども，仮にＢ相当といたしますと，

概ね91パーセントということになりますので，機械的にすると「ほぼ達成」になるのかな

というのが事務方の整理でございます。

なお，資料６につきましては大きな基本目標四つごとの大目標を整理されたものでござ

います。

すいません，説明が長くなりましたけれども，事務局からの補足は以上のとおりでござ

います。

会長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した。

それでは，これから資料２－２，そして資料６を踏まえまして，四つの基本目標ごとに

御意見を頂きたいと思います。

まず，基本目標１「新しい人の流れづくり」について御意見，御提言，あるいは評価案

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。よろしくお願いいたします。

はい，Ｂ委員，どうぞ。

（Ｂ委員）

新しい人の流れづくりというところで，各項目で目標に対してかなり熱心に取り組んで

いただいてしっかりと実績を残されたということが，ここにも表れているかと思います。

この資料２－２ではそういうふうな達成度合いというのもしっかり判断することができ

ます。

一方で，資料６を見ると新しい人の流れづくりというところで，かなり厳しいというか

高い目標設定をされていたので，しかも日本全体で人口減少というような状況の中で難し

いところではありますが，達成はできていないというところと，改善の方向に進んでいる

のかどうかというのがまだ見えてきていないというような状況になっているかと思いま

す。

人が移動していく，転入・転出というのをコントロールしようとするときに，先ほどＣ

委員からもお話ありましたけれども，関係人口を増やしていくということもまず必要であ

るというようなお話がありました。

それに加えて交流人口も増やしていくというように，人とか心のこういう流れみたいな

ところをもっと活発化させるということが必要かと思います。

一つ関係人口増やしていくとか，そのための取組というのを進めていく中で，関係人口

創出促進事業というのを国がやっていて，幾つかモデル団体を設定して，そこに対する取

組に国からの支援があるというようなところがあるかと思います。そこの中で，徳島県で

も幾つかされています。阿南とか，ありましたかね，阿南とか，美馬とかというとこもあ

ったかと思うのですけど，そういうふうに関係人口を増やすための取組をもっと深化させ

ていくということが必要なのかなというふうにも感じています。

さらに，人口流入を増やそうとしたときには，交流人口を増やすことでそこに訪れてき



25

た人がこの地域を気に入って，人口移動にアクションを起こすというような研究もされて

いますので，そこの辺りで交流人口を増やしていくということも必要かと思います。

今，コロナの状況の中で交流人口を増やしていくということが，果たしてどれほどでき

ることかというのは難しいかと思います。そうしたときに関係人口を増やしてとか，技術

革新を利用するとか，その制度を導入することで働き方が変わっていきましたので，その

働き方が変わったところでどうやって徳島県に人が来てもらえるかというような取組をし

ていくとか，検討していくということが必要になってくるかと思います。

もう一つは，このコロナの状況の中で生活というのはどういうことかというのを，心境

の変化，心，考えの変化があったかと思いますので，そこにいかにリーチしていって徳島

で住んでもらえるような取組とか方針を打ち出せるかというところも今後考えていくべき

ことかと思います。

こんなふうに関係人口，交流人口と実際の転入，転出という人口移動という，この三つ

のところって，関係人口増えると交流人口も増えるし，交流人口増えたら転入する人口も

増えるし，交流していったら関係人口も増えるしというふうにお互いが密に関係しあって

いると思いますので，今の状況というのも考慮していただきながら，今の社会の変化にど

んな政策を打ったらいいのか，どんな方向性でいったらいいのかというのも，本当にドラ

スティックに状況変わっていますので，そこの中でスピーディーにキャッチアップしてい

ただいて御対応いただけたらというふうに思います。お願いいたします。

（会長）

はい。

（とくしま回帰推進課）

御意見ありがとうございます。

人口の関係で，関係人口なり交流人口なりを増やすという話を頂きました。ありがとう

ございます。

今現在，特にドラスティックに意識が変わっているというのは，御承知のとおり新型コ

ロナウイルス感染症が拡大しているという中で，大都市部の過度な一極集中，これが非常

にリスクがあるのではないかということで，それを減少させる，回避するということが重

要なのだという意識が，日本全体に広がったのではないかと思います。

実際学生団体のアンケートでは，このコロナウイルスの影響で退学を検討している学生

が20.3パーセントであったと。あるいは民間の就職情報サイトの調査で，地方への転職を

希望するという方が36パーセントいらっしゃり，非常に地方への関心が高まっているとい

うふうに考えております。

一つ，県といたしましても，こういった機会を逃すことなく進めていこうということで，

この６月議会の中で，県外の大学生の方が改めて県内の大学等に転入学するとか，再入学

する場合に対する支援金制度の創設でありますとか，あるいは県外の企業の方のサテライ

トオフィスを県内へ改めて誘致し，それを加速していこうということでの新たな補助制度

を作ったりとか，あるいはこれまで徳島は元々サテライトオフィスであるとかリモートで

働くということに対しての先進県でもございましたので，そうした徳島の良さというのを
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情報発信していくための事業であるとか，これまでになかったような新たな取組というも

のにも挑戦しながら，「新たなひとの流れ」というのをしっかり生み出していこうという

ふうに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。

ほかにいかがでしょうか。

資料２－２と資料６を見比べると，冒頭Ｂ委員からもありましたように，個別にあるい

は施策ごとにはうまくいっているけども，でも目的は達成できていないという，中間期末

テストで100点取っても入試に受からないという，そういう事業なのかという例えがいい

のかどうか分かりませんけれども。

つまり個別の，例えばどう捉えていいのか分からないのですが，若者の「とくしま回帰」

を生み出す大学等の活性化は全てＡで。でも，大学活性化して若者定着しているといえる

かっていう，そういう話になるのかなとは思うのですけれども。とするとここはどうつな

いでいくといいますか，どうしてくれたらいいのだろうという気はするのですが。

第１期のといいますか，５年間の総括的な評価の意味合いでも，この項目，基本目標の

１は５年間一度もといいますか，均衡にならず最終的には平成27年度よりもマイナスが増

えているという，そういう基本目標なのかなとは思います。でも，それぞれ具体的な施策

はうまくいっているという。

もしかしたら何か決め手になるものが含まれていないといいますか，欠けているのかと

いうことなのかもしれないなと思ったりするのですが。新しい人の流れづくり，いかがで

しょうか。

はい，Ｃ委員。

（Ｃ委員）

今，石田先生おっしゃったところで，大学の役割のところみたいな事例があったと思う

のですけれども，この資料だけ見るとすごく徳島の大学がんばっているよということで，

がんばっているということはそのとおりだと思うのですけれども，これだけＡと100パー

セントが連発すると，本当に大丈夫かというようなところも当然あるのですけど。だけれ

どもそれは元々の目標あるいは，数値目標があってそれに対する実績が目標値をクリアし

ているというところからこういう数値であったり，それからＡとかＢとかという評価にな

っていると思いますので，最終的な評価としてはそれでいいのではないかというように思

います。

ただ，だからといってこの（ウ）のとくしま回帰及び大学の活性化というところが，非

常にパーフェクトで進んでいるかっていうのはまた別の話であると。それは一つは，最初

の数値目標の設定のところが本当にそれで正しかったのかというようなところも一つある

だろうし，それから具体的な事例としている，出ている項目が六つほどだと思うのですけ

れども，とくしま回帰と大学等の活性化みたいなところを踏まえた項目が，この六つで本

当に正しいかっていう話になると思うのです。

だけれども，与えられた条件に基づいてどういう評価をするかというのがここの会議の
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役割だと思いますので，そういう意味からすると最終的には何か，石田先生がおっしゃっ

たのは当然僕もそう思うのですけれども，評価としては非常に良い評価となるということ

で問題ないのではないかなというようには思います。

だけど，個別のところでは，当然まだ問題あるいは課題は残るだろうというような結論

になるのかなというふうには思います。以上になります。

（会長）

はい，ありがとうございます。

基本目標１いかかでしょうか，評価を含めまして，御意見はよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

それでは，基本目標１に関してはここまでといたしまして，続きまして，基本目標の２

「地域における仕事づくり」こちらに入りたいと思います。

先ほどと同様，御意見・御提言あるいは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。よろしくお願いいたします。

先ほどの議論の流れで言いますと，こちらは目標達成できているものになります。4,00

0人という目標をクリアしているということになります。

はい，どうぞ，お願いします。

（Ｂ委員）

こちらに関しましても，それぞれ各個別の目標に対して目標値が設定されていて，それ

に対してどれぐらい取組が順調に行われたかということがしっかりと表れています。

こういうふうにやっていく中で，この評価は，私はこれで良いのかなというところと，

あと一点，先日の会議での（イ）の①番で世界遺産等へのというところで，内容は実質的

なところというのはＢに相当するというところで，これを「概ね良好」というところから

「ほぼ達成」にするというのは，私も賛成します。

こういうふうに取組がなされて，地域で仕事をどんどん創出させていくということで，

次また基本目標１に関連していくのですけれども，昨年度高校生とお話をさせてもらった

ときに，徳島に魅力的な働く場所がないとかっていうふうに言っているのですね。こんな

こともあるのだよ，こういう働き方もあるのだよっていうようなところを地元でサテライ

トで働いていらっしゃる方々といろいろと意見を言ったり，知事にもそのときは御参加い

ただいていて，県の事業でそういうふうな高校生とお話する場所があって，高校生からの

そのような発言があったのです。

それに対してこうやって仕事をつくっていっているのですけど，それが高校生とか，若

しくはもっともっと下の中学生・小学生っていう人たち，大学生もそうなのですけど，な

かなか伝わっていないというところがちょっと問題かなというふうに思いますので，もち

ろんこうやってお仕事をつくっていく，創出していくっていう，もう一つ先の所に接続が

できるような何か仕組みづくりをしないといけないなというふうに感じております。

評価としては，私はそれぞれ評価されている内容で良いなと思っているのと，あと一個

（イ）のところが「概ね良好」から「ほぼ達成」に変更してはいかがかという意見にも賛
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成します。以上でございます。

（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，すみません。画面が切れていて，Ｉ委員。

はい，お願いいたします。

（Ｉ委員）

お願いします。評価とは関係ない感想なのですけれども，今回4,000人の目標達成して

ということですが，この4,000人がどういうふうな職種に就いて，実際就業を得ているの

かどうかいうことに対して，目標達成の内容というか，その人たちが生活していける収入

を得ることができているのかということと，その4,000人がその後も何年間継続して仕事

に関わっていけるのかという，そういうふうな分析とかが重要なのではないかと思って，

新しい人の流れづくりのところでも，私の仕事は過疎地に人の流れを作るという事業を担

う立場の人間ですけど，そういうふうな末端の事業の担い手からすると，実際徳島におい

ては意外と成功している過疎地の事例だとかがあると思うのです。こういったところがな

ぜ成功しているか分析をしっかりした上で，反映させていただきたいなというふうに切望

していて，先ほど石田先生がおっしゃっていたように，評価はＡだけれども実際に数値を

見てみると何でだろうっていうところが非常に残念だし，今後の施策の立て方，運営の仕

方において，評価，分析，そして戦略を考えていく，そして改善すべきはもっと充実して

いったらい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。

この新規創出のこの4,000人，4,059人ですか，その後であったり，どういう産業で就職

しているとかいうのは分かったりしますでしょうか。

ちょっと難しいですかね，今ちょっと分からないようですから，ただ大切なところかと

思いますので，そのあたり３年で30パーセント減っているとすると，随分様子も違うかも

しれないですし，実際この4,000とありながら，今残っている人がどれぐらいいるのかと，

思いのほか残っているのか，それとも何らかの理由で続かなくて減っているのかというの

もあるかもしれません。その辺り含めて今後は見ていっていただけたらいいかなと思いま

す。

はい，お願いします。

（Ｄ委員）

今後に向けてなのですけれども，地域における仕事づくりっていうことで，現状有効求

人倍率とかを見るとすごく高くなってきていて，実際いろんな所で人手不足というのがあ

ることはある訳です。

ですから，マクロで見たらそういう状態なのですけれども，必ずしも若い人たちが働き

たいと思っている仕事とマッチングしていないというのが多いと思うのですけれども，そ
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れで特に今のこのコロナの状況下で，相当若い人たち自身もどのような仕事をやりたいか

とか，あるいはどのような働き方をしたいかというニーズがかなり変わってきている可能

性があると思うので，これからそういう若い人たちのニーズに合わせたような仕事を特に

つくっていくということを意識する必要があろうかと思うので，中学生とか，高校生とか，

大学生の若い人たちがどういう仕事がやりたいのかというような調査をちょっとしっかり

やって，それに対応していくということが必要ではないかなと思います。

結構，若い人たちがなりたい職業とか，全国的なアンケートを見ても最近すごく変わっ

てきていて，中学生の男の子なんかの最近のなりたい職業はユーチューバーとか，それか

ら℮スポーツの選手とか，そういうのがベスト３ぐらいに入ってきたりしているので，現

状そういう仕事で収入がちゃんと得られるかどうかという問題もあることはあるのですけ

れども，若い人たちがやりたいと思っている仕事の内容はかなり昔と変わってきているの

で，それからコロナの状況で働き方に対する関心も前と変わってきていると思うので，そ

ういう若い人たちから徳島は魅力的な仕事がないないとよく聞くのですけど，それではそ

の人たちは本当にどういう仕事をやりたいのかというようなことをしっかりちょっとアン

ケート等で把握する必要があるのではないかなというふうに思っております。

（会長）

はい，ありがとうございます。

ほかに，御意見，評価に関わって，関わらずともいかがでしょうか。仕事づくり，よろ

しいでしょうか。

では，一か所評価に関わるところで確認をさせていただきます。

(イ)の「戦略的な観光誘客の推進」，こちらに関連しまして473番といっていいのか，49

番といっていいのか，元々Ｃというのだったものを内容からして，判定はそのままですけ

ども，趣旨としてＢで良いのではないかというふうなＦ委員からだったかと思います，確

か御意見が。

その趣旨を踏まえますと，この(イ)の「戦略的な観光誘客の推進」，こちらは「概ね良

好」から「ほぼ達成」というふうに一つ引き上げるということでも良いのかなということ

なのですが，既にＢ委員からはそれで良いのではないかという御意見がありました。

いかがでしょうか。これはＦ委員。

（Ｆ委員）

そうですね，「ほぼ達成」にしていただいたらと。

（会長）

はい，分かりました。

ほかの委員の方もそれでよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

はい，ではここは「概ね良好」から「ほぼ達成」に変更するというふうにしたいと思い

ます。

続きまして，基本目標３「結婚・出産・子育ての環境づくり」についての評価に移りた
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いと思います。

何からでも結構でございますので，御発言をお願いしたいと思います。

はい，Ｈ委員。

（Ｈ委員）

初歩的なことをちょっと確認させていただきたいのですが，この基本目標３の（ア）「ラ

イフステージに応じた切れ目ない支援の強化」というところで，評価が「ほぼ達成」，平

均達成率90パーセントというので異存はないのですが，私の持っているイメージと違うの

でちょっと教えていただきたいのですが，私は，徳島県の良さというのは一つはお年寄り

を非常に大事にする県であると，それはどうしてかというと特養の養護老人ホームの一人

あたりの比率が，恐らく全国１位だろうと思うのです。もう一つは，子供を大事にする県

であると私は勝手に思い込んでいるのです。というのは私には４歳の孫がおりまして，そ

の子をこども園へ送っていくのが私たち夫婦の日課になっているのです。

そうすると，私の認識では石井，藍住，北島，その辺りはみんな首長さんが一生懸命い

わゆる認定こども園を作って，そして，うちへ来てくださいと，うちの町へ是非来てくだ

さいという誘導策をまちづくりの売りにしている部分があって，もっともっといいはずだ

と思うのに達成率が10パーセントって，えっ，ほかはみんな非常に数値がいいのですが，

その三つの中で待機児童数だけが達成率が10パーセントで判定がＣになるというのは，こ

れはもちろん，いわゆる目標の設定にも関係していると思うのですが，その辺りをもう少

し詳しく説明していただけたら有り難いと思います。

（会長）

待機児童，認定こども園の設置数に関連する質問かと思います。

（未来創生文化部）

115番ですよね。未来創生文化部です。

最初に，話しやすいのは認定こども園の数なのですが，これにつきましては毎年，目標

数値まではこども園を増やしていこうということで累計で増えていくのですが，昨年度は

61目指すところを60だったということで，その数にいかなかったのは一部施設で工事の完

成が遅れて翌年度に送ったということで，繰越しというのですか，事業の繰越しで遅れた

のですが，ちなみに令和２年度は，その61から令和２年度４月１日では，もう70か所に今

上がっておりまして，実は今年度の目標が68か所ということで，逆に令和２年度だったら

超えているということで，その時期の過程でそういう工事の現場での要因というのでこう

いう数字になったのかなと思います。

それから，続きまして待機児童ですが，これにつきましては数値目標の中でゆくゆくは

ゼロにしていこうということで，目標を掲げるということで，これまでもそのために保育

所とかの施設整備でまず受け皿を作ろうとか，そういう形で努力を行ってきた訳なのです

が，一方でなぜ減らないのかということで，この会議の第１回だったと思いますが，その

ときに述べさせていただいたのですが，やはり女性の社会進出ということで，そこの中で

どうしても子供さんをということで，受入れ施設の定員増とか延長保育の実施をすること
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によって，ますますそれを利用したいという需要が伸びてきているということもあります

し，それからあと要件緩和の中で，パートタイム，休職中，それから就学，親御さんが学

ぶということで，そういう状況にあって保育が必要という方も利用できますということで，

利便性も一緒に追及できるようにしたということで，なかなかそこの需給バランスという

のが，今ちょっと厳しいところもあるのかなと。

これだけでは実際いけないことですので，引き続き市町村の方とも相談しながら，また

保育所等の施設の整備，それから，併せて施設のキャパはあっても保育士が不足する所も

ありますので，そういう所につきましては潜在保育士をどう戻してくるか，それから新た

に保育士になっていただけるように，今でも修学の奨学金というか，お勤めいただいたら

無償になるという制度も用意していますので，そういう部分も併せて対応をもう一回力を

入れ直してやらないといけないと思っているところでございます。

（事務局）

あと，10パーセントという数字になっていることなのですけれども，よくある目標数値

の設定が要は右肩上がり，要は増えていくという形ですけれども，待機児童でございます

ので要は少なければ少ないほど良いという設定の基に計算をさせていただいているという

特殊な要素が一点と，それは実態に合わせてかと思うのですけれども，目標数値というの

はある程度年度によって見直すことができる制度になっていると認識をしております，評

価の方としましても。

要は御覧になっていただければ分かるとおり，最終年度，目標数値を少し低めに設定し

ているのですけれども，更にそれを超えてしまっているというようなところがございまし

て，機械的に計算すると10パーセントにならざるを得ないというような形でございます。

以上でございます。

（会長）

よろしいですか。

ちなみにこの基本目標３は，これも主要といいますか，ＫＰＩとしてはなかなかコント

ロールしにくい出生率ではあるのですけれども，下がる一方と言っていいのですか。1.53，

1.51，1.51，多少は1.52にちょっと上がっていますが，最後に一番低いと。

ボトムよりはもちろん高いようですけども，あまりこの数字で見る限りはうまくいって

ないのかなということにはなります。なかなかこれもといいますか，ここにたどりつくの

はなかなか難しそうなターゲットではあると思いますが。いかがでしょうか，よろしいで

しょうか。

あと，余計な一言を付け加えると，Ｈ委員から子供を大切にとありましたが，この事業

は子供は全く対象にしてなくて，親ということだと思います。

子供に結婚，出産，子育てというのではなく，親を支援しているということだと思いま

すので，赤ちゃんが保育園に行きたいという訳でもないだろうと思います。と言いますか

この事業というだけではなく，国の制度です，こういうものは。

子供は直接ではなく，親になる人たちの支援ということを通じて子供にということかな

と思います。
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いかがでしょうか，基本目標の３よろしいでしょうか。

＜異議なし＞

では続きまして，基本目標４「活力ある暮らしやすい地域づくり」，こちらに移りたい

と思います。

こちらに関しまして，御意見・御提言あるいは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。よろしくお願いいたします。

はい，どうぞ。

（Ｂ委員）

こちらも活力ある暮らしづくり，地域づくりというようなところと思います。

特に若者の自己実現を応援するという項目で，中学生とか高校生というのが英語を勉強

するとかの環境としてとてもいい取組をしてくださっていると思います。

なかなかそういうことを体験するということが難しくなっている中で，これは引き続き

続けていっていただきたいなというふうに思いました。

あと，ここの項目で問題になっているのが，先ほど御説明も頂きました，地方創生特区

のところかと思います。

ここだけがＣ評価になっていますので，ここなのですけれども，その内容につきまして

も特区を新たに指定するとか，認定するとかというのではなくて，深化，掘り下げていく

方でもっとすそ野を広げていきましょうということとか，それとは別で地方の特色ある問

題解決方法を実践なさるところへの支援を幅広く行う新たな事業というのもなされてきて

いるというようなところから，全体の評価として，ここは「ほぼ達成」というふうになっ

ているのは妥当な評価かなというふうに思いました。

あと，いろんな面白い取組とか新たな取組をしてくださっているのですけれども，何か

つながっていないところありますでしょうか。

評価としてほぼＡ，Ｂの評価は本当にしっかり取り組んでいただいた結果がここに出て

いるかというふうに思いました。以上でございます。

（会長）

はい，ありがとうございます。

ほかに，いかがでしょうか。

個別にその施策を見ていくと概ねＡというその評価が達成できているというとこなので

すが，幾つかＢであったりＣであったりというのがあるかと思います。

その内，これは女性管理職の割合というのもＢなのですか。こちらは最も実現しやすい，

ほかに働きかける訳でもなく，自分の所でやれば済むものかと思うのですが。

もし，よろしければ改めてといいますか，この辺りの事情を御説明いただけると。

（経営戦略部）

経営戦略部でございます。

女性の管理職の割合の部分でございますけど，一応ここは，これは105番の方にもなる

のですけど，令和元年度の目標数値が14.0という形で設定をしておりましたが，結果的に
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今年の令和２年の４月１日現在でございますけど，12.9パーセントという形で目標達成ま

でには至らなかったという形で，この数値になっているという形でございます。

一応，これまで女性の管理職という形で人材育成等も努めているところでございますし，

それぞれ段階を追って，例えば係長，補佐といったラインの職でありますとか，管理職の

手前の登竜門であります副課長等のポストに順次登用してきておりまして，当然，御本人

の御意向も十分聴取した上で，能力開発また経験の付与等を行った上で，適材適所に人員

配置をしているというところでの結果になったところでございます。

今後とも引き続き，女性の管理職登用という形を意識しながら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。

（会長）

はい，ありがとうございます。

いかがでしょうか，基本目標４に関連しまして。よろしいでしょうか。

よろしければ，評価の確認，決定をしたいと思います。

資料２－２記載の評価案から変更になりましたのは一か所でございました。基本目標２

の（イ）「戦略的な観光誘客の推進」，こちらが「概ね良好」から「ほぼ達成」に変更，そ

のほかは評価案のとおりということだったかと思います。

これでよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

それでは，そのように決定したいと思います。

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）

本日の会議録につきましては，事務局で取りまとめまして会長に御確認いただいた上で，

ホームページで公表させていただきます。よろしくお願いいたします。以上です。

（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。

■閉会

（会長）

以上をもちまして，本日の議事を終わらせていただきます。

委員の皆様には，本日まで計３回にわたりお疲れさまでした。

また終始，熱心に御協議いただきありがとうございました。

県の関係者の皆様にも一言，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
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りました。ありがとうございました。それでは，マイクを事務局にお返しいたします。

（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，本日まで計３回にわたりまして，行動計画及び総合

戦略の御評価と貴重な御提言を誠にありがとうございました。

このたびの評価結果，そして会議中に皆様から頂きました数多くの御提言につきまして

は，今後，総合計画審議会そして地方創生“挙県一致”協議会に提言書として提出する形

を取りまして，具体的な施策に反映させてまいりたいと思っております。

本日は，誠にありがとうございました。


