
1
２－１－１
１３８番

　インターネットパネル展を令和２年に開催済であれば、閲覧数な
どはわかるのでしょうか？

（危機管理環境部）
　令和２年度においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県立防災センターについては、４月２１日から５月６日までの
間臨時休館となりました。　こうしたことから、来館いただけない方にも防災に関する情報や知識を啓発するため、館内で展示して
いるパネルをホームページ上で掲載する「おうちでみえるじょ！！ネットｄｅパネル展」を計２回実施しました。
　
　○令和２年度の閲覧数（ページビュー数）
　　第１回「熊本地震について」R2.4.24～R2.5.6　５７件
　　第２回「土砂災害防止月間について」R2.6.12～R2.6.28　３８件

　令和３年度のインターネットパネル展については、毎月テーマを変え、月替わりで実施しており、現在まで５回の掲載を行っており
ます。
　今後も新型コロナウイルス感染症対策を図りながら、さらなる防災啓発に取り組んで参ります。

2
２－１－４
１８３番

  具体的な取組の内容等に、令和３年７月に完成予定とあります
が、完成しておりますでしょうか？

（教育委員会）
　鳴門渦潮高等学校、徳島中央高等学校ともに７月に空調設置工事が完了し、モデルとなる冷暖房設備が完成いたしました。
　今後は，災害時等における避難所として、平時は体育の授業などにおいて活用するとともに、そのあり方を検証して参ります。

3 ターゲット３

　観光については、インバウンドも国内旅行客も、地域の魅力に触
れ、地域の人と触れ合う着地型観光が主流になります。着地型観
光を企画、コーディネート、実践できる人材を育成し、支援する施策
が必要と考えます。

（商工労働観光部）
　「観光人材の即戦力強化」、「次代の観光産業の担い手育成」、「地域で活躍する観光人材の創出」を図るため、昨年度から「とく
しま観光アカデミー」を実施しております。
　昨年度の実施状況としては、R3.1.22～3.10の期間、（1）共通講座、及び（2）専門選択講座3コース（ビジネスコース：観光人材の即
戦力強化、チャレンジコース：次代の観光産業の担い手育成、地域で活躍コース：地域で活躍する観光人材の創出）をオンラインで
受講する形で開催し、計102人の参加がありました。
　着地型観光の実践につきましても、県内ＤＭＯと連携し、地域の観光を担う人材の育成に取り組んで参りたいと思います。
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4
３－１－１
３０４番

　マイナンバーカードは今までの行政手続だけでなく、健康保険証
や運転免許証との一体化等、今後はより一層重要視されると考え
ます。2020年代後半には免許証の切り替えのタイミングもあり急速
な普及率が見込まれますが、現状の実績値は交付率が30％と未
だ低いように思います。2022年度末の普及率100％へ向けた、国と
の関連も含めた取組方針等を教えていただければと思います。

（政策創造部）
　今後、マイナンバーカードをさらに普及させていくためには、　県民の皆様にカードの利便性を実感していただくことが不可欠であ
り、国においては、本年（令和３年）１０月にマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用を開始する予定としています。

　　さらに、本年６月１８日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においては、「令和４年度末までに概ね全て
の医療機関等で健康保険証としての利用ができることを目指し、医療機関等での環境整備を推進する。」こととされています。

　　また、令和６年度末には、マイナンバーカードと運転免許証との一体化が予定されています。

　　県としても、マイナンバーカードの利便性向上の動きに呼応し、国をはじめとした関係団体と連携して、県民の皆様への周知・広
報やカード取得の促進に取り組む必要があると考えています。

　　このため、今年度、県においては、高齢者や障がい者など、申請手続に不慣れな方にも広くマイナンバーカードの取得をしてい
ただけるよう、県内のショッピングモールやスーパーなどの身近な施設においてカードの申請手続を支援する「出張申請サポート」
を現在実施しています。

　　さらに、国の「自治体マイナポイントモデル事業」の採択を受け、県民の皆様が行う「防災、リカレント教育、健康増進」といった取
組みに対して、キャッシュレス決済で利用できる「自治体マイナポイント」を付与する「マイナンバーカード活用！地域活動応援事
業」を１０月以降展開することとしています。

　　マイナンバーカードの交付率については、国において「令和４年度末までにほぼ全国民に行き渡ることを目指す」とされているこ
とから、県においても「１００％」を最終的な数値目標とし、この実現を目指して国や市町村と連携を密にし、カードの普及促進にしっ
かりと取り組んでまいります。

5
３－１－１
３０５番

　オープンデータについて
　実績値も上昇し目標値もクリアされていますが、今後もより一層、
データ件数の増加及びその発信に取り組んでいただきたいと思い
ます。

（政策創造部）
　令和2年度におきましては、徳島県オープンデータポータルサイト（Our Open Data）のサイト改修を行い、
・グラフ機能表示や
・地図表示機能
・本サイトのデータを外部から容易に利用してもらうための「API」機能
などの、新たな機能を追加し、利便性の向上を図りました。

　今年度におきましては、県内の全市町村へ国が示している「推奨データセット」にある「子育て施設一覧」に関するデータの公開を
依頼し、データを公開していただいているところです。また、庁内の各部局においては、公開済データの更新及び新規データの公開
を進めております。

　さらに、公開されたオープンデータにつきましては、Twitter及びFacebookにて、情報発信を行っているところです。

　今後も庁内各部局の積極的な取組や各市町村のオープンデータに関する取組を支援することにより、オープンデータをより一層
推進して参ります。
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6
３－１－１
３０９番

　　「生産性革命応援資金・DX促進資金」については、新規融資件
数の記載がありますが、申込件数自体どれくらいあったのでしょう
か？ものづくり補助金のように、申請申し込みをしても、なかなかも
らえない、ということはありませんか？予算も決まっているので仕方
ありませんが、ものづくり補助金は交付手続もかなり手間がかかる
上、なかなか厳しいので、そのようなことはございませんでしょう
か？

（商工労働観光部）
　「生産性革命応援資金・DX促進資金」は、中小企業者等の事業経営に必要な資金を円滑に調達して頂くため、金融機関、信用保
証協会と連携した低利の協調融資制度として県が実施しています。
　まず、中小企業向け融資の原資として、県が取扱金融機関に資金を預託し、これに金融機関独自の資金を加えて融資枠を設定
しており、まず金融機関や信用保証協会によって事業者の経営状況や事業計画に応じた適正な資金計画を精査した上で、県が定
めた融資条件により低利の融資を実施しており、申込件数は把握しておりませんが、令和２年度は６３件、令和３年度は７月末時点
で１７件の新規利用がありました。
　融資に当たっては、信用保証協会の保証を付すことで、中小企業者の信用力及び担保力の不足を補い、事業経営に必要な資金
が円滑に供給されるよう努めております。

（商工労働観光部）
　クリエイティブ関連企業の集積促進については、
本県の飛躍・発展を図る上で、重要な取組であると考えております。
　
　これまで、「全国屈指のブロードバンド環境」を活かし、クリエイティブ産業の集積を図るべく、全国で唯一４Ｋ・ＶＲ映像に特化し
た、「４Ｋ・ＶＲ徳島映画祭」の開催（H27年度からこれまで６回開催）や、魅力ある地域資源を活かした「サテライトオフィス」の誘致に
加え、既に県内に立地しているＩＣＴ企業の情報発信に取り組んできたところ、関連企業の集積が進み、本県のクリエイティブ産業数
は、２０２０年度には、前年度から１９社増加し、２１８社となりました。

　また、産業集積を図るにあたり、「優秀な人材」の確保が重要なことから、平成長久館事業において、「DX人財育成／DX導入・活
用」等を重点項目に位置づけ、時代のニーズに沿った研修を開催するなど、将来の発展を見据えた「企業人材」の充実に努めてい
るところです。

　県内企業における外国人ＩＣＴ技術者の受入れについては、海外ＩＴ人材と県内企業のマッチングを行うことにより、人材不足の解
消に繋げるものであります。
　県内企業の多くは、「定着に対する懸念」や、「コミュニケーションへの不安」などから、受入れに踏み切れない状況にあるととも
に、海外ＩＴ人材の側から見れば、東京、大阪などの大都市と比べ、なじみの薄い地方は、就職候補地として、選ばれにくい状況と
なっています。
　こうした課題の解決に向け、「高度外国人材活用・海外展開セミナー」、「海外ＩＴ人材受入れ促進セミナー」を開催するとともに、コ
ロナ禍により渡航困難な状況下でも「海外ＩＴ人材と県内企業とのWeb交流会」を実施して参りました。
　「Web交流会」では、バングラデシュのＩＴ人材２名及び県内ＩＴ企業２社から前向きな意見をいただけましたが、新型コロナウイルス
の感染拡大に伴う海外との往来自粛・渡航制限の影響を受け、事業の中止を余儀なくされたところです。
　現状の渡航制限の中では、実際の雇用・就職に繋げることは困難ではありますが、渡航再開後を見据え、オンラインを活用した
「本県の魅力」や「県内企業」の情報発信などにより、生活習慣や文化などの相互理解を深め、海外人材受入れ機運の醸成に努め
て参ります。

7
３－１－２
３２２番

　クリエイティブ関連企業の集積促進
　本項目に関わることについては、現在および将来の徳島も世界
的にも非常に重要な事項です。その意味で徳島でも今後も積極的
に取り組むことが望ましいと考えられます。一方で、多くの方々から
指摘されているように、一般的にわが国においてこの分野について
立ち後れが指摘されています。
　ここで対象とされているAI/ビッグデータ等を含める分野について
は、人の考えの変革（マインドチェンジ）と、それらに対するコストの
分担のあり方とそこへの金銭的投入も大きな影響をもたらしてお
り、これは徳島単独の議論ではないとは思いますが，この構造に対
する変革が必要であると考えられます。

　本年度徳島において、海外IT人材との交流による効果がどの程
度あったかが不明です。一定の制限下での参加者の手応えを図る
にあたり、アンケート等で、一定程度の参加意義があることの成果
は容易に想像できます。なぜなら、それを必要としたり求められたり
してご参加なさった方からのご意見だからです。そのこと以外にど
のようなことがあったかを分析し、今後に活かす必要があると考え
られます。感染症拡大により実施できていたか否かは非常事態下
のことではありますので、本年度のご報告に対しては、定量的には
目標達成に至っていないかもしれません。いつも何を目的としたか
が問われるべきです。

　最も議論されるべきことは、本質的に何を目的として本事業を実
施したかです。このことに加え、どのような方がご参加くださった
か、可能であればもしご参加いただきたい対象であったにも関わら
ずご参加いただけなかった方々についてはどのような課題が存在
するかを分析した上で、このまま進めるべき事業であるか、改革を
必要とする事業であるかを判断する必要があると考えます。このよ
うな点から、ご検討が必要ではないでしょうか。

　参加者+αへの波及効果と県としてのB/Cはいかがでしょうか。
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8
３－１－２
３２２番

　海外からの人材確保ですが，海外との従来自粛になったとして
も，オンラインであれば受入ができる（あるいはしやすくなる？）かと
思いますがいかがでしょうか？

（商工労働観光部）
　県内企業における外国人ＩＣＴ技術者の受入れについては、海外ＩＴ人材と県内企業のマッチングを行うことにより、人材不足の解
消に繋げるものであります。
　海外人材受入れの経験がない県内企業の多くは、「定着に対する懸念」や、「コミュニケーションへの不安」などから、受入れに踏
み切れない状況にあるとともに、海外ＩＴ人材の側から見れば、東京、大阪などの大都市と比べ、なじみの薄い地方は、就職候補地
として選ばれにくい状況となっています。
　こうした課題の解決に向け、「高度外国人材活用・海外展開セミナー」、「海外ＩＴ人材受入れ促進セミナー」を開催するとともに、コ
ロナ禍により渡航困難な中においても「海外ＩＴ人材と県内企業とのWeb交流会」を実施して参りました。
　「Web交流会」では、バングラデシュＩＴ人材２名及び県内ＩＴ企業２社から前向きな意見をいただいておりましたが、新型コロナウィ
ルスの感染拡大に伴う海外との往来自粛・渡航制限の影響を受け、事業の中止を余儀なくされたところです。
　現状の渡航制限の中では、実際の雇用・就職に繋げることは困難であることから、当面はオンラインを活用した「本県の魅力」や
「県内企業」の情報発信などにより、生活習慣や文化などの相互理解を深め、海外人材受入れ機運の醸成に努めて参ります。

9 ３－２

　「攻めのインバウンド」ですが，afterコロナあるいはwithコロナに
向けた思い切った施策転換も必要かと思いますが，いかがでしょ
う？
　マチ★アソビ，とくしまマラソンなどのイベントについては，「できな
い」この時期に次の大会開催に向けいろいろな提案を行っていただ
ければと思います。
　このピンチの状況で，如何に時間を使うかが大事かと思います。

（商工労働観光部）
  新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延により、渡航を伴う観光プロモーションが困難な状況の中、本県では、オンラインを積
極的に活用し、現地エージェント等と連携したリモートでの観光ＰＲや、インフルエンサーを活用した本県の魅力発信に取り組んで
います。
　今後も引き続き、継続的な情報発信を実施し、アフターコロナの徳島に「行きたい」「体験したい」意欲の増進に取り組みます。
　また、国内のみならず海外からも注目を集めるマチ★アソビ、とくしまマラソンについて、更なる充実が図られるよう、関係機関と
引き続き検討を行い、より一層の魅力あふれるイベントとなるよう取り組んで参ります。

10 ３－２

　千載一遇！攻めのインバウンド誘客
　観光については感染症拡大以前から徳島は厳しい状況でした
が、それに加え、感染症拡大下において、アフターコロナを見据え
た観光への取組を行うことは必須事項であると考えられます。徳島
県がいち早く講じた政策の感染症拡大下における県内観光に対す
る各種とくしま応援割は、産業や経済の活性化やこのような閉塞的
になる環境下での住民の心の開放、さらに、この状況下で様々な
企業や産業を応援するという意味で、大きな成果をあげています。
（追加で本事業が必要とされるなど、定量的にも本政策に対する評
価が高かったと評価できます。）
　一方で、感染症拡大下において、目下の課題とアフターコロナを
見据えて実施すべきことと、実施したいが少し後に回すものなどの
このような幾つかの括りでどのように事業を実施し、今後実施して
いくかは明らかにすべきことと考えられます。

（商工労働観光部）
　新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延により、渡航を伴う観光プロモーションが困難な状況の中、本県では、オンラインを積
極的に活用し、現地エージェント等と連携したリモートでの観光ＰＲや、インフルエンサーを活用した本県の魅力発信に取り組んで
います。
　今後も引き続き、継続的な情報発信を実施し、アフターコロナの徳島に「行きたい」「体験したい」意欲の増進に取り組みます。
　具体的には、県内観光事業者をはじめ、日本政府観光局、他府県やＤＭＯ等と連携を図り、多言語ＳＮＳやＷＥＢ等を積極的に活
用し、本県の「安全・安心情報」や「藍染め」、「阿波おどり」など「徳島ならでは」の魅力を発信して参ります。
　併せて、大阪・関西万博の開催等の国際的イベントを見据え、県内観光事業者の「Ｗｉ－Ｆｉ環境」の整備や「キャッシュレス決済」
の普及、「多言語表記」の充実を図ることにより、県内を快適に旅行できる受入れ環境の整備を促進します。
　コロナの感染状況を見極めながら、実施時期を含め、事業の優先順位を検討して参りたいと思います。

4



県政運営評価戦略会議（書面会議）における委員からの意見・質問及び担当部局からの回答

番
号

該当箇所 委員からの意見・質問の内容 担当部局からの回答

12
３－２－１
３３４番

　西阿波には、県政評価委員のメンバーで視察にいかせていただ
きました際に、年間数万人の外国人の方が訪れているとお聞きし
たような気がしますが、
その賑わいもコロナでなくなってしまいました。アフターコロナを見
据えた企画がとても興味深く、日本茶摘み体験と天ぷらのランチな
どは、是非行ってみたいと思います。ほかにも、徳島ならではの自
然体験ができる企画など、アフターコロナを楽しみにしています。ま
た、このような体験費用は、いくらくらいになりますか？料金が気に
なりました。DMOを中心に進められるようですが、DMOのさらなる
具体的な取組・計画などをお聞かせください。

（西部総合県民局）
　「にし阿波」地域におきましては、地域特有の魅力ある観光資源を活かした体験プログラムを造成し、官民連携して国内外に情報
発信することにより観光誘客を進めており、とりわけ外国人宿泊者数は、令和元年には約３万２千人と、統計を取り始めた平成１９
年の約千人から約３３倍に大きく増加しました。
　しかしながら新型コロナウィルス感染症の影響により、令和２年の宿泊者数は外国人も含め大きく落ち込んでおります。
　このため、「今だからこそできること」として、宿泊、観光施設での衛生対策やおもてなしの研修等を行うとともに、ＤＭＯ「そらの
郷」を中心としてアフターコロナへ向けて体験プログラムの磨き上げや新規造成を進めているところです。
　具体的には、委員からお話のありました「世界農業遺産の地での日本茶摘み体験とお茶の天ぷらランチ」や「傾斜地集落で味わ
う絶品ジビエランチと周辺散策」といった「世界農業遺産」を活用したプログラムや「リバートレッキング」や「剣山周辺での山歩き」な
どのアウトドアプログラム、「藍染め体験」や「落合集落のガイドツアー」などの伝統文化体験プログラムなど多彩なプログラムを造
成しております。
　料金としては、２，０００円程度の気軽に参加できるものから１万円を超える本格的なものまでございます。
　今後も「にし阿波」の多彩な観光資源を活かした魅力的なプログラムを造成し、ＤＭＯ「そらの郷」や市町、関係機関等と連携して
情報発信することにより、国内外からの観光誘客の回復、増進につなげて参ります。

11
３－２－１
３３４番

　西部圏域（にし阿波）において来訪者の滞在期間の延長や滞在
施設の拡充を図るため、主要な観光地とアクティビティや世界農業
遺産体験などを組み合わせた体験・滞在プログラムを開発すること
により、「にし阿波」への誘客を推進します。（P.146）このような取組
は、非常に重要な「視点」であると考えています。以前、知人を案内
してにし阿波を訪問したことがありますが、「古民家住宅」などは外
国人観光客にとってもとても魅力があるようでした。木村家」でたま
たま会った外国人夫婦はアレックス・カーの民家へ行きたいと話し
ていました。アレックス・カーのインターネットでの情報発信力も、影
響力が強いと思います。
　また別の機会に「傾斜地農法」の視察をしました。世界農業遺産
に登録されているということですが、これも非常に重要な「観光資
源」であると考えます。
この両者を組み合わせて、来訪者の滞在期間の延長を図るという
ことは、まさに「炯眼」であると高く評価できる試みだと思います。そ
こでこのプログラムのこれまでの「進捗状況」、及び「今後の展望」
などをお教えいただければ幸甚に存じます。

（西部総合県民局）
　「にし阿波」における「古民家宿泊」と「傾斜地農法」を活用した滞在プログラムの「進捗状況」と「今後の展望」についてのご質問で
ございますが、

　祖谷地方での古民家宿泊の取組としては、アレックス・カー氏がプロデュースする、「ちいおり」や、重伝建・落合集落における８棟
の宿泊施設を中心に稼働しており、「非日常」を満喫していただける観光として、外国人観光客にも非常に好評をいただいていると
ころです。

　一方、「にし阿波の傾斜地農耕システム」は、平成３０年３月に、世界農業遺産に認定され、地域の持続可能な発展・振興に向け
て、「認知度向上」、「ブランド化」、「人材育成」等の取組を進めており、観光面では、ＤＭＯ「一般社団法人そらの郷」を中心に、教
育旅行として、コエグロづくりや、傾斜地農地での収穫体験、農家民泊などで、県内外の中高生等を受け入れるとともに、傾斜地集
落で味わうジビエランチ、茶摘み体験、そば打ち体験　など、魅力を活かした着地型旅行商品の造成も行ってきました。

　外国人観光誘客につきましては、官民連携して積極的に誘客に取り組んできたことにより、外国人宿泊者数は、平成１９年の千
人弱から令和元年には約３万２千人と、１２年間で約３３倍と順調に伸びてきたところですが、新型コロナウイルス感染症の影響に
より、令和２年以降は激減しました。

　現在は、海外への営業も困難な状況が続いていますが、「今だからできること」として、「滞在型観光の新たなプログラム、商品の
開発」、「宿泊、観光施設での衛生対策やおもてなしについての研修」、「外国の旅行会社などへのオンラインによる商談会や営
業」、「ＳＮＳによる外国人への情報発信」等により、これまで築いてきた海外の旅行会社との関係を継続するとともに、さらに増進さ
せるよう、積極的に取り組んでいるところです。

　今後は、アフターコロナを俯瞰して、ご提言いただきました趣旨を踏まえてコンテンツを効果的に組み合わせ、市町や関係団体と
連携し、「観光圏」、「世界農業遺産」、「ＳＡＶＯＲ　ＪＡＰＡＮ（食と農の景勝地）」という、日本で唯一トリプル認定を受けた圏域である
強みを十分に活かし、さらなる魅力的な旅行商品の造成と魅力発信を積極的に展開し、国内外からの観光客の回復・増進に向け
て取り組んでまいります。
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県政運営評価戦略会議（書面会議）における委員からの意見・質問及び担当部局からの回答

番
号

該当箇所 委員からの意見・質問の内容 担当部局からの回答

13
３－２－２
３３６番

  アプリをダウンロードした人の性別・年齢・居住地などはわかるの
でしょうか？

（商工労働観光部）
  「徳島たびプラス」については、①県内観光施設等を巡り特産品等が当たるスタンプラリー機能、②お得なクーポン機能、③地図・
ナビゲーション機能、④テーマにあわせた観光プラン自動作成機能、⑤日・英・韓・中(繁体・簡体)の５言語対応機能を搭載し、観光
客の利便性の向上を図り、タイムリーかつ効果的な情報発信や、周遊性を高めるため、スマートフォン対応のアプリとして、平成３１
年３月１５日にリリースしたところです。
　なお、今後の本県の観光施策を検討していく上で参考とすべく、ダウンロードした方の性別・年齢・場所の確認も可能な仕様となっ
ており、ユーザーの傾向としては次のとおりとなっています。

・性　別　　男性：約６割、女性：約４割
・年　齢　　３５歳～４４歳が中心
・居住地　　県外：約８７％（近畿 約26%、関東 約25%、その他 約36%）
            県内：約１３％

　県としては、「徳島たびプラス」を通じて、観光客の皆様の利便性向上を図るとともに、徳島の魅力ある観光素材を体験していただ
くことで、本県への入込客数、宿泊者数を増加させて参ります。

14
３－２－２
３３８番

　四国のグリーンツーリズムを広域連携のプロジェクトとして進めら
れるといいと思います。四国はお遍路さんの文化でつながっていま
すし、特異な地形地質、それに伴う生態系が充実しています。ま
た、歴史・文化や地質・生態系の調査研究の拠点があるといいと思
います。

（農林水産部及び未来創生文化部）
　グリーンツーリズムは、「緑豊かな農村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ、滞在型の余暇活動」で、農林漁
業の体験活動を通じて自然に触れ合うことのできる「農林漁家民宿」は，都市と農山漁村の人々の「交流拠点」として，重要な役割
が期待されております。
　また、平成１７年には、四国が持つ海、山をはじめ、棚田、里山などの豊かな農山漁村の資源を活かし、都市と農村の交流を促進
するグリーン・ツーリズムの推進を図るため、四国４県による「四国グリーン・ツーリズム推進協議会」が設置されております。
　「四国グリーン・ツーリズム推進協議会」では、４県合同でのグリーンツーリズム関連施設のＰＲキャンペーンや、農林漁家民宿等
のグリーンツーリズム実践者研修会などの連携事業により、「四国の農山漁村と都市住民との交流」を推進しております。
　委員ご提案のとおり、今後とも、協議会を核として、四国の豊かな地域資源の活用など、グリーンツーリズムの推進に連携して取
り組んで参ります。

　なお、徳島県の歴史・文化や地質・生態学については、徳島県立博物館が、考古・歴史・民俗・美術工芸や動物・植物・地学の調
査研究等の拠点として、埋蔵文化財総合センター（レキシルとくしま）が、埋蔵文化財の発掘調査及び研究等の拠点として設置され
ており、展示や講座、体験イベントなどを通じて、大人から子どもまでの学習支援や埋蔵文化財の活用及び保護意識の向上を図っ
ています。

6
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　回答については、今日までの施策として理解しています。
　昨年、今年とコロナ禍で特に今年の米価は、コシヒカリ一等で５０
６０円／３０ｋｇのように昨年より大幅に低価しており、小規模米作
農家は廃業する声も聞かれます。このような農家への対策をぜひ
検討するようお願いします。

15
３－３－２
３６２番

　この項は、作付けと輸出数量ですが、農作物の価格についてお
尋ねしたいと思います。
　8月に入って、JAから各農家に今年度のコメの供出価格(米価)が
届きました。私の知人である米作農家は、価格表を見てびっくりし
たと話してくれました。コシヒカリの一等米5,060円/30㎏、徳島県の
奨励米あきさかり一等米4,460円/30㎏、2等米では各150円マイナ
スだったとのことでした。主食のコメが今年は昨年より約1,500円安
く生産者として情けなく残念な気持ちになったと嘆いていました。コ
ロナ禍による飲食業界への抑制等コメをはじめ農産物の消費低迷
の影響の結果だと知人は言っていました。コロナ禍の中での農業
経営について、農業に携わる方々への説明が必要ではないでしょ
うか。同時に、県として飲食業界や旅行業界などと同レベルの補償
を検討する必要があると思います。

（農林水産部）
１　米への対応
  高齢化、人口減少や食の多様化等を背景に、米の需要が年々減少する中、近年では、民間在庫量が適正水準以上の量となって
なっておりました。さらに、コロナ禍に伴う外食需要の減少により、民間在庫量が大幅に増加した状況となっています。
　こうした状況から、米の集荷・販売業者等は、令和３年産の米価について、今後の販売環境が厳しくなることを想定し、全国的にも
前年より大幅に安く単価設定されたところであり、水稲農家の経営に及ぼす影響は、大変大きなものと認識しております。
　そこで、県では、これまで、水稲農家の経営安定を図るため、県内畜産農家での需要の多い「飼料用米」について、国の経営所得
安定対策事業の活用による主食用米よりも所得が高くなる助成金を設定し、市町村、ＪＡグループ、民間集荷業者等、関係機関と
連携を図り、産地での説明会や巡回等により、水稲経営における飼料用米の導入や作付け拡大を強力に推進してきたところです。
　また、これまでも、米価の大幅な下落等により、収入が減少した場合に備え、「米・畑作物の収入減少影響緩和対策」や「収入保
険制度」といったセーフティネットへの加入を推進してきたところです。
　さらに、平成２８年度に県奨励品種に採用した「あきさかり」については、量販店での新米キャンペーンなど、消費拡大に向けた販
売促進活動を行っているところです。
　今後とも、活力ある水田農業を維持発展はもとより、農業経営の安定を図るため、関係機関との連携強化により、飼料用米等の
需要に応じた米生産を推進し、農家の安定所得の確保につなげるとともに、米価下落や災害等のリスクに対応するため、セーフ
ティーネットへの更なる加入推進を図って参ります。さらに、「あきさかり」をはじめとする県産米については、生産技術対策はもとよ
り、更なる認知度向上に向けた販促ＰＲ活動や新たな販路開拓を促進して参ります。

２　園芸品目への対応
　新型コロナに係る農産物の影響ですが、「にんじん」や「ブロッコリー」、「かんしょ」といった家庭消費向けの多くの野菜類について
は、家庭内需要の増により、販売額は堅調に推移しています。
　一方で、「すだち」や「シンビジウム」、「いろどり」などについては、コロナ禍の影響による外食需要やイベントの減少などにより、市
場価格が大きく低下したことから、今後の経営継続や産地維持が厳しい状況となることが懸念されました。
　このため、県では、昨年より、産地の維持に向け、「ハウスすだち」、「ハウスゆず」については、産地自らが行う次期作に向けた土
壌改良や品質向上等の取組への支援、「シンビジウム」などの花きについては、道の駅、徳島駅など、県内７カ所にて県産花きの
展示による消費者への需要喚起の促進などに取り組んだところであります。
　さらに、令和３年１月から３月の首都圏や関西圏を中心とした宣言発令により、再び、需要の減少により、市場価格が低下し、産
地が厳しい状況となったことから、更なる需要喚起に向けた取組を進めているところであります。
　具体的には、「すだち」については、県内宿泊施設や県内企業社員食堂での利用促進、「花き」については、徳島駅にて、花きのＰ
Ｒ展示などの販促活動を通じた需要喚起を進めております。
  今後は、「すだち」については、東北地方を対象に、「すだちフェア」の開催による新たな需要の開拓、「シンビジウム」などの県産
花きについては、リモートによるフラワーアレンジメント教室の開催や県内高校生を対象とした生け花教室等による花育推進、「いろ
どり」では、家庭向け商品開発等による利用促進・ＰＲ等を推進して参ります。
　今後とも、ＷＩＴＨコロナ、アフターコロナを見据え、「すだち」や「花き」、「いろどり」の産地の維持・発展に向けて、しっかりと取り組
んで参ります。
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16
３－３－２
３６７番

　現状，ウッドショックが起きていますが，この時こそチャンスかと思
います。

（農林水産部）
  現在、新型コロナウイルスに端を発した外材の高騰、輸入量の減少といったいわゆるウッドショックの影響で、国内において木材
需要が逼迫し、国産材への代替需要が発生しています。

　委員ご意見のとおり、ウッドショックを機に、外材から県産材への転換を進めるために、川上においては素材生産能力の強化、川
下においては、建築用材向け製材品の品質向上が必要と考えております。

　このため、「川上」では、素材生産事業者と連携のもと、原木の大ロット・安定供給に向けた体制づくりを進めるとともに、「川中」で
は、輸入材への依存率が高いプレカット工場を対象に、県産材・製材工場とのマッチングを図って参ります。

　また、「設計・工務店」に対し、
・県産材住宅の普及に向けた相談会や見学会の開催への支援
・「徳島すぎ」の建築材性能に関する情報提供
など、「川下」からも県産材の利用拡大を積極的に推進して参ります。

　今後とも、事業体の皆様と一丸となって、
・担い手の育成や高性能林業機械の導入推進による素材生産量の増大
・乾燥機導入による県産材製品の性能向上
などを図り、今回の県産材需要の高まりが一過性のものに終わらないよう、外材から県産材への転換を進め、持続可能な森林経
営と林業の成長産業化につなげて参ります。

17
３－３－２
３６７番

　県産材の生産量についてですが、今後施業現場は奥地化してい
き、作業効率は益々低下してくると思います。また新規就業者も増
えてくると労働災害の発生原因にもなるので十分気をつけて進め
ていってください。

（農林水産部）
　県産材の生産量は、林業プロジェクトによる各種施設整備や担い手の育成を支援してきた結果、順調に進捗してきております。
　一方、委員ご指摘のとおり、今後、
　・施行現場が奥地化し条件が不利になること
　・主伐を迎え、大径木の伐採が増えること
　・経験の少ない新規就業者が増えること
などから、作業効率が低下することや、労働災害の発生が増加することが懸念されております。

　県としましては、高性能林業機械やケーブルグラップルなどの架線集材施設などの導入により、主伐にも対応した素材生産シス
テムの導入を進め、生産性、効率性を高めるとともに、林業アカデミーや緑の雇用研修生など新規就業者に対する基本的な安全
作業の技術習得、林業機械や架線作業の技術に長けた現場指導者「林業プロフェッショナル」の育成研修にも積極的に取り組んで
おります。

　また、林業現場は通信圏外が多いことから、ＬＰＷＡなど通信技術の導入による緊急連絡など、労働災害が発生した場合に備え
た労働環境改善対策の推進のほか、高性能林業機械シミュレータの操作体験やＶＲを活用した労働災害の疑似体験にも取り組ん
でおります。

　今後ともこれらの対策により、労働災害の発生防止に努めて参ります。

8
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18
３－３－３
３７５番

　ターンテーブルについて
　コロナの中で目標値を全て上まわっているのはすばらしいと思い
ます。
その上での提案ですが、場所が非常にわかりにくいと多くの声を聞
いています。「阿波ふうど」のPRも兼ねて、目印や日よけのために
も、藍染の大きな布に「阿波ふうど」のロゴマークを白で染めぬいた
大きなのれん、又はひさし状のものを建物or店の前面にかけたらと
思います。

（農林水産部）
　首都圏における本県の情報発信・交流拠点「ターンテーブル」につきましては，緑豊かな公園が隣接する特徴的なロケーションや
店内デザインのほか，エントランスの大きな「藍染めの暖簾」，「渦潮」をイメージした屋外テラスの壁や「県産メニュー看板」を通路
に設置することにより，周辺住民をはじめ神泉駅から近隣企業への通勤に行き交う皆様の目に留まる工夫を凝らすとともに，県産
食材の良さを引き出すメニュー展開やマルシェの開催等を通じて「徳島の食・阿波ふうど」の魅力を積極的に発信しているところで
あります。
　
　また，昨年度には，全国テレビや映画，雑誌など様々なジャンルのメディアやＳＮＳを活用し，３６０回以上の情報発信に取り組む
ことにより，メディアを観た「ファン」や「視聴者」がターンテーブルを訪れるなど，「徳島」に関心を持っていただき，「徳島の魅力」に
触れる機会の増加に繋がっているところであります。

　委員ご提案の徳島ならではの阿波文化「藍染め」を活用したターンテーブルのＰＲは重要な視点であると考えますので，いただき
ましたご意見を参考に，今後とも，ターンテーブルを核に，「徳島」の魅力発信と「阿波ふうど」の販路拡大にしっかりと取り組んでま
いります。

19
３－３－３
３８０番

　鳴門ではコウノトリブランドのレンコンが作られていますが、阿南・
那賀地域も生物多様性に配慮した農業のブランド化ができるので
はと思います。農の里づくりでも、生きもの豊かな里で作る、安心・
安全な農作物ができればいいなと思います。

（南部総合県民局）
　阿南管内の市町、ＪＡ等で組織する「阿南・那賀未来の農業づくり協議会（以下、「協議会」という。）」では、産地や地域住民が主
体となって「もうかる農業」の実現をめざす地区を「農の里」と位置づけ、担い手の確保、定着を支援しております。
 
  このうち那賀町木頭地区を中心とする「ゆずの里」では、生物多様性を守り、そこから生まれる自然の恵みを持続的に利用する有
機農業の取組が行われており、協議会では、このゆずを用いた６次産業化による商品づくりやゆず酢の搾汁後に発生する絞りか
すを堆肥化し、土づくりに活かす資源循環型農業の取組を支援しています。
　また、阿南地区では、ＪＡアグリあなんのハウスすだちが、食の安全や環境保全に取り組む農場を認証する「ＪＧＡＰ団体認証」を
令和元年度に県下で初めて取得し、消費者から信頼される安全・安心な産地づくりを進めております。

  南部総合県民局では、今後も関係機関と連携し、担い手確保はもとより、食の安全・安心や生物多様性をはじめ農業のもつ多面
的機能の確保、増進に向けた取組を進めてまいります。

20
３－３－３
３８１番

　スマート農業について
　特に女性農業者への資金面の援助も含めて、研修・実演会等の
情報発信をお願いいたします。

（農林水産部）
　県では，「スマート農林水産業の実装」を県農林水産基本計画における７プロジェクトの一つに掲げ，未来技術の活用による超省
力生産や多収・高品質生産等を目指した取組を強力に推進しております。
　また，「スマート技術の導入」は，女性農業者はじめ多様な担い手が活躍できる場の一層の拡大に繋がることから，「農山漁村未
来創造事業」の重点支援対象として，積極的な財政的支援に取り組んでおります。
　スマート技術の研修・実演会につきましては，地域の農業支援センターが開催しており，県ＨＰや県ＳＮＳを活用し，幅広く情報発
信をしています。
　また，女性農業者のスキルアップを図るため，農業生産技術や農業経営，加工技術向上などに関する各種研修を令和２年度は１
９か所において実施いたしました。
　今後とも，スマート農業をはじめ，女性農業者の新たな知識や技術の習得に係るチャレンジを支援できるよう，研修等を実施して
参ります。
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21
３－４－１
４０４番

　東京大学・京都大学に行く！　という目標をどの時から生徒に
持ってもらうかが重要と考えます。
　高校生になってからでは遅いので，できれば小学校の時くらいか
ら，その意識を持つようになる環境整備をお願いします。
（全体的に，「勉強をしよう」という空気作りが重要です。現状の高
校入試では，この状況にはなかなかなれないかと思います。）
　失敗してもチャンスが何度かある入試ができないかとも思ってい
ますが，いかがでしょうか？

（教育委員会）
  義務教育段階から子ども自身が将来の進路設計を考えていくことは，大変重要なことだと考えております。
　現在，子どもたちが自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら，自身の変容や成長を自己評価できるよう
工夫されたポートフォリオである「キャリアパスポート」を小学校から作成し，それを中学校・高等学校へと校種間の接続を行い引き
続き活用することで，キャリア教育の充実を図っているところです。
　県教育委員会としては，そうしたキャリア教育の中で，義務教育段階での「総合的な学習の時間」などの子どもたちの「探究心」を
育成する取組を充実し，将来，大学進学を考えている子どもに対して，大学の情報などを提供し，より充実した進路設計ができるよ
う取り組んで参ります。
　また、現在，高校入試についても特色選抜を中心に，改善を検討している最中であり，今回，頂戴しました貴重な御意見につきま
しては改善の参考とさせていただきたいと思います。

22
３－４－２
４１４番

　ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けてについて
  Ｒ2→Ｒ3改善見直し内容(行動計画)では、小中高一貫で整備した
児童生徒1人１台端末をフル活用した授業が、すべての学校で実
施できるようＩＣＴ活用指導力の向上を目指しますとあり、県内公立
学校におけるＧＩＧＡスクール構想に関する研修の実施率が示され
ています。
　この取組は、質の高い教育の実現のために先端技術の活用を推
進し子どもの力を最大限引き出すことで、これからの学校現場には
なくてはならないものだと認識しています。
　過日、徳島新聞の読者の手紙に徳島市内の高校生が投稿されて
いました。文面からするとご本人は、パソコンも使い慣れたようで1
人1台の端末配備に期待を膨らませていたことがにじみ出ていま
す。県担当部署もすでにこの記事は掌握されていると思います。
　この取組の基本方針は、「誰一人取り残さない」ということも理解
しています。児童生徒の能力も様々であると思いますが、この高校
生の切実な訴えについてどう受け止めているのかお尋ねしたいと
思います。
　私は、勇気を奮って投稿したこの貴重な意見を真摯に受け止めて
いただき、早急な改善が図られるようお願いしたいと思います。

（教育委員会）
　県教育委員会では、国の「ＧＩＧＡスクール構想」の対象である小中学校に加え、独自の取組として、高等学校段階も含めた「１人１
台端末」を整備し、「小中高一貫した新たな教育環境」を全県的に構築しています。
　高校生の投稿では、「端末のスペック」、「家庭での充電」、「通信環境」について意見がありましたが、県立高校には、授業での教
育用アプリの活用が増加することを見据えて、国が示す「標準的性能」を上回るタブレット端末を配備するとともに、家庭に持ち帰っ
た端末を充電するＡＣアダプターを配備したところであり、通信環境についても、授業中に様々なアプリをストレスなく利用できるよう
回線の増設を進めております。
　今後は、児童生徒及び教職員が「１人１台端末」を鉛筆やノートと同様に活用することで、従来の教育実践と最先端のＩＣＴをベスト
ミックスした「個別最適な学び」「協働的な学び」を推進して参ります。

23
３－４－５
４３０番

　子供の多様な学習や体験活動、住民との交流活動について
　休日や放課後だけではなく、地元学（徳島学）という形で、一つの
教科として学校授業の中に組み込んで頂ければと思います。
　身近な地域でどんなものが作られ、どんな企業・職業があり、史
跡等も含めて見てまわったり、遠足などにも取り入れたり、又、地元
の方に出前授業をしてもらったりすることにより、地元への愛着が
わき、記憶や感動が残り、大学等で県外に出ても、ふるさとに帰る
「徳島回帰」につながるのではないかと思います。
　学年に応じた地元学の内容を考えていただければと思います。

（教育委員会）
  ふるさとを愛する児童生徒を育むために、小中学校及び高等学校において、総合的な学習の時間をはじめ、さまざまな教科や活
動の中で計画的に取り組んでいます。
　
　例えば、佐那河内小中学校においては、佐那河内について学ぶ「ふるさと学習」を地域と連携を図りながら、学年ごとに計画を立
てて取り組んでいます。小学校では地域を知るためのオリエンテーリング活動、郷土の料理教室、中学校では、野菜栽培、職場体
験活動など、地域と密着した特色ある教育活動が展開されています。
　また、城西高等学校神山校においては、地域の発展とともに活性化する神山校を目指した「中山間地の地域内循環モデルの構
築」をテーマに掲げ、学校設定科目「神山創造学」を設定し、生徒が町内のフィールドワークを通じて、歴史・文化・暮らし・産業など
の調査活動や、地域の課題を解決することに向けたプロジェクト学習に取り組むなど、地域を学びの場とした実践的な教育活動を
展開しています。
　そのほか、学校におけるキャリア教育の一つとして、すべての校種で、地域の豊かな教育資源である、専門的な知識や技能を有
する職業人や社会人を講師として、講演や出前授業を行うことで、児童生徒の夢や希望を育み、学習意欲を高めるきっかけづくり
になることを目指しています。

　今後も、さまざまな教育活動の中で、子供たちに郷土を愛する心を育み、「徳島回帰」につなげて参ります。
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　インクルーシブ教育に関して質問させていただきます。
　現在、徳島県下において支援学級に在籍している生徒は年々増
加傾向に有るのか教えていただきたいです。

（教育委員会）
　徳島県下において特別支援学級に在籍している児童生徒の数は、年々増加しており、令和２年度における小中学校の特別支援
学級在籍者数は２，７０８名，令和３年度は２，８７４名となっております（５月１日現在）。
　増加の要因として、インクルーシブ教育システムへの理解の広がりや、特別支援学級で教育を受ける利点に対する保護者の理
解が深まってきたことなどが考えられます。

インクルーシブ教育についてのご回答ありがとうございました。や
はり、特別支援級在籍の生徒数は年々増加傾向にあるのですね。
そもそも現在支援学級の先生は各学校に足りてますか？インク
ルーシブ教育はとても素晴らしい教育だと思います。障がいがあっ
てもなくてもみんなで学ぶ。まぜこぜが良い。障がいの子を持つ親
御さんはそんな学校に我が子を通わせたいと思っている方は多い
と思います。しかし、インクルーシブ教育は学校全員の先生に専門
知識がなければ逆効果。簡単ではないと思います。
更に先生だけではなく、保護者、周りの地域の方と色々な人を巻き
込んで学校づくり、子供たちに関わっていただかなければいけない
と考えます。「地域と共にある学校づくり」が土台になってくるのかな
と思います。

（教育委員会）
　令和３年５月１日現在，県内全ての特別支援学級に特別支援学級担任を配置することができています。また，全ての教職員が特
別支援教育に関する専門知識を校内研修や職務研修を通じて学んでいます。さらに，コミュニティスクールの導入などにより，学校
と地域住民等が力を合わせて，「地域とともにある学校づくり」に取り組んでいるところです。

25
３－４－７
４４１番

　「ＳＤＧｓ」この言葉も最近ＴＶで放送されているので、聞いたことは
あるけれど、何かわからないといった声が多いです。
　認知度を上げるためには、どうすれば良いか？課題だと思いま
す。
　新聞をほとんど見ない若い人が多いように思いますので、理解し
づらいのではないでしょうか？
　大切なことなので、知っておくべきことだと思います。

（政策創造部）
　ＳＤＧｓは、２０３０年までの世界共通の持続可能な開発目標であり、その取組は多岐にわたり、例えば、レジ袋の削減につながる
マイバッグ運動もSDGsに寄与する取組のひとつです。そうした目標達成のためには、行政や，企業・団体のみならず，県民一人ひ
とりへと，その理念を広げていくことが重要であります。

　こうしたことから、令和２年度では、SDGsを県民の皆様に分かりやすく伝えるため、SDGsを「自分ごと化」して取り組む方々を紹介
する動画等を制作し、ケーブルテレビやYoutubeで発信するとともに、雑誌や新聞広告とのタイアップ記事の掲載や「SDGs×徳島
県」ホームページを開設し情報発信を行うなど，若者から高齢者まで、誰もが情報を得られやすいよう、様々な媒体を活用しなが
ら、積極的な普及啓発に取り組んできたところです。

　今後とも，県民や事業者等の皆様とSDGsの理念をしっかりと共有し，それぞれの「主体的な取組の輪」を広げていけるよう，取り
組んで参りますので，御理解，御協力をお願いします。

26
３－４－７
４４１番

　SDGsの全県展開ですが，高校生を教える教員側が「SDGsと
は？」という状況を散見いたします。
　そのため，どのようなことを，どのように伝えれば良いのかが分か
らない状況になっていることが想定され，教員側のSDGsの本質理
解を少し進める必要性があると考えます。

（教育委員会）
  SDGsについては、「総合的な探究の時間」において、テーマとして取り上げ、全校的に探究活動を行っている学校もあり、専門家
による出前授業等を通して、生徒も教員も理解を深めております。
　また、12番目の目標である「つくる責任　つかう責任」については、県の事業として、全県立高校に「エシカルクラブ」を設置し，各
校の特色を生かした取組を展開し、その中でエシカル消費に関する理解を深めているところです。
　さらに、県の事業として「スーパーオンリーワンハイスクール」「エシカル甲子園」を開催し、SDGsに関する取組等を募集し、研究を
通して、生徒だけでなく教員もSDGsの理解を深めるとともに，その成果を発表することで普及啓発につなげております。
　今後も、SDGsの理解を進めるために，各校を支援して参ります。

24
３－４－６
４３４番

11
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27
３－４－７
４４５番

　青少年センターについて
　新たな青少年センターを整備するとありますが、具体的な整備に
ついて教えてください。

（未来創生文化部）
新たな青少年センターについては、「青少年をはじめ県民の主体的活動と未来を切り拓く交流拠点」を基本理念に掲げ、徳島駅前
のアミコビルへの機能移転を行うこととしています。
　具体的な機能として、屋上にはフットサルやバスケットボールができる「スポーツコート」をはじめ、９階には「フィットネスジム」、「ダ
ンススタジオ」、「自習室」などを整備するとともに、「ｅ－スポーツ」や「アニメ」を活用した若者が集う「徳島ならでは」の魅力的な機
能を備えることとしています。
　引き続き、県民の皆様に「夢と希望ある未来」を感じていただける新たな青少年センターの来年度早期の開館に向け、しっかりと
取り組んで参ります。

（政策創造部）
　　令和３年８月１日時点における全国のマイナンバーカード交付率（人口に対する比率）は、３６．０％となっています。
　
　　年齢別では７０～７４歳が４４．５％で最も高く、これに６０～６４歳の４４．３％、６５～６９歳の４３．２％が続くなど、高齢者の比率
が高くなっています。

　　一方、若年層は、０～４歳が２１．９％、５～９歳が２８．３％、１０～１４歳が２６．４％、１５～１９歳が２７．２％となっており、いずれ
も３割に満たない交付率となっています。

　　なお、マイナンバーカードの交付状況は総務省が作成し公表しており、自治体ごとの年齢別データは作成されていません。

　　今後、本県においても、こういった交付状況のデータを分析し、ターゲットを絞ったカードの取得促進に取り組んで参ります。

［参考］全国のマイナンバーカード交付率（令和３年８月１日時点）

28
３－５－１
４５４番

　マイナンバーカードの取得の年齢層の分布はどのようになってい
ますか？

計
全体 36.0%
0～4歳 21.9%
5～9 28.3%
10～14 26.4%
15～19 27.2%
20～24 31.9%
25～29 35.8%
30～34 38.1%
35～39 37.0%
40～44 35.1%
45～49 34.7%
50～54 38.9%
55～59 39.3%
60～64 44.3%
65～69 43.2%
70～74 44.5%
75～79 38.0%
80～84 38.1%
85～89 32.8%
90～94 26.9%
95～99 21.1%
100歳以上 17.7%

年齢
人口に対する
交付枚数率
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番
号

該当箇所 委員からの意見・質問の内容 担当部局からの回答

29
４－１－１
４７１番

　地方文化の継承と発展
　「あわ文化の四大モチーフ」はもちろん大切ですが、地域における
独自の伝統文化の継承にも力を入れて頂ければと思います。
　例えば、お祭りの「獅子舞」「だんじり」お盆の供養の踊や「二上り
音頭」等その他地域独自の伝統文化が徳島にはたくさんあります
が、いたる所で伝統文化そのものが消滅しつつあります。
　いろいろな要因があると思われますが、その1つにサラリーマン家
庭が多くなり文化の担い手はもとより参加者も仕事の休みが取れ
ないということがあります。できれば、地域の伝統行事やイベントの
時は、行政・企業等で有給の休みをとれるしくみを作ってくだされば
と思います。

30
４－１－２
４７８番

　eスポーツは、どんな人でも楽しめます。若者向けのイベント企画
だけでなく、高齢者や障がい者の方の施設での普及を支援し、シニ
ア向けのeスポーツ大会を企画するなど、徳島ならではのeスポー
ツの多様な展開を進めれば、国内外に発信することができます。

（未来創生文化部）
　「ｅスポーツ」は、年齢、性別、国籍、障がいの有無に関わらず、誰もが参加できることから、ＳＤＧｓの理念に通じるものとして「ダイ
バーシティ社会」の実現に大きな可能性を秘めるとともに、にぎわいの創出や経済効果の発現にも期待を持つことができると考えて
います。
　本県では、これら「ｅスポーツ」の潜在能力に着眼し、「ｅスポーツ」イベントを開催してきたところであり、昨年度は、高齢者や障が
い者の方の施設においても「ｅスポーツ」イベントを開催いたしました。
（開催事例）
・R3/1/7  「ｅスポーツ」交流・体験会（つだまちキッチン）
・R3/1/14 「ｅスポーツ」交流・体験会（総合福祉センター）
・R2/12/21 障がい者「ｅスポーツ」プレ交流大会（オンライン・５施設参加）
・R3/1/24  障がい者「ｅスポーツ」交流大会（県立障がい者交流プラザ）
　今後とも、eスポーツの更なる普及促進を図るために創設された「徳島県eスポーツ推進費補助金」等を活用し、高齢者や障がい
者を対象にしたイベントを企画するなど、徳島ならではの「ｅスポーツ」の多様な展開を進めてまいります。

31
４－１－４
４８４番

　鶴林寺道修復をクラウドファンディングを利用していますが，その
他の事業でCFを利用しているものがあればお教えください。

（政策創造部）
　本県では、「ふるさと納税」制度に取り組む中で、寄附金の使い道をより具体的に示して寄附を募る「クラウドファンディング」を活
用しております。

　昨年度については、県動物愛護管理センターに収容された犬・猫の殺処分を減らすために、新しい飼い主を探して譲渡する事業
や、地域資源等を活用して地域の課題解決を図るため、県内で魅力的な事業を行う起業家を支援する事業について、クラウドファ
ンディングを実施いたしました。

　今後とも、「クラウドファンディング型ふるさと納税」を活用し、県内外に「ふるさと徳島」の魅力や取組を積極的にアピールするとと
もに、県出身者など本県ゆかりの方々や企業との連携を一層強化し、活力と魅力あふれる徳島づくりを推進して参ります。
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32
５－１－１
５１７番

　「徳島夏・冬のエコスタイル」の展開を通じて、エコでエシカルなラ
イフビジネススタイルへの転換について積極的な啓発活動を進め、
省エネ対策の成果をあげられていることで、引き続きお願いいたし
ます。
　この項での発言として相応しいか悩みましたが、以前、徳島県の
審議会で夏のエコスタイルとして、知事はじめ県職員が藍染めの開
襟シャツで、エコと藍染めとして売り出してはどうかと提案したこと
があります。県職員の方が今も着用しているのを見たこともありま
すが、もう少し大々的に藍の色合いやデザインを考慮しておしゃれ
な試作品を作り、県下の自治体職員にも紹介し、徳島の誇る藍とエ
コを組み合わせた徳島ブランドとして提案できないものか検討いた
だきたいと思います。

（危機管理環境部及び商工労働観光部）
　本県では、地球温暖化の対策の一環として、「徳島夏・冬のエコスタイル」に取り組んでおり、夏のエコスタイルと連携した形で、平
成１８年度から、本県の伝統工芸品である「藍染め」や「阿波しじら織」のシャツなどを、県職員が率先して着用しております。
　また、上板町では、「とくしま藍推進月間（７月）」に合わせて、町職員が
藍染製品を身につけるなど、県内自治体にも広がりをみせています。
　本県が誇る伝統文化であり、日本の代表色「ジャパンブルー（藍色）」を
支え続けてきた「阿波藍」。現在、開催されています「東京２０２０オリパラ」の公式エンブレムに、「藍色の組市松紋」が採用されたこ
とにより、国内外から「阿波藍」への関心が益々高まっています。
　この絶好の機会に、「阿波藍」の魅力発信をしっかりと行うとともに、ご提案の内容も参考にさせていただき、徳島ブランドとしての
価値を高められるよう、創意工夫を凝らした取組を展開して参ります。

33
５－１－１
５１８番

　マイカー利用から公共交通利用の転換が促進されたとあります
が，実際にどの程度の転換が行われたか分かればお教えくださ
い。

（県土整備部）
　マイカー利用から公共交通利用の転換を示す統計的な数値はありませんが、例えば、公共交通機関の駅、停留所の近辺にある
商業施設の駐車場を活用して自家用車を駐車し、そこから公共交通機関で目的地に向かう店舗利用型パークアンドライドについ
て、鉄道利用が見込まれるフジグラン阿南店（５台分）の使用率は、牟岐線パターンダイヤの効果もあり、令和３年３月末時点で１０
０％と、マイカー利用から公共交通利用の転換が促進されたものと思われます。

　また、ＪＲ四国の平均通過人員（令和３年第１四半期）について、令和元年比で、四国全体が６０．４％だったのに対し、牟岐線徳
島－阿南間が７５．０％、徳島線佐古－阿波川島間が７２．６％と相対的に低下が小さくなっています。

　令和元年１２月に策定した次世代地域公共交通ビジョンに基づく、事業者や自治体と連携した交通結節点の整備やモーダルミッ
クスの推進などの取組によって、マイカー利用からの転換を含む公共交通の利用促進に繋がっているものと判断しています。

34
５－１－１
５１９番

　ZEHについては、ずいぶん浸透しているように思います。
　ZEHで新築された顧客の方のローン控除の確定申告をさせてい
ただきましたが、住宅メーカーさんからきちんと説明を受けられてい
ました。ただ、この補助金もなかなか競争が厳しくなっているので
しょうか？申請してももらえなかったと、今年はよく聞きます。抽選も
れということですが、予算の都合仕方ありませんが、ZEHで補助金
をもらって新築したいと思う方は実際にたくさんいらっしゃるので、
なんとかこの枠が増えればと思います。

（危機管理環境部）
　本県では、脱炭素社会の実現に向け、「脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例」を施行するとともに、「２０５０年・温
室効果ガス排出実質ゼロ」を表明し、取組の加速化を図っているところです。
　この目標を達成するためには、温室効果ガス排出量の約４割を占める民生部門(家庭・業務系)における対策強化が必須であり、
住宅・建築物は一度建築されると長期ストックとなる性質上、早急に取り組むべき分野であると認識しております。本県では、平成２
９年度から蓄電池を備えたＺＥＨ・ＺＥＢについて、国補助金への上乗せという形で補助制度を設けております。
　国のＺＥＨ補助金については、現在先着順で申請を受け付けていますが、予算枠に達した時点で公募を終了するため、公募期間
内に申請を行った場合であっても受理されない場合があることは承知しております。
　ＺＥＨ補助制度の拡充については、これまでも県及び本県が会長県を務める自然エネルギー協議会として国に提言を行っている
ところであり、委員からのご意見も踏まえ、今後も引き続き、提言を行って参ります。
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　「とくしま森林バンク」の運営を支援とありますが、「とくしま森林バ
ンク」とはどういったものか教えてほしいです。

（農林水産部）
　近年、森林所有者の高齢化や不在村化が進み、所有者不明森林や境界不明瞭な森林が増加する中、森林の適切な経営管理を
図る上で、「伐って・使って・植えて・育てる」といった森林サイクルの確立が重要であることから、
国において「森林経営管理法」が制定され、令和元年度から「新たな森林管理システム」が始まりました。

　「新たな森林管理システム」は、適切な森林の経営管理を促すために「森林所有者の責務」を明確化し、市町村が主体となって、
森林所有者に対し、森林の経営管理に関する「意向調査」を実施することで、森林所有者の「所有意識の高まり」や「今後の森林施
業の計画」につなげていくものです。

　森林所有者への意向調査の結果、森林を売却したい・寄付したいなど「森林を手放したい」という意見が多数あり、こうした森林に
ついて、市町村の委託を受けた（公社）徳島森林づくり推進機構が実施主体となり、所在地や面積などの森林情報をとりまとめたも
のが「とくしま森林バンク」です。
 
　今後とも、「とくしま森林バンク」を活用し、林業経営に意欲のある林業事業体等に、経営受託や売買斡旋等のマッチングを行い、
森林の適正管理を促進して参ります。

　「とくしま森林バンク」について
　森林所有者の世代交代により不在村者も増えて山への感心もな
くなってきており、名義も昔のままで登記ができていない森林が多
いと思います。今後売却や寄付等など難しくなるのではないでしょ
うか。森林所有者の責務を明確にして森林整備が進んでいけるよ
うよろしくお願いします。

36
５－１－２
５２４番

　「アクティブシニア植林隊」事業を実施していますが、現場での活
躍はできているのか教えてください。

（農林水産部）
　県では植林作業の人材不足を補うため、「元気なシニア」の方々を、森林整備を担える人材となるよう、令和元年度から育成して
おります。

　具体的には、植林に必要な知識を習得するための講義や、植林、獣害防護柵設置等の実習を行い、「植林隊」として登録頂いて
いるところです。

　登録実績は、次のとおり。
　令和元年度　１４名、令和２年度　１０名、令和３年度　１０名程度の予定

　登録いただいた「植林隊」のうち５名の方に、令和２年度の造林事業において、延べ２６日、植林作業に従事いただき、０．７２ｈａ
のスギコンテナ苗の植林を実施しております。

　引き続き、造林や保育を行う事業者に対し、「植林隊」の活躍機会をつくっていただくよう周知するとともに、今後も研修を実施し、
「植林隊」の登録者を増やすことで植林面積の拡大に努め、豊かな森林の維持増進を図って参ります。

５－１－２
５２１番

35
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37
５－２－１
５３３番

　自然エネルギーによる電力自給率
　評価に関する内容ではなく質問（3つ）になります。自然エネル
ギーの①内訳について（太陽光や風力など）教えていただきたいと
思いますし、今後の目標として、特に②どのエネルギーの自給率を
高めていきたいと考えておられますか、および、③その理由につい
て教えていただきたいと思います。

（危機管理環境部）
　徳島県では、「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」に基づき、温室効果ガス排出削減や分散型エネルギーによる災害対策、地
域の活性化等を目的として、太陽、風力、水力、バイオマス、地熱など自然の力をエネルギー源として生成される電気や熱エネル
ギーである「自然エネルギー」の導入を推進しています。
①自然エネルギーによる電力自給率32.2％（2020年度実績）の内訳は、
　太陽光13.4％、風力0.7％、水力17.2％、バイオマス0.8％となっています。
②③「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」の2030年度の目標（「自然エネルギーによる電力自給率50％）達成に向け、現在整備
中の「ユーラス上勝神山ウインドファーム」、「徳島津田バイオマス発電所」及び「王子製紙バイオマス発電所」の稼働に加え、系統
制約や土地造成の環境負荷等の課題が小さく、余剰が発生すれば域内外で有効利用が可能である「屋根置きの自家消費型の太
陽光発電」などの導入促進を柱に、自給率の向上に努めて参ります。

38
５－２－１
５３５番

　自然エネルギーの普及促進について
　ピコ水力発電実証実験や市町村等への技術支援により、自然エ
ネルギーの普及促進が図られたとの成果が記載されています。こ
のピコ水力発電の将来的な運用についてどのように考えているの
かを教えて下さい。ピコ水力発電は、水車等を利用して発電し、小
規模水力発電として脚光を浴びています。特に、らせん型水車は
落差がなくても水の流れだけで羽根が回り用水路等へ設置されて
います。徳島県の中山間地域には、広大な森林と豊かな水をたた
える河川や用水路が縦横にめぐる地域もあり、太陽光発電と組み
合わせた地域的な電源として活用できると考えます。この実証実験
は、例えば個人単位でも設置可能とするのか、その場合設置場所
が公的か、民地か等の問題もあり、そうしたことも含めての成果な
のでしょうか。
　日常の補助電源として、個人が太陽光発電を設置するようにピコ
水力発電も設置可能となるのか、コストはどの位になるのか教えて
いただきたいと思います。

（企業局）
　ピコ水力発電実証実験は、山間地域の渓流などの水資源を活用し、平時は電力の地産地消により地球温暖化対策等に寄与す
るとともに、災害時の電力供給にも活用できるものとして、実施してきたところです。
　具体的には、阿南工業高等専門学校との共同研究により開発したピコ水力発電機を、美馬市木屋平地区２箇所に行政レベルで
試験導入し、企業局HPにおいて「導入実例」や「発電実績」の情報提供を行い、当初計画どおりの成果を達成したところです。
　今後の普及促進においては、ピコ水力発電設備を設置する場合の水利用に関する法的な規制や水利権、必要な落差や流量、管
理団体の状況など様々な要件をクリアしていく必要があります。
　そのため、企業局としても、引き続き、これまでの実証データやノウハウを活かし、公共団体や民間、個人からの問い合わせにつ
いて技術支援を行うことにより、県内への普及促進に努めて参りたいと考えております。
　なお、実証実験における出力0.8kWの水力発電システムの設置コストは当時約４百万円で、同程度の電力量を発電する3kW太陽
光発電システムと比べて約４倍になっておりますが、今後、太陽光発電のように多様な製品開発やパッケージ化により、低コスト化
が進めば、２４時間使用できる身近な電源として、さらなる普及促進につながるものと考えております。

39
５－３－２
５６５番

　棚田地域振興法に基づく、指定地域となると、各省庁からの支援
が受けやすくなるという新しい枠組みですが、支援を受けるための
協議会運営、事業の企画、マネジメントが必要不可欠です。それら
をどこが、どのように担っていくのかが課題と思います。

（農林水産部）
　指定地域となった場合、指定を受けた地域の市町村が、農業者、農業者の組織する団体、地域住民、特定非営利活動法人その
他の指定棚田地域に係る棚田地域振興活動に参加する者等で構成する「指定棚田地域振興協議会」を組織することとなります。
　協議会は、構成員間の合意の下、「指定棚田地域振興活動計画」を作成し、国の認定を受け活動を実施することとなります。
　本県では、令和元年度に指定を受けた上勝町で協議会を組織しており、事務局は上勝町産業課が担っております。
  「上勝町指定棚田地域振興協議会」には、県も構成員として参画しており、棚田保全及び棚田地域の振興に関する支援事業や活
動事例等の情報提供を行うなど支援を実施しているところです。
  引き続き、協議会に対する支援を継続するとともに、今後は、昨年度に県、棚田関係市町村、関係団体等で設立した「とくしま棚
田ネットワーク」を中心に、棚田地域における保全活動や活性化に関する取組の情報の共有化を図り、多様な主体の連携と協力を
促進し、棚田地域の振興を図ることとしております。
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40
５－３－３
５７１番

　徳島きれいな水環境について
　合併処理浄化槽の法定検査率について全国と徳島県の比率は
どの位ですか。法定検査を受検しない割合が高く不公平だという声
を聞いたことがあります。合併処理浄化槽は、メンテナンス業者が2
か月～3か月に一回の割合で水質検査やメンテナンスに回ってい
ますが、法定検査も含めて業者対応ができないものでしょうか。

（県土整備部）
　本県における法定検査受検率は59.2％（令和元年度）となっており、全国平均の受検率は43.8％となっています。

　「浄化槽法」では、浄化槽の「清掃」、「保守点検」及び「法定検査」の３業務を、それぞれの業務について許可や登録、指定された
者が行うことが定められています。

　「保守点検」は、浄化槽法では、県に登録された民間事業者により，１週間から３、４ヶ月に１回の間隔で実施することが義務づけ
られており，浄化槽内の機器や、送風機などが故障していないか点検し、併せて、消毒薬など消耗品の補充を行います。

　「法定検査」は、浄化槽法では、県知事が指定した検査機関により、毎年１回受けることが義務づけられており、
県では「公益社団法人徳島県環境技術センター」を指定し実施しており、浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の汚水
処理性能が正常に働き、きれいな水が放流されているかを検査します。

　このように、浄化槽法では、「保守点検は民間事業者」、「法定検査は公益法人」が行うこととなっております。

41
５－３－５
５８１番

　「徳島県の活かしたい生態系リスト（仮称）」を作成、公表されるの
はとてもいいことですが、それらをどう守っていくのかまで検討する
必要があると思います。国定公園や重要里地里山、重要文化的景
観なども同様で、どこも選定だけになっているように思います。

（危機管理環境部）
　「とくしま生態系レッドリスト（仮称）」は，県民の財産として将来に引き継ぎ持続的に活用していくべき貴重な生態系をまとめるもの
です。
　このリストは，県内の貴重な生態系エリアを市町村，事業者，市民団体，県民のみなさまに知っていただき，地域創生の資源とし
て活用していただくため作成するものです。
　県としても，これからの生態系の保全に向けた取組に役立てていくとともに，貴重な生態系を構成する希少種や生態系エリアの保
全策について，専門家の助言も頂きながら検討して参ります。

42
５－３－５
５８２番

　コウノトリ里親センターについて
　コウノトリが鳴門市大麻町に飛来し、子育てをはじめてから県民も
注目しています。民間ボランティア団体のコウノトリ基金も設立され
コウノトリを中心とした活動が始まっており、えさ場となるビオトープ
も耕作放棄地の活用として運用されています。
　徳島大学の学生による生物観察会に多くの方々が参加し、特に、
小中学生に植物、昆虫、魚類、鳥類等の観察を通して地域の自然
を保護する大切さを学ぶことや大谷地区コウノトリウォーキング等
のイベントも開かれています。
　大谷地区には、大谷焼の窯元や酒蔵、しょうゆ蔵、古墳、板東地
区には、ドイツ館、賀川豊彦記念館、霊山寺や大麻山登山口等地
元を象徴する歴史や文化があり、こうした資源とコウノトリ里親セン
ターが融合するような施設ができればと考えます。
　コウノトリ里親センターについて、どのような構想なのでしょうか。
わかる範囲で教えていただきたいと存じます。

（危機管理環境部）
　県内のコウノトリの飛来数は年々増加しており、昨年には、これまでで最多となる３８羽が確認されております。また、鳴門板東ペ
アは、５年連続で繁殖に成功するなど、鳴門市大麻町を中心とした地域は、コウノトリの重要な生息環境となっています。
　一方、飛来数の増加にともない、負傷個体の増加が懸念されることから、本県では、負傷個体の発見から保護、治療、そして放鳥
までの役割を担う「コウノトリ里親センター（仮称）」を令和４年春に設立する予定です。
　現在、獣医師、ＮＰＯ法人、学識経験者等で組織する「コウノトリ里親センター（仮称）設立検討委員会」において、基本構想や運
営体制などをとりまとめているところであり、併せて、治療と一時保護を担う施設の整備にとりかかっているところです。
　今後とも、本県の豊かな自然を象徴するコウノトリとの共生を進め、地域の活性化につなげて参ります。
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43 総合戦略

　新型コロナウイルスによる影響により，地方での就職希望者が増
加していますが，徳島への希望者が増加しているか否かが分かり
ますでしょうか？

（商工労働観光部）
　大学生を対象にした民間全国調査（あさがくナビ）によると、令和３年５月時点で、「ＵＩターンや地方での就職」を希望する学生は、
４７．４％であり、前年６月調査と比較すると、２５．６ポイント増加しています。

　また、令和２年１２月時点では、新型コロナウイルスの流行を受けて、「より地方での就職希望が強くなった」「どちらかと言えば地
方での就職希望が強くなった」の回答が８４．１％を占め、新型コロナウイルスの流行により「地方で就職したい」という希望が強く
なった学生が多いことが分かります。

　そして、本県出身の県外大学生を対象に、県で実施したアンケート（４，６８７人が回答）では、令和２年１１月３０日時点で、新型コ
ロナウイルスに関連した「就職や就職活動への不安、影響」や「地元に帰りたい」などの意見が多く寄せられています。

　さらに、「就職希望地」を「徳島県」として、回答した学生は５２．０％（２，４３６人）であり、主な理由として、「徳島に貢献したい」「地
元で生活したい」いった意見が多く寄せられるなど、民間全国調査同様、新型コロナウイルス感染症の影響により、徳島県への就
職希望者は増加傾向にあると考えられます。

44 総合戦略

　徳島ファンを掘り起こし、マッチングするためのTOKUSHIMA-REN
では、登録した人に何か恩恵があるのですか？登録者数を増やす
には、登録のメリットも必要と考えます。

（政策創造部）
  本県では「徳島県人会」、「ふるさと納税」、「阿波おどり参加者」といった「本県ゆかりの県外在住者」との関係づくり、また「サテラ
イトオフィス・プロジェクト」や「デュアルスクール」などの施策を通じて、新たな地域の担い手「徳島ファン」の創出・拡大を進めている
ところです。

　令和元年度には、徳島に想いを寄せてくださる「徳島ファン」と地域を結ぶ交流サイト「TOKUSHIMA-REN」を開設し、「担い手不
足」や「まちづくり」など地域課題の解決をテーマに、「徳島ファン」と地域との繋がりづくりを促進しております。

　「TOKUSHIMA-REN」の会員にご登録いただいた場合は、ホームページ上で「徳島ファン」としてご紹介するとともに、プロフィール
やスキル、SNS　などの登録情報は、「徳島ファン」との繋がりたいと考えている市町村とも共有するなど、「徳島ファン」が地域とス
ムーズに繋がれるよう、取り組ん　でいるところです。

　今後とも、「徳島ファン」の創出・拡大に向け、様々な機会やツールを使っての情報発信による「ファンの掘り起こし」や、受入れ側
の地域との「繋　がり」「関わりしろ」の強化など、関係機関や関係団体としっかり連携し、取組みを進めて参ります。
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45
総戦単独

四番

　サテライトオフィス新規進出企業数
　進出企業数が目標値を大きく超えていますが、進出企業が徳島
以外の地域でなく徳島を選んだ理由について教えていただきたい
と思います。

（政策創造部）
　サテライトオフィスの誘致においては、平成２４年３月より、豊かな自然環境や全国屈指の光ブロードバンド環境を最大限に活用し
た「とくしまサテライトオフィスプロジェクト」を展開し、サテライトオフィス・コンシェルジュを県内３圏域に配置することで、進出企業か
らの相談に細やかに対応するなど、地域における受入体制の整備を行っているところです。

  　県においても、進出後のフォローアップや今後の支援施策等の参考とするため、サテライトオフィス進出企業７７社（令和３年３月
末時点）に対して、アンケートを実施しております。
　　このうち、「徳島オフィスを設置する１番の決め手となったことは何ですか。」との質問に対し、「県・市町村担当者の熱意（１０
社）」及び「徳島県にゆかりがある（１０社）」が最も回答数が多く、次いで「進出先の自然環境（７社）」となりました。
　　また、個別具体的には、
・全国屈指の最先端情報インフラ県となっているため、首都圏との間でシームレスな業務環境を構築できると考えた。
・企業立地フェアにて説明を受け、高速ブロードバンド環境や行政の補助を勘案し、徳島県に開設を決定した。
・先にサテライトオフィス進出をしていた企業からの紹介があった。
などの回答を頂いており、これまでの約１０年に及ぶ取組が企業に評価され、本県が選ばれているものと認識しております。

 　今後も引き続き、地元企業とのマッチングや企業の地域貢献活動といった「企業と地域との繋がり」についても積極的に支援を行
うなど、企業の定着に向け、積極的に取り組んで参ります。

46
総戦単独
十五番

　県職員の防災士取得が着実に目標を上回り、県職員として「危機
管理能力」や「防災知識」を身に付け、地域における自助・共助の
リーダーとして防災活動に積極的に取り組む人材を育成する成果
が報告されています。
　県職員も県内各地域で居住する住民でもあり、地域の共助の
リーダーとして活躍することを期待します。そのうえで、各地域の消
防分団団員や自主防災組織のなり手不足等が今回の資料でも見
受けられ、是非県職員をはじめ自治体職員が、消防分団や自主防
災組織へ参画してはどうかと考えます。

（危機管理環境部）
「地域防災力」の向上を図るためには、「自主防災組織」をはじめ、地域の防災活動に積極的に取り組んでもらえる「防災リーダー」
の役割が重要であることから、平成１７年度から「徳島大学」の協力のもと、「防災士」の受験資格が得られる「地域防災推進員養成
研修」を実施しており、平成２６年度からは、県の新規採用職員研修の１つとして実施しています。

　また、平成２５年１２月に制定された消防団等充実強化法で、公務員と消防団員との兼職に関する特例規定が設けられ、公務員
から消防団員に入団したい旨の申し出があった場合、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、任命権者は認めなければなら
ないとされており、本県においても消防団活動は、県民の生命及び財産を守る公益性の高いものとして、職員の消防団への入団
促進に努めており、令和３年４月１日時点で、６７名の県職員と、９４０名の市町村職員が消防団に入団しています。

　引き続き、地域防災の人材を確保するため、実態や課題を把握した上で、県職員、市町村職員の参画について、市町村をはじ
め、消防団、自主防災組織等関係機関と連携し、働きかけを行って参ります。
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47 －

　全体を通して新型コロナウイルス感染症の影響が多々あります
が、様々な対応をしながら計画達成のため対応していただいている
と思います。
　今後もまだまだ影響はありそうですが、感染症対策を講じながら
よろしくお願いいたします。

（政策創造部）
　「新型コロナ」は、社会・経済などの多方面において大きな影響を与えており、世界規模で「社会通念や価値観」が大きく変容し、
新たな日常「ニューノーマル」への適応が求められる状況を踏まえ、今年３月に改定した令和３年度版行動計画では、「ＷＩＴＨコロ
ナからアフターコロナ」を俯瞰した「新たな羅針盤」へと再構築を図るべく、「新型コロナ」「人口減少」「災害列島」という「３つの国難」
打破に向けて、集中的に取り組むべき構成事業を、新たに「重点項目」として設定するとともに、その原動力として「デジタル社会」
や「グリーン社会」の実装を「２つの推進エンジン」として位置づけたところです。

　ご意見のありましたとおり、計画推進にあたっては、新型コロナの感染対策を講じながら事業展開することはもとより、新型コロナ
がもたらす状況変化や社会変容に迅速かつ柔軟に対応し、我が国の持続可能な成長に不可欠となる「新次元の分散型国土」の創
出を徳島から実現するべく、積極果敢に施策展開を図って参ります。

48 －

　新型コロナウイルス感染症の影響は社会のあらゆる場面に及ん
でおり、県職員のみなさんの働き方も大きく影響を受けたのではな
いかと思います。厳しい状況にあった方もいらっしゃるかと思いま
す。まずは、このような中で真摯に業務の遂行に務めているすべて
の職員の方に敬意を表します。
　今年度の戦略会議は、第1回がオンライン併用、第2回・第3回が
書面開催というコロナ対応の形式になりましたが、各委員からは多
くの意見・提言がありました。これらのうちには、海外からの人材確
保や海外人材との交流、観光人材の育成、東大・京大合格者数、
SDGsへの取組、マイナンバーの普及、徳島ブランドの確立など、コ
ロナ禍以前からの課題であるものも少なくありません。長らく状況
に改善の兆しが見られないものについては、この際、取り組み方を
大胆に見直したり新規の取組を検討するなど、抜本的な改善をご
検討いただければと思います。また、コロナ禍をきっかけに新たに
取組を始めたものについては、コロナ対策のための避難的な措置
としてではなく、afterコロナにおいても継続的に実施していくことで
事業の効果を期待できるもの（インターネットパネル展、リモートに
よる観光PRや各種教室・講座の実施など）もありますので、更なる
充実を図っていただきたいと思います。
　最後に、コロナ禍は、改めて、県政が県民の生活にとって大切で
あることを明らかにしました。より県民意見と県民目線を踏まえた
行動計画、総合戦略の改善見直しを行い、政策を推進することを
期待します。
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