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令和３年度 県政運営評価戦略会議（第１回）

１ 日 時 令和３年８月１６日（月）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。） 飯泉 嘉門 知事

石田 和之 藪下 武史 監察局長

植田 美恵子 坂東 淳 危機管理環境部危機事象統括監兼副部長

加藤 研二 加藤 弘道 政策創造部大学・産業創生統括監兼副部長

近藤 明子 佐藤 泰司 経営戦略部副部長

坂本 真理子 東條 洋士 未来創生文化部副部長

田村 耕一 林 博信 保健福祉部副部長

南波 浩史 勝川 雅史 商工労働観光部副部長

久岡 佳代 吉岡 健次 農林水産部副部長

藤原 学 木下 修一 県土整備部副部長

桝本 久実 香川 和仁 出納局副局長

三木 潤子 小椋 昇明 南部総合県民局副局長

仁木 伸一 西部総合県民局副局長

林 泰右 企業局副局長

阿宮 広明 病院局副局長

臼杵 一浩 教育委員会事務局副教育長

前川 伸二 警務部企画課長

小林 敬治 監察局次長

ほか

（会議次第）

１ 開 会

２ 議 事

（１）会長・副会長の選出

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

の評価について

３ 閉 会

（会議概要）

１ 知事挨拶

２ 会長・副会長の選出

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

の評価方法の説明（資料２）

４ ターゲット１及び２の概要の説明（「『未知への挑戦』とくしま行動計画」概要版（令

和２年度版））

５ ターゲット１及び２の質疑及び評価の決定（資料３－１，３－２，４及び５）
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■開会

（監察局長）

監察局長の藪下でございます。

本日の会議の司会を務めさせていただきますので，どうぞよろしくお願いいたします。

まず，本日の会議につきましては，14名の委員の皆様のうち，12名の方に御出席を賜っ

ております。委員の半数以上の出席がございましたので，要綱第５条第２項に基づき，会

議が有効に成立しましたことを，まず御報告をさせていただきます。

また，本会議につきましては，新型コロナウイルス感染症対策として，Ｗｅｂ会議を最

大限活用して実施させていただくこととしておりますので，委員の皆様方の御理解と御協

力のほど，よろしくお願いいたします。

それでは，ただいまから，令和３年度第１回県政運営評価戦略会議を開会させていただ

きます。議事に先立ちまして，飯泉知事から御挨拶を賜りたいと思います。

（知事）

本日は，令和３年度県政運営評価戦略会議を開催いたしましたところ，皆様方には足元

のお悪い中，また大変お忙しい中，御出席を賜り，誠にありがとうございます。

また，Ｗｅｂでも参加いただき，ありがとうございます。

また，皆様方には引き続き２年間の任期を御了承いただきまして，誠にありがとうござ

います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

さて，今，日本は，新型コロナウイルス感染症，人口減少，そして災害列島，３つの国

難に正面から対峙をしなければいけない。また，世界的には地球温暖化，それへの対応と
た い じ

してのＧＸ，グリーントランスフォーメーション，さらにはデジタル化，デジタルトラン

スフォーメーション，この未来技術をしっかりと打ち立て，そして，この技術によりまし

て３つの国難をどのように解決をしていくのか。大きな岐路に差し掛かっているところで

あります。

特に，新型コロナウイルス感染症につきましては，ここ数日，１日当たりの新規感染者

数２万人を突破しております。

東京につきましても，4,000，5,000人台，また東京を中心とする千葉，神奈川，埼玉，
いわゆる東京圏につきましても，神奈川は2,000人台，千葉，埼玉は1,000人台，大阪も

1,000人台をはるかに超える大変な状況になるとともに，地方におきましても，これまで

過去最高の１日当たりの新規感染者が至る所で更新をしております。

この四国におきましても，香川県で３日前には107名と過去最高，その少し前には愛媛

県が91名と過去最高ということで，今，大変な状況になっているところでもあります。

しかし，我々としても，まずはしっかりと燃え盛る火を，様々な検査態勢，あるいはワ

クチン接種，これを両翼として，まずは，しのいでいく。

そして，その後のアフターコロナ，いかに打ち立てていくのか。ここも大きな岐路に差

し掛かっているところであります。

そして忘れてならないのは，災害は忘れた頃にやって来るということで，ここのところ

前線の活動による大変な状況が数日続いているところであり，全国知事会におきましては，

全国知事会広域緊急災害対策本部，私が本部長でありますが，これを打ち立て，様々な形

での情報収集，そして，それぞれの都道府県の方でＳＯＳが入れば，直ちに応援を，こう
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した体勢を取っているところでもあります。

この３つの国難につきましても，どれ一つ取ってやはり気を抜くことができないことと

なっております。

そこで，皆様方にお願いであります。

今県におきましては，毎年の県政全般にわたって進めていくバイブルとなります「『未

知への挑戦』とくしま行動計画」，そして人口減少対策，特に地方創生，これをしっかり

と打ち立てていくバイブルとなります，第２期「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」，

この２つに基づいて進めているところでありますが，この２つを今申し上げた３つの国難，

そして２つのＸ，これらへの対峙，またこれらの技術革新，その活用と根本的に見直さな
た い じ

ければならない，そうしたときに今来ているところであります。

今週から来週にかけまして，３回の会議を予定させていただいておりますので，皆様方

には，今日のこの状況，そして今徳島の置かれた状況，これらを踏まえていただきまして，

今後の方向性，バイブルとなる正に全体としての「未知への挑戦」，よろしくお願いを申

し上げたいと存じます。

■議事１：会長・副会長の選出

委員の互選により、石田和之委員を会長に選任。

石田会長が副会長に阿部頼孝委員を指名。

■議事２：「『未知への挑戦』とくしま行動計画」及び「ｖｓ東京『とくしま回帰』

総合戦略」の評価について

（会長）

それでは，皆様どうぞよろしくお願いいたします。

次に，議事（２）「『未知への挑戦』とくしま行動計画」及び「ｖｓ東京『とくしま回帰』

総合戦略」の評価について，でございます。

本日は，今年度最初の評価になりますので，まず評価方法について事務局からの説明を

お願いして，そのあと「『未知への挑戦』とくしま行動計画」のターゲット１及び２の評

価を行いたいと思います。

それでは，事務局より説明をお願いいたします。

（事務局）

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

評価方法の説明（資料２）

（会長）

ありがとうございました。

それでは，ただいまからターゲット１及び２の評価に入りたいと思います。

初めに評価の参考とするため，総合政策課からターゲット１及び２の概要等について説

明をお願いいたします。
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（総合政策課）

「『未知への挑戦』とくしま行動計画」ターゲット１及び２の概要の説明（別冊）

（会長）

ありがとうございました。

それでは，評価に移りたいと思います。

なお，本日の会議は午後４時終了の予定ですが，議事の都合上ターゲット１及び２の評

価につきましては，午後３時55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。

それでは，ターゲット１及び２について評価審議を始めたいと思います。

ターゲット１及び２につきまして，ただいま頂きました説明などを受けまして，委員の

皆様から，取組や実績の詳細な内容の理事者への質問，あるいは未達成の施策，事業の隘

路克服に向けたアドバイス，新型コロナの影響やその対応に関する御意見，また先ほど知

事からもありましたように，今後に向けての積極的な展開に向けた御提案なども含めまし

て，あるいは資料３－1記載の評価案に関する御意見，どこからでも結構でございますの

で，今回はこのオンラインということで，委員名簿の順にお一人ずつ御発言を頂こうかと

思っております。

委員名簿の順にお一人ずつ御発言を頂きまして，そして，その質問に対してその都度，

理事者から回答をお願いしようと，このように進めさせていただければと思います。

また，事務局からの説明もありましたように，新型コロナの影響やその対応に応じた評

価の上方修正というものは，原則として行わないというふうな方針でございますので，よ

ろしくお願いいたします。

我々としては，附帯意見として盛り込んでいただくというところで御提案や御提言を頂

ければと考えております。

では，まずＡ委員からお願いしたいのですが，いかがでしょうか。

（Ａ委員）

今日は1回目の戦略会議ということでもあり，また私がトップバッターということでも

ありますので，少し評価とはかけ離れるのですが，総論から入らせていただきたいと思い

ます。

仄聞するところによりますと，徳島県では２年連続200名以上の新規採用枠を予定して
そくぶん

いるというお話をお聞きしました。私は，これは非常に勇気のある快挙だというふうに考

えております。

私は，別の行財政の審議会の委員もずっとさせていただいておりますが，ずっといかに

絞るか，いかに削るかという，今までどちらかというと嫌われ役をずっとやってきたよう

なことだったのですが，今から考えてみると，やはりこういう非常に厳しい時期に採用枠

を増やすために今まで贅肉を落としてきたという言い方もできるのでないかなと思うので
ぜいにく

す。

そして，有力な企業もみんなどちらかと言えば採用を控える傾向の中で，徳島県がそれ

だけの採用枠を準備するということは，県外に出ている若者にとっても，あるいは県内の

大学に行っている若者にとっても，あるいは大学に行っていない人にとっても非常に大き

なトライのチャンスになると思うのです。
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正に，いわゆる「新しい知」を導入するということなので，非常に高く評価をしておる

とエールを送りたいと思います。

それから，同時に管理職に占める女性の割合も令和３年度は，14.2パーセントになり，

平成23年度に比べてみると10.5ポイント増加しておると。これは知事の強力なリーダーシ

ップによるところでもあると思うのですが，正にＳＤＧｓの５番目，ジェンダーイクオリ

ティというふうなことから考えても，高く評価できるのではないかと考えております。

それで，その中でも人材の育成ということで非常に大事なのは，県庁職員のレベルアッ

プもさることながら，一般の人々のレベルアップ，特に，「フューチャーアカデミー」と

いうのがありまして，そこでは将来的に県の審議会等に出席をして，活躍をしていただけ

る人材を養成するということを目的として謳っております。
うた

現在の進捗状況並びに卒業された方が，どういう方面で御活躍されているかということ

をお教えいただきたいと思います。

それから，もう一つは36ページにシルバー大学校のことが書かれています。

それで，今回は評価の上方修正はしないということなのですが，実は私も微力ながらシ

ルバー大学校の講師をさせていただいております。

実は，一番学習意欲に燃えておる人たちがいるのは，シルバー大学校なのですね。本当

に打てば響くというふうな非常に重要な役割を果たしておると思います。

Ｃとなっておりますが，私は極めてＢに近いＣではないかというふうに考えております

ので，もしできれば担当課から現在の状況等について御説明を頂ければ有り難いと思いま

す。以上です。

（会長）

ありがとうございます。

それでは，ただいま頂きましたＡ委員の御質問について理事者から御回答，御説明をお

願いいたします。

（未来創生文化部）

未来創生文化部でございます。

最初の点，「とくしまフューチャーアカデミー」につきまして，現在の状況やその活躍

の状況ということで御質問いただきました。

まずは，「フューチャーアカデミー」なのですけれども，女性活躍のためということで

取り組んでおりまして，本県の女性活躍の状況といたしましては，管理職における女性比

率でありますとか，これは民間も含めてですけれども，県審議会の女性の比率であります

とか，そういうところ全国トップクラスになっておるところでございます。

更に政策・方針決定過程の女性・若者の参画機会を拡大していこうということで，この

「とくしまフューチャーアカデミー」を平成30年から創設をいたしました。

このアカデミーでは，様々な人材育成でございますとか，あるいはリカレント教育など

女性活躍に向けました講座を様々実証してございます。

そして，実績なのですけれども，平成30年から３年間で99名の受講者がおりまして，昨

年度は44名ということで受講をしていただいております。

この受講していただいた方なのですけれども，その後県の関係の審議会等で活躍してお

りまして，例えば，県の総合計画審議会の部会あるいは県の男女共同参画会議などのメン
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バーにも受講した方がなっているという状況にございます。

さらには，県以外の審議会の委員，市町村でも活躍をしているというふうに聞いており

ます。

令和元年度，令和２年度につきましては，年代を分けまして，ファーストステージを20

代から30代，それからセカンドステージを40代以上ということで，年代を分けて取り組む

といった工夫もしております。

また，令和２年度は新型コロナの関係もございますので，Ｗｅｂ会議を活用した取組も

行っているところでございます。

今年度につきましては，新たにデジタル人材の育成ということで，そういった観点も踏

まえまして新たな展開を図っていきたいと考えております。

１点目は以上でございます。

それから２点目，シルバー大学校の関係で取組状況等につきまして御質問いただいたと

ころでございます。

シルバー大学校，特に大学院でございますけれども，専門的な高い学習機会を提供する

ということで，卒業後は様々な所で社会貢献活動ということで活躍いただいております。

ここで書いている30パーセントと申しますのは，生きがいづくり推進員の活動実績が目

標の30パーセントと少なかったということなのですけれども，生きがいづくり推進員につ

きましては，シルバー大学校大学院卒業後にシルバー大学校やシルバー大学校大学院で講

師として活躍いただくということが主なことでございまして，昨年度このシルバー大学校，

大学院が新型コロナの関係で中止になりましたことから，そういった活躍の場がなくなっ

てしまったということで，例年の実績に比べてかなり少なくなったというふうに把握をし

ております。

今年度でございますけれども，今年度は様々な感染防止対策をとりまして予定通りシル

バー大学校等を開講しておりますので，生きがいづくり推進員の方におきましてもそうい

ったところで，もっともっと活躍をしていただければというふうに考えております。以上

でございます。

（会長）

Ａ委員いかがでしょうか。

（Ａ委員）

今後のますますの御活躍を期待しております。よろしくお願いします。

（会長）

では，続きまして，Ｂ委員さん，お願いします。

（Ｂ委員）

農業の関係で，17ページの31番の「阿波ふうど」なのですけれども，この「阿波ふうど」

はロゴマークも藍色のすばらしいマークを作ってくださって，今回いろいろな施策で「阿

波ふうど」の認知向上に取り組んでくださっているのを有り難いというふうに思っており

ます。

その中で，「阿波ふうど繁盛店」というのを書いてくださっているのですが，この「阿
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波ふうど繁盛店」というのは，どういった条件というか企画というか，どういう内容なの

かお尋ねしたいと思います。

それともう１点は，30ページの60番に「学校給食に地場産物を活用する割合」というの

があるのですが，地場産を42.2パーセントと全国標準よりはるかにたくさん使ってくださ

って，すばらしいと思うのですが，ある給食のメニューを見せていただいたら，御飯とハ

ンバーグとおみそ汁と牛乳だったのですが，その中でお野菜というのがおみそ汁の中にお

芋一切れとニンジンと大根が短冊切りで２，３枚だけ，あとは何にもお野菜がないと。

徳島産というとお米ももちろんそうだと思うのですが，品目数はたくさんあると思うの

ですが，重量的というか，体積と言いますか，食べる量と言いますか，それでどれぐらい

の割合なのか，それも40パーセントくらいになるのかと少し気になりました。そういうメ

ニューをある所で見たもので，重量的にどうなのかということをお尋ねしたいと思います。

最後は，鳥獣被害なのですが，目標値をはるかに上回って全部Ａなのですが，南の方の

友達から，やはり現場では，柿やビワなどはカラスが全部食べ，ブドウはハクビシンが食

べ，枝豆は野ウサギが来て全部食べ，いのししは水田の中をのたうちまわると，作る意欲

がなくなるというふうな話を聞いております。

この鳥獣被害は全国的に本当に難しい問題だというのはよく分かるのですが，いよいよ

鳥獣たちがのさばっているというか，ひどいことになっておりますので，これは引き続き

強力に推し進めていっていただきたいという要望なのですけれども，お願いいたします。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

１点目，「阿波ふうど繁盛店」についての御質問を頂きました。

まず繁盛店制度なのですけれども，これは豊かで高品質な徳島の食を県内外に向けて発

信するとともに，徳島の食を目的に訪れるフードツーリズムを推進するため，県内で徳島

の食を楽しめる飲食店であることの目印となる，「阿波ふうど繁盛店制度」というものを

令和元年８月に創設いたしまして，県産食材の積極的な活用や郷土料理など徳島の食を楽

しめる店を統一ブランドとして発信しているものでございます。

「阿波ふうど繁盛店」の認定後に県公式ウエブサイトやＳＮＳなどの各種媒体や食の発

信イベントを通じて優先的かつ積極的な情報発信，それから共通ロゴマークを使用した専

用のＰＲ資材，のぼりなどですけれど，そういった活用によりまして徳島の食を扱ってい

ることを強く印象付けることができるものでございます。

さらに，メニューキャンペーンなどの取組を通じまして，徳島の食の一体的な魅力発信

を図っているわけでございまして，今後県下の認定店間の横の連携なども調整いたしまし

て，将来的には自ら連携して企画した様々な取組が生まれるような，そういったことも期

待しているところでございます。

この制度を通じまして，県内に徳島の食を楽しめる「阿波ふうど繁盛店」が着実に増え

ますとともに，新型コロナ終息後になりますけれども，それぞれのお店やいろいろなファ

ンが国内外で拡大しまして，わざわざ食べに行きたいと思っていただけるような，美食の

町とくしまの実現に向けた取組を今後とも進めてまいりたいというものでございます。以

上でございます。

（教育委員会事務局）
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続きまして，教育委員会でございます。

学校給食に地場産品の活用というところでございまして，学校給食に地場産を活用する

ということは，子供たちの地域産業や文化などの理解を高めるための教育効果も期待する

というところで，我々教育委員会としまして取組を進めておるところでございます。

この地場産品の活用に関する調査ですけれども，文部科学省の調査を活用しておりまし

て，少し申し上げますと年２回６月と11月にそれぞれ５日間を抽出しまして，この間の食

品の産地を調査するという形になります。

委員からのお話にございましたが，量ではなくて品目数で調査がきておりまして，例え

ばお米という話がありましたけれども，これは主食でございまして量が多いということに

なりますが，カウントとしては１になるということになっておりまして，また逆に，量が

少ない食材でございましても１とカウントするというふうな形になっております。

量としてはどれくらいの割合かというお話がございましたが，調査の手法はこういった

形でやっておりますので，量という形では数値の方がないところでございます。

ただ，この調査方法ですけれども，文部科学省では本年度からこれまでの品目数という

考え方を変えまして，金額ベースというふうな形に変更することになっておりまして，今

後この調査につきましても金額という形で評価をされることになっております。

少し申しますと，対象期間に使用した食品の1人当たりの金額で割合を出していくとい

うふうなことになっておりますので，今後この調査のやり方で我々としてもしっかりと数

値を出していくとともに，地場産品の活用というのもしっかりと取り組み続けていきたい

と考えております。以上でございます。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

３点目の野生鳥獣による被害額のところの御意見だったかと思いますけれども，御説明

させていただきますと，農林水産部では，この野生鳥獣による農作物被害というのを本当

に深刻に受け止めております。

そうした中で，これまで21年度以降，１億円以上ということで高い水準で被害額が推移

してきたところでございますけれども，その後，一方で毎年２万頭を超える日本鹿，いの

ししなどの捕獲をしておりまして，侵入防止柵の整備など捕獲と防護両輪といたしました

対策を実施しておりまして，平成26年度まで増減を繰り返していた農作物の被害額は，よ

うやく減少傾向にあるということでございます。

令和元年度に１億円を切りまして，令和２年度も引き続き減少というようなところで順

調に推移しているところではございますが，ただ委員からもお話がありましたように，な

かなか実感がないというところかと思いますので，今日の御意見も踏まえまして，更なる

対策を関係者共々連携をいたしまして，しっかり講じていきたいと思っております。以上

でございます。

（会長）

Ｂ委員さん，いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

ありがとうございました。
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「阿波ふうど繁盛店」というお店に，せっかく素敵なロゴマークがあるので，ロゴマー

クを入れた藍染めの暖簾などを出していただけたら，ああ徳島の店なのだなというふうな
の れ ん

印象がすごくあるのではないかと思いました。金沢は金の表札みたいなのを店の前に置い

てあるというのを聞きましたので。

（農林水産部）

ありがとうございます。農林水産部でございます。

今「阿波ふうど」の目印となるような資材をというようなお話でございましたけれども，

実際認定されますと，藍色で統一し，「阿波ふうど繁盛店」と表記いたしました，のぼり

や，卓上ポップ，つり下げの旗，それから各種ポスターなど，そういったものを御配布さ

せていただいておりまして，それを高らかに掲げていただきまして，お店で盛り上げてい

っていただきたいと。

我々といたしましては認定しているだけではなくて，これは認定の要件にもなるのです

けれども，しっかりと各お店の方で発信してもらって徳島の食全体を盛り上げていってい

ただきたいということで，先ほどの資材につきましてはしっかりと反映させていただいて

おりますので，今後そういったお店がどんどん増えて徳島の町全体で，「阿波ふうど」を

盛り上げていけるようなそういった取組をしっかりと進めていきたいと思います。

以上でございます。ありがとうございました。

（会長）

Ｂ委員さん，いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

（会長）

それでは，続きまして，Ｃ委員さん，お願いいたします。

（Ｃ委員）

まず，全体的に見て，最初の感想なのですが，資料４を頂いたときに，いろいろと大変

な思いをされているのだなというところが第一の感想で，その中で「オンラインを活用し

て」というのが多くの項目で書かれている。

仕方ないのだろうなという気持ちもあるのですが，では，これをどういうふうに活用す

るのだろうかというところも含めて，少し細かく見させていただいたというところがあり

ます。

そこで全体的に，ひょっとするとターゲット３になるかもしれないのですけれども，オ

ンラインでするというふうに変えるということは，受ける側のスキルもそれなりにないと

多分受けてくれない，というか受けられない，あとはその環境整備も結構重要になるので

すけれども，その辺りがどういう状況なのかというのが気になっていました。

高齢者になればなるほど，「Ｗｅｂでやります」と言われても「分かりません」と言わ

れて，参加できないというふうになってしまうと困りますので，その辺りも含めてどれく
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らいの人がどういうふうになっているのかというのが気になっています。

そこを含めていろいろな視点で見てもいいのかなというのがあったときに，まず１ペー

ジ目の移住のところで少し気になっているというか，前からお伺いしたいと思っていたの

は，移住者数と移住者への相談数というのがあるのですけれども，相談を受けに来られた

方がどれぐらい移住しているのかというのが気になっていまして，多分オンラインでやる

ということで開催がどんどん減っていっているとは思うのですけれども，その分そちらの

分析にものすごく力が使えるのではないかと思っていまして，どれぐらいの相談された方

が移住しているのかというのが分かれば教えていただきたいと思っています。

それに加えて，７ページの14番のあたりに移住と就労と起業のパッケージの話が創設さ

れましたと書いてあって，その右側に今後の展開で東京23区への通勤者も含めるというふ

うに書いてあるのですけれども，これは今通勤されている方なのか，今後通勤される方も

含めるのか，どちらなのだろうかというふうに考えています。

なぜ，それをお話ししたかというと，東京の若い方というのは，東京23区でずっと働こ

うと思う人が，結構少なくなってくると思います。

要は10年後，20年後，僕はこういうことをして，外へ行きたいのだというふうな発想で，

23区で働くのは，お金をためるためだけに頑張って働いて，そのあと，自分は移住して，

何かしようというのを，大学時代から考えているという方が多分おられます。

そういう方をターゲットにこういう施策を打つというのも，今後，必要なのかなという

ふうに考えていまして，取りあえず来たいと思う意思をものすごく早い段階から徳島県に

目を向けてもらうような施策も必要だというふうに考えています。

なので，この辺り，今後，どういうふうに打って出るかというのを，教えていただけれ

ばと思います。

あとは，30ページの60番にあったと思うのですが，子供の肥満率ですね。

下がっていたのが，新型コロナの影響で３か月学校に行かなかったら増えましたという

内容なのですけれど，24パーセント増。増えるにしても多いと思っています。

24パーセントということは４人に１人は確実に太っているということですよね。どんど

ん下げましょうと頑張っているのに，動かなくなったら，いきなりそこまで増えるという

ことは，余り身についていないのかなという気持ちもあって，いかに子供のときから動く，

歩くといった普通の習慣，それをいかに身につけることが大事なのかということが，改め

てこの結果から見えたのではないかと思っています。

となったら，今後どうしましょうって考えないといけないのが一点と，同時に，周りを

見ると自分は大丈夫というバイアスがかなり働いていて，子供も，動かない子がいっぱい

いるのだったら僕も動かないみたいな感じになるとすると，少し根が深いというか，解決

策が難しいというふうに思っているのですが，この辺りどういうふうに，健康になるよう

な施策を打つのか教えていただければと思っています。以上です。

（政策創造部）

政策創造部でございます。

最初の移住者の関係でございますが，移住相談につきましては，市町村の相談窓口や移

住相談センター，それから東京や大阪，徳島で開設します移住コンシェルジュが相談を受

けるなど，様々な場所で移住の相談を受けているわけでございまして，相談の中には漠然

と移住を考えている方や，ピンポイントでここに移住したいという希望のある方，また匿
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名の方も結構多くて，なかなかこういった方々が，実際，移住につながっているのかとい

うところは，なかなか数字で追いかけるのは少し難しいというところがございます。

ただ，委員から御指摘ありましたように，我々，移住につきましては４つのステージで

考えていまして，１つは魅力発信，情報発信のステージ。次が，実際の移住相談を受ける

と。その次が，魅力実感ということで，実際，移住のお試しというか，体験をしてもらう，

徳島へ一旦来てもらう。最後に，実際に移住してもらう。こういうステップを踏んでいる

わけでございますが，この移住の相談から次のステップに持っていくというのは大変重要

だと我々も考えております。

この指標の中に，２番目に移住相談件数がございますが，その２つ下に，例えば，「と

くしまで住みたい会員」というのを募集していまして，相談や移住フェアに来られた方，

徳島に関心を持ってもらえる方，こういった方に会員になってもらいまして，こちらから

プッシュで情報提供していく。こういうつながりを持っているところでございます。

冒頭申し上げましたように，実際，その移住者，相談者が移住につながっているかどう

かという数字については，すみませんが，把握をしてございません。

次，２点目が７ページの「移住・就労・起業・事業承継パッケージ」のお話でございま

して，こちらは，元々は東京23区にお住まいの方が徳島に移住する場合，単身の方であれ

ば60万円，複数世代の方であれば100万円，さらに，新しい企業を興すのであればプラス2

0万円という，そういう費用を助成するという制度でございまして，当初は23区に住所を

持つ方だったんですが，途中から23区に通勤する方も対象に含めたということでございま

す。

委員のお話から，徳島の方に移住をしたいという方をもっと積極的な支援をする方法は

ないのかというお話がございまして，例えば，４ページの一番下に奨学金返還支援制度と

いうのがございまして，これは奨学金を借りられている方，それから，これから借りよう

とする方で，将来，徳島に就業してもいいよというような方に，まず助成候補者となって

いただいて，実際，徳島で就職して３年間定着をされた場合に，奨学金の総額の２分の１

か100万円，どちらか低い方を上限としまして，３年間徳島に定着をして４年目から５年

かけて奨学金返還の支援を行う制度でございます。これは，県内枠，全国枠，両方ござい

ますので，例えば，県外，都市部の方でも徳島に就職したいというような希望があって奨

学金を借りられているのであれば，定着いただけたら，その奨学金の返還を徳島が支援を

しますと，こういう制度がございますので，広く周知を図って御活用いただきたいという

ふうに思っております。以上でございます。

（教育委員会）

続きまして，教育委員会でございます。

肥満傾向の児童生徒の件についてでございます。

令和２年度，24パーセント増ということで，非常に私ども，この数値を重く受け止めて

いるところでございます。

原因としましては，従来その要因と言われております，運動不足や食生活の偏り，ある

いは睡眠不足，基本的生活習慣の問題などに加えまして，委員からのお話にございました

けれども，新型コロナウイルスの感染拡大防止のための全国一斉休業がございまして，本

県の場合，令和元年度末から３か月による臨時休業になったところでございまして，生活

リズムの乱れや登校しないことによります運動不足，活動の自粛に伴います家庭での運動
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機会の減少，また，学校再開におけます運動の制限，学校再開後，運動制限がございまし

て，こうした体育の授業の減ですとか，部活動の減というところが，大きく影響したので

はないかというふうに捉えているところでございます。

休業明けになりました５月末から６月に，この検査が実施されたところなのですけれど

も，全国的にも高い傾向があるというふうに言われているところでございます。

この対策といたしまして今回，私どもはかなり過去の段階から，力を入れてきていると

ころでございますけれども，肥満予防の生活習慣，これをしっかりと改善していくことが

大事でございまして，今後は，各学校におけます生活習慣改善プロジェクトというのを一

貫してやっておりまして，従来，主に高度の肥満の児童生徒を対象としていたのですけれ

ども，県もしっかりと連携をさせていただきまして，肥満児童生徒への検診システムとい

うものを持っておりまして，これに加えまして軽度，中度肥満の児童生徒に対しましても

養護教諭や栄養教諭などによりますタブレットを活用した個別の指導，また生活確認シー

トなど，自身の生活の振り返りのしっかりとした実施。

また，今年度から生活習慣見直し授業の開始をしておりまして，これは一定程度その市

町を対象といたしまして，共に連携しながら生活習慣の改善と肥満の児童生徒出現率の低

下というのを目指している取組でございまして，こうしたところを今後しっかりと引き続

きやっていきたいと考えております。以上でございます。

（会長）

Ｃ委員さん，いかがでしょうか。

（Ｃ委員）

ありがとうございます。

いろいろと大変なところはあるかと思うのですが，移住に関しては，難しいかもしれな

いのですけれど，徳島県に移住してもらった方になぜ移住してきたのかというのを聞くの

は簡単だと思うのですけれども，他の県の方に，どうして移住してきたのかを聞いて知っ

たときに，多分，そこでいろいろなアプローチがかけられると思うのですね。

そのデータを何とか，どこかから手に入れて，うまく活用できないのかというふうにい

つも思っていまして，なぜ徳島に来てくれたかということが分かるのと，なぜ徳島以外に

行ったのかが分かれば，今後，移住の相談に対してもプッシュする場所が違うのですね。

そういうのは，ひょっとするとＡＩとかを使うと，とても簡単にできるかもしれないの

で，是非，今後そういうデータをできる限り集めていただきたいというのがあります。

あと，肥満に関しては，もう努力するしかないというところがあるのですけれど，我々

も多分そうだと思うのですけれど，肥満をなくすときに一番強烈に効くのは，体重を毎日

量ることなのです。

今，コロナ禍になって，皆さん，朝か夜に体温を毎日ずっと測っていて，今日は何度だ

と分かるのですけれど，体重も全く同じことで，記録に残っていると，太った，痩せたと

全部分かるのですね。

これが，個人情報になるのか，どうなるのか分からないですけれど，やはり健康管理を

する上で体重を量るというのは，かなり重要かと思うので，もし小学校で，体温を測った

隣に体重を書く欄を作って，ずっと記録すると，自分が肥満であることが分かるのです。

みんなに対して健康指導するのは非常に大事なのですけれども，ある人は気づいていな
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いかもしれないので，この結果から見たらあなたはこうなのですとちゃんと指導していく

ことも，やはり必要になるのかと思うので，その体重を量ることはそんなに難しいことで

はないです。なので，是非，そういう簡単なところからで構わないのでアプローチしてい

ただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

（会長）

ありがとうございます。

それでは続きまして，Ｄ委員さん，お願いいたします。

（Ｄ委員）

皆様方から，ほとんど聞きたいことを聞いていただいたというような状況なのですけれ

ども，全体的に見まして，先ほどＡ委員からお話ありました行財政改革の委員会のときに，

私も出席させていただいて，御質問させていただいた内容が一点あります。

その内容は何かと申しますと，こういうふうにコロナの状況になって，本当に必要な事

業が，そのプライオリティーというのがどのように変わっていったか。

そのプライオリティーに応じて，どの事業から取り組んでいく，この事業はもう今は緊

急性が低くなっているので，あとに回すといったように，事業の組み立て方というのは，

どのようにしているのですかというようなことを伺いました。

そのことに関する御回答といたしまして，実際に各部局，各課に対するヒアリングを行

って，その定性的なデータと，あとは統計のデータ等の定量的なデータ，その２つを合わ

せて総合的に判断をして，即時的に本当にプライオリティーの高い事業というのを取り上

げていく，そしてまた必要とされている事業を構築していくというようなプロセスで，今，

事業が進められて県政が運営されているというような御説明を頂きました。

そんなふうに，本当に柔軟に御対応いただきながら，事業を進めていただいているとい

うような状況で本当に頭の下がる思いであります。

そのような内容につきまして，こうやってこの事業に対する評価をしていくという会議

の中で，事前にそういう情報を他の委員の方々にも御提供いただいて，どんなふうに事業

がなされていっているのかという状況を御説明いただけたら本当はよかったかなというふ

うに思いましたというところが，まず一点でございます。

個別のところで２点と，あとはコメントが１点という３点がございます。

まず，20ページの38番のＤＭＶのところでございます。

こちらもなかなか新しい事業で，北海道の件もありますように，しっかりと運行してい

くというには，ハードルが高い事業でもあるかとは思うのですけれども，当初の予定のと

おりにはなっていないという理由の一つとして，かなり詳細な協議が必要となるかと思い

ますので，そのことに関して協議が難しいというようなところも，この課題の中に挙げて

いただいておりますが，もう少し詳細を教えていただけたらというふうに思います。これ

が１点目です。

２点目が，35ページの69番のところで，先ほどＡ委員とＣ委員からもお話があったよう

に，こんな状況になって，いろいろな講座がオンラインで開催をされていると。オンライ

ンでできることって本当にたくさんあって，むしろオンラインだからこそ受講生が増える

というような場合もあるかと思います。

もちろんオンラインに向いていないというような講座もあったり，オンラインではなか
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なか実施が難しい事業もあったりするかと思うのですけれども，オンラインの講座に関し

て，なかなかお年寄りの方は使いにくい人が多いですよねというようなお話が先ほどあっ

たように，このサポートの体制はどういうふうになっているのかということを伺えたらと

思います。

デジタル・デバイドをなくしますよというようなことをずっと取り組んでいらっしゃる

と思いますので，その観点でサポート体制について現状をお聞かせいただけたらと思いま

す。それが２点目です。

３点目は，先ほどありました人口の流入や流出に関するところなのですけれども，これ

はやはり先ほどＣ委員がおっしゃったように，なぜ徳島に来るのか，なぜ徳島に来ないの

かというような，それぞれの個別の理由をデータとして収集するということが本当に一番

のこととは思います。

一方で，交流人口を増やすとか関係人口を増やすとかというふうに，一度徳島を訪れて

いただくということと流入者を増やすということに関する関連性というのは，すごく深い

ということが研究としても定量的に明らかになっていますので，観光をどんどん増やしま

しょう，活性化しましょうということを切り離して考えるのではなくて，流入を増やす人

口の移動というのと交流というふうな観光の移動，業務の移動というのをしっかりと，課

とか部局で連携をして事業を進めていただけたらというふうに思います。最後の３つ目は

コメントございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。

（県土整備部）

県土整備部でございます。

ＤＭＶの運行について，先ほどお話がありましたように，世界初の本格営業運行という

ことで，ＤＭＶの車両の製作から始めて今も取り組んでいるところでございます。

資料４のＷｅｂ等々ではというところのお話かと思います。

先ほど申しましたように，車両本体から作り上げる作業の中で，詳細図面を用いながら，

それぞれの担当関係者部局，非常に多数の関係者がいて，いずれもＷｅｂ会議でこの図面

を見ながら，この課題を皆さんと共有しながらやっていくという作業は，なかなかＷｅｂ

上では難しかったところがございます。

そもそも，元々ない技術だったので，そういうところで困難だったかと思うのと，一堂

に会せば一回で終わることが，各担当者とそれぞれ会することで十数回かかるだとか，デ

ィスカッションだけで終わればいいのですけれど，図面をもって図面をこう修正しますと

いったところに時間がかかったというところで，延期されたところでございます。

ここは，国のＤＭＶ技術評価検討会にかけるまでの間で，それが発生したと，令和２年

度ですね。

そうする中で，性能試験に移っていいというふうな段階で，性能試験などの内容を精査

していったところ，運行開始時期が「２０２０年度内」から「オリ・パラまで」になり，

今，「２０２１年内」になっているのですけれど，そこの部分は，車体の部分で補強の必

要性を国から指摘を受け，部品を更に耐久性のあるものにし，安全性を確認しなければな

らなくなったことによるものでございます。

やはり，どうしても詳細図面を用いないといけないというのが，少しネックに，それと

新しい技術なので，実は技術の特許的なところもあって，Ｗｅｂで共有するときに皆さん

へ全てを共有するのかどうなのかということもございまして，その辺りの取扱いの点も注
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意しながら進めたことで，どうしても時間がかかったというふうな状況になってございま

す。

本格運行が延びた件につきましては，情報発信等に今しっかりと努めておりますので，

この期間を利用しながら，全国に発信していきたいと思っていますので，よろしくお願い

します。

（政策創造部）

政策創造部でございます。

県立総合大学校の生涯学習のことで御質問かと思います。

ここに記載しておりますように，「まなびーあ徳島」は，毎年2,000講座ぐらい開催し，

大体10万人の受講者数を目標にやっていたわけでございますが，去年のコロナ禍，特に緊

急事態宣言がございまして，実は４月・５月の講座がほぼストップしてしまったと。

基本的には，高齢者の方が多いので対面というのを原則としてやっていたものですから，

４月・５月は止めざるを得ないということで，６月からはオンラインも取り入れながら，

また人数も少なくして再開をして，ただ結果的に人数としては５万人を切るというような

ことになってしまいました。

御質問のあった，オンライン，Ｗｅｂでやるときに高齢者へどういうふうに対応してい

くのかということでございますが，当然一つはそれぞれの主催者からＷｅｂの方式を分か

りやすく説明をすると，これは基本中の基本だと思います。

それと，どうしてもＷｅｂが苦手だという方につきましては，先ほど言いましたように

対面でということで，Ｗｅｂでできる方はＷｅｂで，どうしても難しいという方は対面で，

間隔を空けて講座を受けていただくという取組を去年はしました。

その他に，Ｗｅｂだけではなくて例えばケーブルテレビを活用するなど，できるだけ受

講しやすい講座も実施をしているところでございまして，今年度につきましても，目標は

10万人という目標を掲げておりますので，こうした取組をもっと強化して，できるだけ高

齢者の方に親切丁寧に説明をしながら，この「まなびーあ徳島」に参画していただけるよ

うに頑張っていきたいというふうに考えております。以上です。

（会長）

Ｄ委員さん，よろしいですか。

（Ｄ委員）

ありがとうございました。

（会長）

それでは，続きましてＥ委員さん，お願いいたします。

（Ｅ委員）

６ページ目の11番なのですが，「『未来ある農山漁村づくり』に向けたビジョンの作成地

区数」のところなのですけれども，私も上勝町の集落再生にずっと関わっておりまして，

それで上勝町の「ＳＤＧｓ未来都市」のビジョンづくりの委員会活動にも参加させていた

だいたのですけれども，地域のビジョンを作るというのは，すごく大事な作業になると思
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うのですが，何が大事かというと，そのプロセスなのかなと思っています。

地区数を単に数で表していくよりは，むしろそのプロセスでどんな活動をされたかであ

ったり，それに関わる人の人数であったり，しっかりそのビジョンを策定していこうとす

る体制が必要になってくるかと思うのですけれども，そういった体制をどのように整えた

かなどを見せていただいた方がいいかと思いました。

なので，ここではビジョンの作成について，どのようなプロセスで，あるいは体制で行

っているのかというのを教えていただけたらと思いました。

もう一つ，ターゲット２の117ページの273番なのですが，ここでリスクコミュニケーシ

ョンというところでリスクコミュニケーターの養成やその活躍というふうなところなので

すけれども，消費者庁が取り組むリスクコミュニケーターというところに，徳島県がこの

ように積極的に取り組まれていることはとてもいいことだと思うので，今のこのリスクコ

ミュニケーターの養成状況について，どういった人を対象に，どういった講座が開催され

ているのかということを教えていただきたいことと，今ここは食の安全と言っていますけ

れども，消費に関することで言えば，例えば食べ残しを止めようだとか，エシカル消費を

しようとか，結構，各分野に取組があると思うのですけれども，そういう分野の横断的な

取組があるのかどうかというのをお伺いできたらと思いました。以上です。

（農林水産部）

農林水産部です。

11番のビジョンのところで，地区数だけでなくて，そのプロセスが大事だとおっしゃっ

ていましたけれども，正にそのとおりだと思います。

単にビジョンは作って終わりというようなものだけではなくて，どうやって作っていっ

たのかというようなところが，まずは大事になろうかと思います。

一例として，こんな感じで年間ビジョンを作っていますというのを御説明申し上げます

と，例えば，専門家のアドバイザーなどが入りまして，住民の方に参加いただいて，３回

ほどワークショップをするというようなときに，外の目から見た地域を紹介したり，住民

の方にそれぞれ地域の中でいいところを探し出してきてもらったり，そういった作業を通

じて，自らの地区，地域を見直すことによって，こんないいものがあったのだとか，こん

なにいっぱい課題があるのだとかというのを参加している住民の方々が肌感覚で分かるよ

うになります。

そういった中で，アドバイザーの方が入りまして議論を重ねて，ではこの課題をどう解

決していくか，優先順位をどう付けてどんなふうにやっていくかというようなことの協議

を経まして，最後は，一覧にまとめたり，計画にまとめたりというような，そういった流

れで実施しまして，アンケートを採ってみますと，改めて自分の地区のすばらしさやこん

ないいところがあったのだということがわかったり，これからもっとこういうことに取り

組んでいきたいというような意識が芽生えたりされております。

そういった中では正に委員おっしゃるとおり，ビジョンというのは作った数ではなくて，

どういったプロセスを経て作り上げていくのかというのが本当に大事なことだということ

を私どもは認識しておりまして，そういった点を踏まえまして，今後，更なるビジョンづ

くりが地域で起こっていくように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。
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（危機管理環境部）

危機管理環境部でございます。

まず，リスクコミュニケーションがどんな方々を対象にしているのかということについ

ての御質問ですけれども，食の安全安心という事柄につきまして，例えば，教育機関と連

携した取組としましては，小中学生には食の安全をテーマとした「ジュニア安全安心ゼミ

ナール」，それから高校生に対しては食品表示や栄養成分表示，こうしたものの有効活用

に向けた「食品表示ゼミナール」，そして大学生については関心が高いテーマに応じて出

前講座を行うなど，それぞれリスクコミュニケーションを通じて食の安全性や表示という

ものを正しく理解していただき，そして正しい適切な選択ができるような人材の育成とい

うものに努めておるところでございます。

さらに，例年であれば出前講座ということでやっております子育て世代の方々について

は，令和２年度は出前講座というのは中止をしてチラシのみを配布しておりますが，こち

らについても子育て世代の方々をターゲットに，こうしたコミュニケーションを進めてお

ります。

食べ残しやエシカル消費などについての横断的な取組ということについて御提案を頂い

ております。

こちらについては，今のところリスクコミュニケーションとしての開催実績としまして

は，食品安全や食品の表示制度，それから添加物に関する講義など，まだまだ食品表示，

安全に特化したところを中心にしておりますので，今後，頂きました御提案を基に，そう

した横の広がりを感じられるようなリスクコミュニケーションの意見交換を進めていきた

いと考えております。以上です。

（会長）

Ｅ委員さん，よろしいですか。

（Ｅ委員）

ありがとうございました。

（会長）

では，Ｆ委員さん，お願いいたします。

（Ｆ委員）

それでは質問と意見が何点かございますので，話させていただきます。

まず一つ目は質問なのですけれども，３ページにあるSociety5.0を県内で実装していく

というのは非常に重要なことなのですけれども，エリアが令和２年度が東みよし町に決ま

ったということで紹介されているのですが，具体的に東みよし町でどんなSociety5.0の実

装が行われるのかというのを教えていただければというのが一点であります。

それから，例えば12ページに本県の農林水産業の今後の成長産業化で，スマート農業の

展開が非常に重要だということが書かれてあります。

今，農業は非常に高齢化が進んで，なおかつ農業を引き継ぐ若い人たちがなかなか入っ

てこないというのが非常に大きな課題なので，その辺を大きく打開していくためにスマー

ト農業を積極的に展開していく必要があると思うのですけれども，ここで書いてある施策
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は，大学や企業など，いろいろな所と連携して，スマート農業をやっていく上での研究開

発をやっていくといったところが具体策で出ているのですけれども，例えばＩｏＴやＡＩ

を使ったり，無人のトラクターを使ったり，スマート農業を展開していく上でかなりお金

が掛かることがこれから予想されるのですけれども，特にこれから農業をやろうという若

い人たちがそういうものを駆使して農業をやっていく上で，資金面の援助をどういう施策

を打っていくかといったようなところの施策がもう少し入ってくればいいのではないかと

いうのを感じたのが二点目であります。

それから，17ページで阿波おどりのことが書かれております。

阿波おどりは，魅力は大きく二つで，有名連などを中心とする，鍛練を積んだすばらし

い踊りを見る楽しみと，それから参加して一緒に踊る楽しみと両方あると思うのですけれ

ども，最近はどちらかと言えば見る方にウエイトが掛かり過ぎているというような感じも

個人的にはしております。

そこで，これから，例えば「秋の阿波おどり」や「冬の阿波おどり」などは県が主にや

られると思うのですけれども，オンラインでやる場合には，徳島に人が来なくても全国あ

るいは世界から参加してもらうことがオンラインではできるわけで，そのときにオンライ

ンで流す内容が徳島のすばらしい踊りを紹介するというだけではなくて，オンラインで参

加する国内外の人たちが楽しく参加できるような，一緒にそんなにうまくない人も含めて，

みんなで阿波おどりを楽しく踊れるような，そういう参加型のコンテンツをなるべくオン

ラインで提供するように是非検討していただければと思います。

今，国内だけではなくて世界中で新型コロナにより，特に若い人はストレスがたまって

いますので，オンラインを通じてみんなで一緒になって阿波おどりを踊って楽しむと，そ

ういうコンテンツの発信を是非企画していただければというふうに思うのが三点目であり

ます。

それから，18ページでスポーツのことをいろいろと書いておられますけれども，今回の

オリンピックでサーフィンの種目が非常に注目を浴びております。

徳島の県南の方はサーフィンのメッカでもありますし，それからスケートボードですね，

鳴門でもスケートボードをやる場所，鳴門のパークがありますので，特にオリンピック等

で注目を浴びてきたそういう若い人たちのやるスポーツの徳島での展開というのを具体的

に推進していくような施策を是非お願いできればというふうに思っております。

それから，19ページに次世代の公共交通ビジョンのことが書かれておりますけれども，

いろいろな所でビジョンが作られていて，その具現化に向けた支援をやっているというよ

うなことで，判定Ａということになっておりますけれども，特に過疎地等で公共交通ネッ

トワークを新しい形で展開するというのは，なかなか難しい問題だと思いまして，計画を

策定して本当にそれが実現して，うまく新しい公共交通ネットワークが展開していけるの

かどうかというのがやや少し疑問なところがありまして，県内の各区域で進んでいるのか

どうかというようなところを教えていただければというふうに思います。

それから，29ページに健康寿命のことが書かれております。

健康寿命について，2016年に男性71.34歳，女性74.04歳であったのを延伸するというふ

うに目標を掲げておられますけれども，多分，健康寿命は都道府県別の数字を見ますと徳

島県は低い方から下から３つぐらいに入っていて，要するに他県に比べて健康寿命がどち

らかと言えば短い方なので，ここは延伸というよりも，全国の中でも健康寿命が更に長く

なるような，そういう県を目指すといった方向で施策を考えていただければというふうに
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思います。以上です。

（政策創造部）

政策創造部でございます。

一点目の「Society 5.0リードエリア」の具体的な内容でございますが，ＡＩやビッグ

データ，ＩｏＴなどを使って，市町村が意欲的な取組をするのであれば県の方も助成をし

ますという制度でございまして，東みよし町の方を昨年度，認定しております。

具体的な中身につきましては，一つは夏秋イチゴが盛んな所でございますので，そのイ

チゴの栽培にビッグデータを活用する仕組みを作る，またＡＩを活用して高齢者見守りシ

ステムを構築していく，さらにはＡＩ塾というのを開催してＩＴ技術者を育成したいと，

こういった三本の柱の計画を提案いただいております。

ただ，認定いたしましたのは昨年度の後半でございまして，実は本格展開は今年度にな

ってからということでございますので，また具体的な中身は進んでいけばまたお知らせし

たいというふうに考えております。以上でございます。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

委員からお話があったスマート農林水産業の振興というのは本当に大事なことと認識し

ておりまして，まず本県の状況なのですけれども，委員からもお話がありましたように，

就業者の減少や高齢化による担い手不足，それに伴う生産力の低下が懸念される中，いか

に農林水産業の競争力を確保して成長産業化を図るかということにつきましては，委員か

らありましたように，スマート化技術をフル活用いたしまして，次代を担う若手の農林水

産業への導入を支援する制度が必要だということで，実際に県ではそういった若手農業者

への支援ということで制度を持っております。

どういった制度かと言いますと，「農山漁村未来創造事業」という事業がありまして，

この中で各種農林水産業の支援というのをしておるのですけれども，その中にしっかりと

スマート農林水産業，若手農林漁業者への支援というのを位置付けまして，それで実際に

補助，支援をしておるというような状況でございます。

具体的には，これは公募でございますので，そういった取組をする若手農業者に，しっ

かりとその取組を主張していただきまして，そういった取組につきましては優先採択対象

として支援するというようなものでございまして，自動アシストトラクターやドローン，

それからいろいろな各種制御機能を持った農林の機器の導入などに対して支援を行ってい

るところでございます。

県単独でもそういった支援をしておるのですけれども，国におきましても，本年５月に

「みどりの食料システム戦略」ということで掲げられておりまして，その中でスマート農

業をしっかり支援していくのだというところが謳われておりますので，まだ内容は詳しく
うた

は分かりませんけれども，今後，国からのそういった支援というのが示されるかと思いま

すので，そういった支援策も取り入れながらしっかりと若手農林漁業者への支援を取り組

んでいきたいと考えております。以上でございます。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。
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阿波おどりについて回答させていただきます。

昨年度は新型コロナの関係で，「秋の阿波おどり」につきましては「“ニューノーマル”

阿波おどりの祭典」という形で，12月にアスティとくしまをメイン会場として開催しまし

た。

ただ，従来の形をモデルチェンジする形でリアルとオンラインのハイブリッド型の実施

ということで，リアルにつきましては，阿波おどり振興協会，徳島県阿波踊り協会による

「阿波おどり大絵巻」，それから県の阿波おどり保存協会，学生連の皆さんによる演舞を

御覧いただきました。

オンラインでは，県内各地の踊り，「ふるさと躍動阿波おどり」，それから東京，大阪の

踊り連によるリモート演舞を中継させていただいたというところでございます。

それとはまた別に今，委員から，せっかくですから皆さん見るだけではなく，なるべく

踊れるような仕組みということで御提言を頂きました。

昨年度，違う事業ではありますが，踊り連の海外派遣を毎年行っておりましたが，昨年

度，新型コロナの関係で派遣できないということで，オンラインによりまして阿波おどり

教室というものを配信いたしました。

それで現地の皆さんがそのセミナーを受けて，そのあと踊られて大盛況だったというこ

とをお聞きしております。

こうしたことから今後，今年度また「秋の阿波おどり」を検討してまいりますが，おっ

しゃるとおり皆さんが楽しめるようなコンテンツの発信，これについても委員の意見を踏

まえながら検討してまいりたいというふうに考えております。

（県土整備部）

県土整備部でございます。

新たな公共交通システムということで，人口減少が進む地域では，幹線と地域をつなぐ

仕組みの構築が課題かと考えております。

このためタクシーや乗り合いのデマンド交通によるつなぐ仕組みの構築を進めていると

ころでございます。

事例としまして，阿波市においては市域を越えたＪＲ駅や医療機関への接続，さらには

利用者登録による予約配車型の乗り合い交通などの運用を進めておりまして，今年の４月

から本格運行ということで実施されているところでございます。以上でございます。

（保健福祉部）

保健福祉部でございます。

健康寿命について御質問を頂いております。

健康寿命については，介護を要しない自立した生活ができる生存期間ということであり

まして，これについては３年ごとに行われます国民生活基礎調査を基にという形で，４年

間の計画で３年ごとの算出というところではあるのですが，健康づくりの中でも非常に重

要な指標であるという形で計画目標に載せておるという状況でございます。

先ほども御指摘がございましたけれども，本県の状況につきましては直近でございます

と平成28年の数字が直近でございまして，男性が全国44位，女性が43位という形で，おっ

しゃるとおり，まだまだこれから延ばしていかなければいけないと思っております。

その前の25年から比べますと全国との差というのは縮まっておるということですので，
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委員からお話がありましたように，しっかり健康づくりに取り組みまして，指標を更に上

積みできるように頑張ってまいりたいと思います。

今回掲げてございます計画には，個別にフレイルや肺年齢，糖尿病などに関する目標が

ございます。

こういった本県が課題とするところをしっかり拡充することによって，健康寿命という

目標に到達できると考えておりますので，頂きました意見をしっかり部として受け止めま

して，取り組んでまいります。

（未来創生文化部）

未来創生文化部でございます。

スポーツの関係で御提言いただきました。

オリンピックについては，感染対策を講じながら盛り上がって，この前終了したところ

でございます。

本県でも事前キャンプの受入れということで，ドイツ，ネパール，ジョージアのチーム

を受け入れておりまして，これによりましてスポーツ環境が整備をされるとともに，県民

の方のスポーツの意識も高まってきているというところでございます。

今後，そういった機運の高まりを活用しまして，更にスポーツ振興に取り組んでまいり

たいと考えております。

サーフィンやスケートボードなどにつきましても，検討させていただきたいというふう

に考えております。よろしくお願いいたします。

（会長）

Ｆ委員さん，いかがでしょうか。

（Ｆ委員）

ありがとうございました。

公共交通については阿波市以外の所で計画を作って順調にいっているのかどうかという

のが，いまいちまだ分からないところではありますけれども，しっかりと県もバックアッ

プをしていただければというふうに思います。ありがとうございました。

（会長）

ありがとうございます。

それでは続きまして，Ｇ委員さん，お願いいたします。

（Ｇ委員）

今までの議論のところで，個別で思っていた評価のところについては，ほとんど議論が

出ましたので，個別の案件ではなくて，少し大きなテーマについてお話しさせていただき

たいと思います。

それはコロナとどう付き合っていくか，あるいはコロナ以降の県の状況をどう考えるか

ということになります。

今は飽くまで当面の火事みたいなものなので，火を消しましょうというようなところで

対策を採るというのは当然だとは思います。これがある程度落ち着いた段階で，落ち着く
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と言っても，いつ落ち着きました，ここからが大丈夫ですというような単純な線引きはで

きないとは思っていますけれども，今の段階で現状での問題を対処するための施策にプラ

スして新型コロナが終わった後，どのような徳島県を作っていくか，あるいはそのビジョ

ンを考えるかというところは，２年前３年前とは全く違った状況で考える必要があると思

います。

一般的には高齢化の問題，あるいは産業構造の変化というのは，何となく分かった上で，

少しずつ世の中が変わっていく中で，今後の10年後，20年後，30年後をどう考えましょう

かというようなところを考えればいいので，対応策が比較的立てやすいと思います。

新型コロナの問題については，今後のことを考えたときに，コロナ以前の段階に戻るよ

うな施策を考えるのか，それとも世の中が変わったのだからもうそれは受け入れた上で，

コロナ以降の世の中を考えたような施策を考えるかということが，これからは大事だと思

います。現状の対応に関しては，10年先の世の中を考える必要もなく今やらなければなら

ないことと，それから今のことも考えながら10年先とか20年先の徳島を考えた上で対策を

立てるべきだということがあると思います。

具体的に言うと，先ほどのＦ委員さんお話しされたような阿波おどりの問題と，それか

らオンラインの話で言うと，恐らく新型コロナが起きなかったとしたら，多分，普通にカ

メラで中継するだけというようなオンラインの使い方だったと思いますけれども，幸か不

幸かこのような状況になり，直接お話しすることができにくくなれば，単にカメラで中継

するだけではない阿波おどりを発信するコンテンツを考える必要が出てくると。

それは，今まで阿波おどりに対する興味，関心がなかった人を新たに惹き付ける可能性
ひ

も当然出てくるということになります。

あるいは，他の例で言うと，いわゆる旅行関係のところで言えば，普通の遊びに関する

旅行は新型コロナが終われば恐らく戻ってくるだろう。けれどもビジネス関係の出張のよ

うな旅行は，新型コロナが終わったとして果たして戻ってくるかと言ったらかなり怪しい

だろうと思います。以上のようなことを考えると，今の話は直接は民間企業が考える話だ

とは思いますが，県に関しても当然，今後の10年，20年先を踏まえた上での今後の施策に

関しては，以前に戻せばいいのだという側面の部分と，それから，そうではなく新しい価

値観とか基準に基づいて作り出さないといけないのではないかというところを分けた上

で，考える必要があるというのが意見になります。

質問ではありませんので，以上になります。

（会長）

ありがとうございます。

質問ではなくということでございますので，回答は特になく，御意見ということで，今

後の施策，あるいは今後の計画に反映していただくような形で盛り込むようにしたいと思

います。

（Ｇ委員）

ありがとうございました。

（会長）

では，続きまして，Ｈ委員さん，お願いいたします。
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（Ｈ委員）

先ほど，Ｃ委員からもお話があったと思いますが，30ページの60番，肥満傾向の児童生

徒数が増加しているというところなのですけれども，やはり要因としては新型コロナが原

因でというところを書かれておりましたが，逆にコロナ禍だからできるというか，外食も

やめて家族皆で過ごす時間も増えてきていると思うのです。

そこで，食生活の改善という点でもいい機会であると思います。

Ｃ委員がおっしゃっていた毎日体重を量るということも，とてもすごいことだと思って，

やはり本人の自覚というのがなければ，なかなか改善していかないと思いますので，そこ

を引き続きしっかり対策をお願いしたいと思います。

それともう一点，新型コロナとは関係はないのですが，６ページの12番の空き家の利活

用の促進についてですが，地方では移住者が住まいを探しても老朽化が進んでいて，すぐ

に住めない空き家がかなり多いように聞きます。

そこでやはり令和元年度から森林環境譲与税が始まり，森林整備や人材育成，木材の利

用などのための目的税が各市町村にも出てきていると思います。

こういう制度を使って空き家の改修とかの工事ができないのでしょうか。

県産材や地元の材料を使うことで木材の利用にもつながってくるのではないかと思いま

す。よろしくお願いします。以上です。

（教育委員会事務局）

教育委員会でございます。

肥満の児童，生徒に関しての御質問でございます。

委員がおっしゃるように，確かに家庭と協力した対策というのが重要かと思います。

肥満予防の生活習慣の改善に向けては，子供たちの発達段階に応じました望ましい生活

習慣をしっかり身につけていくことが大事かと思っておりまして，委員からお話がござい

ましたように食生活の改善を含めまして，やはり家庭での取組が重要かと思っております。

また，本人の自覚というところも大切なところかというふうに思っております。

教育委員会では，これまで肥満は運動や睡眠不足，食生活の乱れなどの基本的生活習慣

の問題が大きいというようなところで，この問題解決のために幼いときから日々の取組が

重要であるというようなところを踏まえまして，各地域の実情に合わせて家庭を対象とし

た研修会なども行っているところでございます。

引き続き，こうした取組をしっかりと行っていきまして，毎日実践していけるような取

組というのも改めて教育委員会におきまして，各学校とまた保護者の意見も踏まえながら

検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

空き家の利活用の促進のところで，森林譲与税の活用はどうでしょうかというお話だっ

たかと思います。

結論から言うと，そういった木材利用，森林譲与税を使って空き家を木材で直していく

ということは可能でございます。

元々，森林譲与税というのは，森林整備や人材育成などに特に重きが置かれて使われる
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ようになっておりますけれども，今委員からお話があったように，空き家に活用していく

ということは可能でございまして，まずは市町村の方で，森林譲与税を使って，そういっ

た事業スキームを策定されるというのが，まずは必要かというふうに考えております。

県といたしましては，市町村から，また相談があれば，適宜，助言等を行って，そうい

ったことが進むように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）

Ｈ委員さん，いかがでしょうか。

（Ｈ委員）

ありがとうございました。

また，よろしくお願いします。

（会長）

それでは，続きまして，Ｉ委員さん，お願いいたします。

（Ｉ委員）

まず１点目は，15ページに「徳島ファン」の創出というのがございますけれども，この

項に関係人口という表現がされておりますけれども，過日，徳島大学の田口太郎先生の講

演会に参加をした折に，田口先生がよく関係人口という表現を使われておりまして，その

ことを思い出しました。

田口先生は佐那河内在住で，住民主体の地域づくり研究というようなことを自らも地域

に入って実践をされているという方でございますけれども，記載をされていますように，

移住や定住に至らないまでも地域と多様に関わって，その力や思いを地域活性化に役立て

る地域外の人材を大事に活用すると，こういうことを県の中での取組にも出ておりました

のですが，関係人口というその発想からいたしますと，県民お一人お一人にそのような，

いわゆる関係する人脈というのは県民の皆様の中にもあるのではないかというふうに考え

まして，この関係人口の発想を生かして徳島県民が，「徳島活性化営業マン」のような，

そういう機能ができるような施策の発信ができないだろうかというふうなことを考えまし

て，是非，部内で議論を頂いて，県民の皆様に御協力を頂いたらというふうに考えたとこ

ろです。

２つ目は，25ページの50番でございまして，保育士の業務負担の軽減，さらには保育の

質の向上を図るために，意欲ある高齢者の人材育成と就労についてということが書かれて

おりまして，高齢者の人材育成や保育現場での活用については，非常にいい施策ではない

かというふうに思います。昨年のこの会議でも意見として申し上げたところですけれども，

資料の中で，未達の要因課題には，市町村及び関係団体への制度趣旨の普及浸透を図れて

いないということが書かれておりまして，対応としては，連携を図り就労促進をするとい

うことが出ておりますけれども，多分，各市町村の状況，いわゆる予算の状況も非常に厳

しいという状況があるというふうに想定をいたしまして，連携を取るにはどういうふうに

連携を取るのかというところが，ポイントになってくるのだろうというふうに思います。

そもそも，就労いただける保育士が少ないのではないかとか，さらには待遇が自分に合

わなくて成り手がいないのかとか，定年退職した保育士さんが再度現場に戻ってくれない，
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なぜ戻ってくれないのかとか，様々な要因があると思われるのですが，その要因を掘り下

げるということが，市町村の関係機関との連携の中では必要なのではないかというふうに

思います。

そういう意味では，そういうことも含めて，特に予算のことも含めて連携を図っていた

だけたらというふうに思います。

最後に，今回感じたことですけれども，まず新型コロナウイルス対策，まず最前線で御

尽力を頂いております医療従事者の方々，保健所の職員の方々，知事を始め県職員や行政

関係の方々に，本当に大変な任務を頂いておりましたことに敬意と感謝を申し上げたいと

思いますが。

先日はマスコミに，コロナ残業1000時間超との見出しで，担当部署で2020年度の残業時

間が，1000時間を超えた職員11人，最長が1689時間ということで報告が出ておりました。

最長の1689時間というのは，月で141時間という大変な残業時間になってくる訳でござ

いまして，80時間超が生命をも脅かすそういう状況というふうに厚労省も発表しておりま

すが，県としても他部署からの応援態勢を取っていたけれども，急激に増えた業務に追わ

れたというふうなことで，なかなか対応ができなかったということで，2021年度について

は，感染症対策課やワクチン入院調整課という新しい部署も新設をして，さらには人員体

制の強化を図っているということでありまして，なかなか体勢をしっかりと取るというこ

とも難しいところもあるかも分かりませんけれども，そこは冒頭に知事の御挨拶にもござ

いましたように，感染者が全国的にも増加をしていると，本県におきましても予断を許さ

ない，そういう状況にあるということでありますので，やはり現場で従事する全ての職員

の方々への対応ですね，人員配置であったり，長時間労働とならない対策であったり，特

にコロナに対する安全な対応，同時にメンタルヘルスも含めて，安全衛生面での対策をや

はりしっかりと取っていただくと，こういうことが今求められているのではないかと思い

ます。

同時に，新型コロナ対策の中では，人流抑制ということが言われておりまして，その一

環でテレワークの推進が強調をされております。テレワークを否定するものではありませ

んけれども，労働団体が過日アンケート調査をいたしまして，テレワークによってやはり

50パーセント以上が通常勤務より長時間になっているという結果と，同時に問題なのは，

時間管理をしていないテレワークが23.5パーセントあるのだというふうなことでした。４

人に１人は，恐らくテレワークの時間管理ができていないということになる訳であります

ので，そういう原則的な事柄が置き去りにされる，そういうことではやはりいけないので

はないかというふうに思います。

テレワークの推進，導入を呼び掛けると同時に，長時間労働にならないように呼び掛け

ること，さらに多様な働き方の中で，法律を順守するというふうなこと，そういうことも

含めて強調されることではないかというふうに，今回感じた次第でございます。以上でご

ざいます。

（政策創造部）

政策創造部でございます。

一番目の徳島ファン関係人口についてでございますけれど，関係人口と言いますのは，

定住人口でもなく，観光などの交流人口でもない，地域と多様に関わる人々と言われてい

ますが，どの数値を拾ったら，この関係人口数になるかっていうのは今のところございま
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せん。

例えば，この数値指標で載っていますのは「徳島ファン」，これは正に徳島に関心を持

ってもらっている方で関係人口になるかと思うのですが，例えば各地の徳島県人会の皆様

や徳島県にふるさと納税を頂いている方，こういった方も関係人口になるのではないかと

いうふうに考えております。

当然，我々はそれぞれの事業で，そういった数字を増やすということをやっているわけ

でございますが，今委員からも御提案がありました，県民お一人お一人が「徳島活性化営

業マン」として，ＰＲ，魅力を発信してもらうということであろうかと思うのですが，例

えば，県人会の方の中に交流大使に委嘱をしまして，徳島のＰＲをしていただくという事

業がございますが，委嘱という形をとれば構えられてしまったり，責任問題が発生したり

となってしまうので，恐らく委員がおっしゃっているのは，県民お一人お一人がいろいろ

な場面で自由に徳島の魅力を発信できるようになればいいという，そういう御意見かと思

います。

我々も，当然あらゆる方に徳島のＰＲをしてもらいたいというふうに思っておりますの

で，自由にやっていただくということで，どういう形で政策上落とし込んでいけるかとい

うのは，また今後考えてみたいというふうに思っております。以上です。

（未来創生文化部）

未来創生文化部でございます。

保育助手につきまして，御質問，御提言を頂きまして，ありがとうございます。

保育助手でございますけれども，本県には元気で意欲のある高齢者がいらっしゃるとい

うことで，そういった方に保育現場で活躍いただいて，保育士の負担軽減や保育の質の向

上を図っていくということで導入をさせていただいております。

人材につきましては御承知のとおりと思いますけれども，子育て支援研修やシルバー大

学校で研修を受けた方に保育現場で就労していただき，それに対して国や県から補助を行

うという制度でございます。

人材育成につきましては，子育て支援員研修，シルバー大学校等で順調に行っておると

ころでございます。

しかしながら，昨年度，新型コロナということもありまして，雇う側，あるいは雇われ

る側双方で，やはり高齢者の健康不安があるということで，利用がなかなか進まなかった

というように把握をしております。

また一方で，先ほど委員からお話があったように，市町村の理解を得るということは非

常に重要なことでございます。

予算の関係もございますので，市町村の方に対しまして，制度の趣旨，目的，そういっ

たものを丁寧に御説明をさせていただいて，御理解を頂いて，事業が順調に進むようにや

っていきたいというふうに考えております。

また，様々な課題，問題等につきましても，現場の市町村の方から十分にお伺いすると

ともに，現場での働きやすい環境づくりといったものについても丁寧に対応していきたい

というふうに考えております。以上でございます。

（経営戦略部）

経営戦略部でございます。
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最後にコロナ禍での対応ということで，２点ほど，超過勤務の部分への対応とテレワー

ク時の対応ということで，指摘を頂いたところでございます。

超過勤務の状況といたしましては，昨年度コロナ禍を踏まえまして，委員からも御指摘

があったように，非常に職員の皆様には負荷がかかってしまったというような結果になっ

たという状況でございます。

まずは，組織的な対応といたしまして，昨年度の年度途中には，保健所機能を強化する

ということで79人，４件の併任を発令したというような状況がございました。

また，８月には感染症対策特別チームを設置いたしまして，30人程度を最前線でありま

す保健所に常駐をしていただいたというような状況がございます。

今年度の４月１日からは，先ほどお話もございましたが，徳島版のＣＤＣということで

180人態勢での組織を設立したという状況となっております。

その上で，４月，５月に，徳島県内非常に感染拡大がいたしました。

その際には更に応援職員を各部局に御協力いただきまして，24名配置させていただき，

臨機応変な機動的な対応を組織的にも取っているというところでございます。

そうした中でも超過勤務という形で個人的にも負荷が掛かっている職員もございます。

そういった職員に対しましては産業医による面接指導，あるいは医師等の相談専門医に

よる相談体制を整備しておりますので，そういった制度をしっかり周知して，所属の協力

を得ながら御利用いただくように努めてまいりたいというように考えております。

また，テレワークにつきましては，在宅勤務ということで業務の効率化，あるいは業務

の継続性の確保という点でのメリットがございます。

一方で，勤務管理の重要性というのは委員からも御指摘を頂いたとおりでございます。

県におきましては，徳島県テレワーク実施要領及び在宅勤務実施の手引きという形で，

職員の皆様にも周知を図ってございます。

その中では勤務開始時や勤務終了時の連絡をきちんと取ることでありますとか，あるい

は勤務時間中につきましても，上司から連絡が入るような体制をしっかりと整えておいて

くださいということを基本としております。

その上で，時間外勤務につきましても原則はできないというような規定を設けておりま

すので，こういった周知をしっかりとしながら，各部署所属と連携をしながら超過勤務，

超過労働とならないようにしっかりと努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）

Ｉ委員さん，いかがでしょうか。

（Ｉ委員）

ありがとうございました。

（会長）

では，続きまして，Ｊ委員さん，お願いいたします。

（Ｊ委員）

今日は，何人かの委員の方からオンラインによる施策についてのお話がありまして，例
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えば，17ページの阿波おどりの魅力発信，あと18ページの阿波人形浄瑠璃のオンライン公

演，こういったものはオンラインでもうまくできるのではないかとイメージできるのです

が，４ページのオンラインによるインターンシップ，これは本来体験するという感じなの

で，どんな感じでうまく機能させることができたのか，盛況だったのか教えていただけた

らと思いました。

それから「徳島ファン」を作る意味で，15ページの27番のクラウドファンディング型ふ

るさと納税の活用事業数自体は目標達成しているのですが，ふるさと納税と言えば，昨年，

巣ごもり需要も高まり地方の特産物人気もあいまって，日本は過去最高の寄附額をたたき

出したと言われている中，徳島県（市町村含む。）は確か最下位でしたよね。

だから特産物を始め，いろいろと工夫をされているとは思うのですが，徳島ファン拡大

にすごくふるさと納税というのは有効効果的だと思うので，是非とも頑張っていただきた

いなと思いました。以上です。

（商工労働観光部）

商工労働観光部でございます。

オンラインインターンシップについて御意見を頂きました。

昨年，学生のインターンシップの受入れがあった企業17社に対しましてアンケートを採

りました。

その結果，約２割，４社の企業がオンラインでインターンシップを実施したという回答

がありました。その４社につきまして，効果，メリットなどを聞いてみたところ，オンラ

インインターンシップのメリットとしましては，これまでなかなか接点が持てなかった遠

隔地にいる学生とつながりが持てたり，また対面では対応できる社員が限られているとい

うことで数名の学生しか受け入れなかったけれども，オンラインにより複数名を同時に受

け入れることができたり，あとコスト面で言えば学生の交通費，宿泊費の負担をしなけれ

ばならないということでありましたが，オンラインによりましてそういった費用負担が軽

減されたりといったメリットが，企業側にとってはあるという御回答を頂いております。

ただ一方で，オンラインということで，社内の雰囲気，社風などが伝わりにくいという

デメリットがあるといったお声も頂いております。

今後，コロナ禍の中，新しい生活様式を実践していく上で，オンライン形式のインター

ンシップというものは，対面形式を補完するという意味で効果があるものと考えておりま

すので，引き続き，こういったハイブリッドの形でのインターンシップというのを進めて

まいりたいと考えております。

（政策創造部）

政策創造部です。

ふるさと納税のお話を頂きました。

ふるさと納税の個人版の方でございますが，今委員から御紹介がありましたようにコロ

ナ禍で非常に伸びているということでございまして，市町村は別にして徳島県だけでござ

いますけれど，昨年度の場合は件数は2,361件で前年度より406件増えたのですが，残念な

がら大口の寄附の方が減ったということで金額自体は450万円ほど若干下がってしまった

という状況でございます。

ただ，委員からお話がありましたように，我々としてもふるさと納税で寄附を頂きたい
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と考えておりますので，昨年度は返礼品を全面的に見直してできるだけ魅力のある返礼品

をラインナップするという工夫を取りました。

また，クラウドファンディングも起業した事業者をピンポイントで絞った上で寄附を頂

くという形を取っていますので，こうした工夫も凝らしながら増やしていきたいというふ

うに思っております。

それともう１つ，企業版のふるさと納税というのがございまして，これは個人ではなく

企業から寄附を頂く形になるのですが，こちらの方は令和２年度1億3,000万の寄附を頂い

ておりますけれど，これは前年度が3,000万でありましたので３倍以上伸びているという

ことになっておりますので，個人版，企業版合わせて，ふるさと納税について，しっかり

頑張っていきたいと思っております。以上です。

（会長）

Ｊ委員さん，いかがでしょうか。

（Ｊ委員）

よろしくお願いいたします。

（会長）

それではＫ委員さん，お願いいたします。

（Ｋ委員）

では，私の方から２点お話しさせてもらいます。

まず，小児医療電話相談というのが，62ページの128番になるのですけれども，利用促

進のための周知を図るということについては，十分取組としてはできていると思っていま

す。

そもそも評価の方法がこれで正しいのかなという疑問が私にはあります。

コロナ禍において，病院の診察に行く際は，日中であってもまず病院に問合せをして，

子供が今こんな状態ですが診察に行った方がいいのかどうかというのを，今，結構皆さん，

電話で先に問合せをしてから病院に行くという行動を取っているように思うのですね。

恐らく，深夜や休日においても同じで，まず電話相談をしてから次の行動を取るという

ことが普通になっているように思います。

だからこそ，電話相談利用者が増える傾向になっているのかなというふうに思っていま

す。

そこで電話を掛けたが全然つながらなかったときはどうするのか，その次の行動はどう

するかまでを周知してほしいというふうに思いました。

この電話相談というのは，小児科医の負担や救急車の出動要請を減らすという狙いもあ

るので，保護者が安心して子育てできる環境整備を図ろうというのが目的なので，電話が

つながらなかったときは，自分の地域の夜間診療の当番になっている病院を探して電話す

るか，本当に命に関わることであれば直接119番ですよね。

そういった流れをしっかりお母さんたちに伝えるということが大事なのかと思っていま

す。

その流れを産婦人科だったり小児科だったり，あと子供だったら一か月検診とかそうい
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う検診があると思うのですけれども，そういう所でしっかり周知してもらったらいいので

はないかというふうに私は考えています。

あと１点なのですけれども，チーム育児応援企業についてなのですけれども，これが59

ページの118番になるのですが，この募集開始が年度途中からで公募募集期間が十分では

なかったということで，５事業所しかなかったのですけれども，その後どうなっているの

かというのが知りたいので，お聞かせ願えますか。

（保健福祉部）

保健福祉部でございます。

子ども医療電話相談♯8000について，お答えさせていただけたらと思っております。

この♯8000につきましては，今，委員からお話がありましたように，子育て中の保護者

の不安軽減と，小児科医の負担軽減という目的で平成19年度から実施をしております。

発足当時，平成20年度は4,000件程度でありましたが，平成30年度には約1万2,000件弱

という形で，この事業自体については年々増加して浸透しておると考えております。

令和元年度は１万件程度ということだったのですけれど，令和２年度については6,970

件と大幅に減少しております。

先ほど，委員からもありましたように，コロナ禍で発熱時にかかりつけ医に電話をする

という要素もあると思いますし，さらに昨年度は，子供の罹患者数が少なかったと，多分，
り か ん

新型コロナにおけるいろいろな感染症対策の影響があろうかと思いますけれども，例えば，

ＲＳウイルスでいきますと2019年に1,800件あったのが140件と，さらに手足口病も2,000

件が71件という形で，昨年度は子供の罹患がかなり少なかったという要素もあって相談が
り か ん

減っているのかというふうにも考えております。

逆に，ＲＳは今正に流行しているということなので，その辺りの感染の波が読みにくい

ところはあると思いますけれども，そういうところでございます。

先ほど相談がつながりにくいというお話がございましたが，これについても制度発足以

来その辺りの体制の充実もしておりまして，当初は６時から夜間23時の１回線を平成29年

度に２回線に，平成30年度にはさらに休日については24時間体制に広げるとともに，令和

元年度からは全ての時間帯については２回線という形で，つながりにくいという点につい

ては，かなり体制を増やす形で対応しておるという状況でございます。

ただ，その中でもつながらない場合についての対応ということでありまして，当然この

事業についてはどうするか迷う場合について御相談いただくということなのですけれど

も，緊急や重症の場合については迷わず119番してくださいというお話についても，リー

フレットや県のホームページでも周知をしておるところなのですが，今御意見がありまし

たようにいろいろな検診とか機会を捉えまして，委員の意見も踏まえまして，より新たな

周知についても充実，強化してまいりたいと考えております。以上です。

（未来創生文化部）

未来創生文化部でございます。

チーム育児につきまして御質問を頂きました。

チーム育児は，御承知のとおり，一人で育児を行うのではなくて，夫婦の協働を中心に

いろいろな子育てのサービスやツールなど，周りの人を頼りながら，楽しみながら育児を

行うということでございます。
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県では，このチーム育児という概念を積極的に普及啓発して，子育てをしやすい環境と

いうことで取り組んでおるところでございます。

その一環として，チーム育児の応援企業・団体の登録を行っておりまして，昨年度の年

度後半からの募集になってしまったことで数が満たなかったのですけれども，今年度に入

りまして，その後，１件応募がありまして登録をさせていただいているところでございま

す。

今年度は，更に普及啓発に取り組んでいくということで，他の取組と併せてＰＲもさせ

ていただこうと考えておりまして，「とくしま子育て大賞」といった子育て表彰制度を設

けておりますので，そういった表彰のＰＲと併せて周知広報を行いまして，さらに11月19

日の「いい育児の日」，こういったものも併せまして，新聞やラジオ，ホームページの広

報も行います。

そういったことを通じまして，積極的にＰＲを行いまして，数の拡大を図っていきたい

と考えております。以上でございます。

（Ｋ委員）

チーム育児なのですが，実は私，このチーム育児というのを余りよく知らなかったので，

ホームページを開いて調べたのですが，「チーム育児」というふうに検索をかけないと，

チーム育児のホームページが出てこないのですよね。

それでホームページを読ませてもらったのですけれど，想像以上にすごく分かりやすく

て素敵なホームページだったのです。

企業の顔も出ていたし，すごくいいホームページだと思ったのです。しかし，このやり

方だったら残念なことに目に掛からないですよね。

だから，例えば，「徳島県，子育て支援」みたいなふうに検索したときに，ホームペー

ジが出たらいいのではないかと，このつながりをしっかりしてほしいと思いました。

そして支援企業が，今，１企業しか増えていないと聞いたのですけれども，この増やす

方法も募集するのではなくて，こちらからお願いをしないといけないと思っています。チ

ーム応援企業になってくれませんかというふうなニュアンスでいかないと難しいのではな

いかと思います。

私の考えでは，企業のことをよく知っているハローワークなどと連携を取る，ハローワ

ークだったら企業のことをすごく詳しく知っていますし，また働くお母さんが，さあ仕事

を探すぞとハローワークに行ったときに，実はここはチーム育児応援企業ですよというこ

とをお伝えしてもらえたら，すごくいいのかなと思うので，そういうふうな方法で企業を

増やすというのは応募を待つのではなくて，こちらからしっかり働き掛けるというふうな

方法もどうかというのをお願いしたいと思います。ありがとうございました。

（未来創生文化部）

ありがとうございました。

まずはホームページの検索の関係，あるいはハローワークと連携，さらにはこちらから

働き掛けるということで御提言いただきましたので，積極的にやっていきたいというふう

に考えております。ありがとうございました。

（会長）
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ここまでで一通り委員の皆様から御意見，御質問を頂きましたので，ターゲット１及び

２の評価を決定したいと思います。

まず評価に関わることで，今回頂きました中で最初，Ａ委員から御意見いただきました

ときに，シルバー大学校の件ですね，御自身でも御発言いただきましたように，今回そう

いう新型コロナに関連してというところでの上方修正，評価の修正はしないというような

方針で行っておりますので，方針どおりでさせていただければと思います。

その他には特に評価の変更というような御意見はなかったかと思いますが，それでよろ

しいでしょうか。

＜異議なし＞

それでは評価につきましては，評価案のとおりということにさせていただきます。

その他，委員の皆様方から新型コロナの影響，あるいはその対応に関してたくさん御意

見を頂きました。

これらは提言書において記載するということでございますが，そのような取扱いとする

こと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させていただきます。

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。

■閉会

（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をいたしまして，石田会長に御確認い

ただいた上で，県のホームページなどで公表させていただきたいと考えておりますので，

よろしくお願いいたします。

また，次の会議につきましては８月20日金曜日，今週の金曜日の午後１時30分から，当

会議室及び本日させていただきましたようにリモートとの併用におきまして，開催をさせ

ていただきたいと考えております。

事務局からは以上でございます。

（会長）

以上を持ちまして，本日の議事を終わらせていただこうと思います。

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お礼申し上げます。

おかげさまで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いたします。

（監察局長）

石田会長ありがとうございました。

それでは以上を持ちまして，第１回県政運営評価戦略会議を閉じさせていただきます。

長時間にわたりまして熱心に御論議いただきまして，誠にありがとうございました。

また委員の皆様におかれましては次回もよろしくお願い申し上げます。
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本日は誠にありがとうございました。


