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令和２年度「地方創生“挙県一致”協議会」会議録

Ⅰ 日時 令和３年２月４日（木）午後１時３０分～午後２時４５分

Ⅱ 会場 徳島グランヴィリオホテル１階 グランヴィリオホール

Ⅲ 出席者（３６名中３２名出席（代理含む））

飯泉嘉門議長、寺内カツコ委員、岡本富治委員、布川徹委員、

岡田好史委員(代理)、林香与子委員、梯学委員、矢田博嗣委員、

中西庄次郎委員(代理)、杉本直樹委員、野地澄晴委員(代理)、

田村禎通委員、松重和美委員、内藤佐和子委員(代理)、坂口博文委員、

日根直樹委員、長岡奨委員(代理)、福西康浩委員、佐藤信一委員、

新居栄治委員、川越敏良委員、米田豊彦委員、表聖司委員、岡元直委員、

中山竜二委員、連記かよ子委員、植田佳宏委員、漆原完次委員(代理)、

松﨑美穂子委員、加渡いづみ委員、青木正繁委員、近藤明子委員

Ⅳ 次第
議題１ 「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略～未知の世界への挑戦」

の改訂について
議題２ 「地方創生第２幕・加速化に向けた行動宣言

～ＷＩＴＨコロナからアフターコロナへ～（案）」について

《配付資料》

資料１ 「地方創生第 2 幕のさらなる進化を加速化！」

（「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」改訂（案）概要版）

資料２ 「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略～未知の世界への挑戦～」改訂（案）

資料３ 「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略～未知の世界への挑戦～」

【アクションプラン編】改訂（案）

資料４ 令和３年度地方創生関連予算

資料５ 「地方創生第２幕・加速化に向けた行動宣言

～ＷＩＴＨコロナからアフターコロナへ～（案）」

Ⅴ 会議録

（藪下局長）

定刻が参りましたので、令和２年度「地方創生“挙県一致”協議会」を開催い

たします。

開会に当たりまして、飯泉知事から御挨拶申し上げます。
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（飯泉知事）

本日は令和 2 年度地方創生拠点市協議会を開催をいたしましたところ、皆様方

には大変お忙しいなかご出席を賜り、誠にありがとうございます。

さて、地方創生もそうでありますが、今は日本全体は三つの国難、これに正面

から対峙することとなっております。１番目は言うまでもなく「新型コロナウイ

ルス感染症」への対応ということで、全国知事会の方からも提言を繰り返し行い、

昨日でありますが、

様々な地に与えられた権限、これをしっかりと行使し、結果を出していく、その

ための、例えば最後の抑止力という形でのいわゆる罰則規定が、特措法あるいは

感染症法、検疫法、これらの改正に伴いまして付けられたところでもあります。

もちろんこの罰則を用いることが目的ではなくて、まずは国、我々地方の方で、

しっかりと事業者の皆さんあるいは国民の皆さん方にその権限を行使をする意

義と言った点をご理解をいただきまして、そしてスムーズに感染拡大防止が行え

るようにしていければと、このように考えております。

二つ目の国難、これは言うまでもなく「人口減少」への対応であります。今回

のコロナ禍におきまして、昨年の５月、ネットアンケートで特に大都市部では、

「密になる。」「テレワーク、7 割は出勤をしないように。」こうしたことから、

そうであれば何も東京、大阪で働く必要がない。 ３６．１%の若い皆さん方が地

方への転職を希望したところであります。

そこで６月 4 日、本来は滋賀県でリアルで行う全国知事会。初のリモート開催

となり、しかし結果として、４５名の知事、本人出席で過去最高の出席率なった

ところであり、この会議の中でこうした若者の声、大都市部は感染症に対して非

常に脆弱であるということで、「新次元の分散型国土の形成」こちらを掲げ、具

体的な処方箋として三つ掲げさせていただいております。

一つ目は中央省庁の本庁機能の地方移転、二つ目が、これに伴い名だたる大企

業の本社がほとんどと言っていいほど、中央省庁との関係から東京にある、これ

らを地方へ分散をしていくということ。三つ目が先ほどの若い皆さん方のお声、

大学に通ってる皆さん方が一度も大学に行けない、また授業が再開となったがリ

モートでということであれば、東京、大阪で大学に行く必要がないのではないか、

地方の大学で十分、であれば地方の大学の魅力を高めていく必要があるんではな

いか。この三つを処方箋として掲げさせていただいたところであります。

そこで、実はこの地方創生挙県一致協議会でご審議をいただく地方創生、これ

こそがまさに、人口減少対策への処方箋と共に、今回の若い皆さん方に対する答

え・解でもあるわけであります。この三つの処方箋、どのように徳島が取り組ん

できたのか、まずは中央省庁の地方移転、特に本庁機能を、皆様方にもご協力を
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いただき、昨年の７月３０日、「消費者庁新未来創造戦略本部」本庁機能が、徳

島県庁１０階へ移転となる、全国の一番槍となったところであります。

また、大企業の本社をいきなり移していく、もちろんパソナ KOMATSU こうした

ところは例はございますが、やはりなかなか難しいようで、まずは地方へ展開を

して行こうと、このためには、テレワークと相まって徳島から提言をさせていた

だき総務省の統計数値ともなっているサテライトオフィスを全面的に展開をし

て行こう。また、環境の良い地方でワーケーションとなったところであり、言う

までもなく徳島発の制度ということとなります。

そして三番目の地方大学の魅力の向上。こちらにつきましても、今日ここに学

長にもご出席をいただいております、競争資金である地方大学地域産業創生事業

交付金、大変厳しい競争資金でありましたが、全国 7 箇所の一つに徳島は選ばれ、

そして、ポスト LED をテーマとし「光を学ぶのであれば徳島」、「光を生業とす

るのであれば徳島」このキャッチフレーズのもと、例えばコロナ禍において、コ

ロナウイルスをいかに殺菌をしていくのか、深紫外、既にこちらについては日亜

化学工業株式会社さんの方から実用化がなされ、他の続く企業も続々と出てきて

いるところであります。

また、昨年から５Ｇがスタートを切りましたが、世界ではすでに Beyond５Ｇ、

６Ｇに向かって行ってるところでありまして、その意味で新たなる通信媒体、こ

ちらは赤外となるところでありましたが、テラヘルツ、こちらにつきましてもｐ

ＬＥＤ（ポストＬＥＤフォトニクス研究所）徳島大学、こちらで今実用化に向け

て着々と進めているところでもあります。

こうしたことから、この地方の三つの処方箋については、地方創生第二幕、国

の制度として、まち・ひと・しごと創生総合戦略２０２０の中にしっかりとした

ためられるとともに、特に地方の国立大学についての定数増については、２０２

２年度からスタートを切る、そしてその前段階として、ＧＩＧＡスクール構想、

学びの保障とともに１人１台端末を全国では義務教育の段階で導入がされまし

たが、徳島ではそれを、高等学校のレベルにまで校種を問わず特別支援学校高等

部もさせていただいているところでありますが、これらの人材育成、そのために

はやはり教職員定数、これをしっかりと今の時代に合うニューノーマルとして、

教室が密にならないように、今小学校の１年生のみが３５人以下学級、以降中学

３年までは４０人と制度上はなっている。いや、３５人以下学級になってますよ、

これは加配定数を使っているところでありました。本来であれば、この加配定数

はそれぞれ特色ある教育に使うべきものでありました。これが故に、今、徳島を

はじめとする地方におきましては、教職員の皆さん方、正規に雇うことができず、

臨時として雇う、ようやく席が空いてお声をかけたら、もうすいません大阪から

お声がかかってるんでそちらへ行きます、これが、今の実態なんですね。そこで
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文科大臣がニューノーマルとして、教室の密、これを何とか回避をしようと、３

５人以下学級にと。このような点を財務省に何度もチャレンジをしたところ、な

かなかこれが認められず、そこで我々の方でまた市長会、町村会の方からも何と

しても全国知事会と共に力を合わせて３５人以下学級を実現することはできな

いだろうかということで、国と地方の協議の場、ここで地方を代表して菅総理に

直接ニューノーマルとしての必要性、またこの地方の実情、ＧＩＧＡスクールを

実行あらしめるために人材育成をと。このような形で３５人以下学級強く申し出

たところ４０年ぶりに教職員定数が改定となり、小学校６年まで年次進行で３５

人以下学級が実現をする、これによって徳島をはじめ地方においても、優秀な先

生方を正規で雇うことができ、また、ＩＴ人材をはじめ様々な人材の皆さん方を、

これで浮いた加配定数で雇うことができるようになるところでありました。まさ

に人材育成、教育の世界も地方重視へと大きく舵を取る令和３年度となるところ

であります。こうした形で二つ目の人口減少対策、着々と進めて参りたいと考え

ております。

災害列島への対応こちらも徳島から、そして全国知事会から提言をし令和２年

度までとなっておりました、防災減災国土強靱３か年緊急対策、こちらの後継を

ということで私の方から５か年で。 ではなぜ５か年と言ったのか。これは県内

の建設業関係の皆さん方からお聞きをしたところ３年これもありがたい。でも３

年では。新しい機械を購入するための投資を行う。ましては人を雇い入れる。こ

こがなかなか難しい。せめて 5 年あればね。こうした声をお聞きしておりました

ので、ここは全国知事会長として総理にもあるいは与党の皆さん方にも最初の段

階から５年と申し上げ、これが大きな声となりこの度、 防災減災国土強靭化５

か年過疎化対策が成立をすることとなったところであります。

こうした形でこの三つの国難。正面からしかもそのモデルを徳島から。これを

横軸として DX(デジタルトランスフォーメーション)。さらには、２０５０年カー

ボンニュートラルグリーンとこれらを駆使をする中でこの三つの国難、ただ単に

解決をしていくだけではなく新たなニューノーマルの創出、これを行っていけれ

ばということで今日は令和３年度の当初予算２月の補正予算そして県議会に既

にお認めをいただきました 1 月の緊急の補正予算この三つを合わせ、３つの国難

打破１５ヶ月予算と銘打ちまして総額５５７８億円。昨年は１４ヶ月予算で編成

をいたしましたのでこことの対比では３３４億円増６．４パーセント増の新たな

予算ここに発表を案として今日させていただいたところであります。

どうか皆さま方におかれましてもこうした今日本の置かれた状況その中での徳

島県の位置これをご理解をいただき、その戦略のバイブルとなります、地方創生

・VS 東京・徳島回帰総合戦略こちらの改定をよろしくお願いを申し上げまして少

し経緯があり長くなりましたが、私からのご挨拶とさせておきます。本日はどう
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ぞよろしくお願いをいたします。

(藪下局長)

ありがとうございました。これから議事に移らせていただきます。議事・進行

につきましては議長でございます飯泉知事にお願いしたいと思います。それでは

よろしくお願いいたします。

(飯泉知事)

それでは早速議事を進めさせて頂きたいと存じます。皆様方には円滑な議事進

行にご協力方よろしくお願いを申し上げます。それでは議題の１VS 東京とくしま

回帰総合戦略未知の世界への挑戦の改定について議題の２地方創生第２幕・加速

化に向けた行動宣言～WITH コロナからアフターコロナへ～案を議題とあわせて

事務局の方から説明をさせていただきます。

(事務局)

それでは委員の皆様お手元のタブレットをご覧いただけますでしょうか。 冒

頭知事の方から説明もございましたけれども、議題１VS 東京とくしま回帰総合戦

略の改定案につきましてその概要を説明をさせていただきます。資料３ページを

お願いいたします。本県における地方創生の実現に向けた取り組みにつきまして

は本協議会を核として進めていただいているところでございます。資料５ページ

をお願いいたします。改定の背景でございますけれども新型コロナウイルス感染

症の拡大は社会経済活動に深刻な影響をもたらした一方、大都市部への過度な人

口集中によるリスクが顕在化し資料にありますとおり昨年においては、東京一極

集中が大きく減速をいたしたところでございます。６ページをお願いします。ま

た新型コロナの影響によりましてリモートワークをはじめとした働き方改革が

進むとともに、地方移住への関心が高まるなど都市部の若者を中心に価値観の変

容が進んでいるところです。７ページをお願いいたします。 本県ではこうした

動きをいち早く捉えリスタートを合言葉に取り組みを進めてまいりましたが、

WITH コロナからアフターコロナを俯瞰した上で、その影響をしっかりと見極め地

方回帰の流れを一過性のものとすることなく、気を逃さずスピード感をもって取

り組むために、持続性・創造性・革新性・多様性の四つの視点に立って重点的に

取り組んでいく必要があるものと考えております。8 ページをお願いいたします。

この度の総合戦略改定につきましては資料にありますように、新型コロナ・人口減

少・災害列島の三つの国難打破に向けまして DX(デジタルトランスフォーメーシ

ョン)・グリーン社会を基盤といたしまして、改定見直しを行い新次元の分散型

国土の形成をここ徳島から実現することを目指して参ります。９ページをお願い
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いたします。資料９ページには令和３年度における地方創生第二幕関連予算案

を。１０ページお願いします。先ほどの９ページの関連予算の内、コロナ禍による

価値観の変容をとらえ重点的に取り組み事業について取りまとめておりますの

でご参照いただければと思います。１１ページ以降につきましては基本目標ごと

の主な施策や重要業績評価指標 KPI これを取りまとめているところでございま

す。少し飛びまして議題の２行動宣言案これをお願いいたします。令和３年度にお

きましては WITH コロナからアフターコロナへの流れを俯瞰し地方創生第２幕の

更なる進化を加速することが重要となってまいります。

協議会委員の皆様におかれましては１、三つの国難打破に向けた新次元の分散

型国土の実現。２、地方創生の具体化に向けた施策の重点化。３、人や企業が回

帰するふるさと徳島の実現に向けまして挙県一致での行動実践を本日宣言して

頂きたいと考えております。以上事務局から簡単ではございますが説明させてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

(飯泉知事)

それでは早速皆様方からご意見あるいはご提言またご質問などをいただいて

いければと考えております。進め方についてでありますが、まず本人出席の委員

さん方からご発言を順次いただこうということで大変恐縮ですが、寺内委員さん

から時計回りに岡元委員さんまでまず、そしてその後、今度は中山委員さんから

時計回りに近藤委員さんまでそして、時間が許せば代理の皆さん方からも挙手で

ご発言をいただければと思います。それでは寺内委員さんよろしくお願いいたし

ます。

(寺内委員)

徳島県商工会議所連合会寺内でございます。よろしくお願いします。先程知事

さんの方から３点ほどございましたけれども、その中の人口減の件に対してでご

ざいます。徳島ですぐに人口を増やすことは大変かと思うので、やっぱり大企業

を徳島の方へなんとか推して来ていただいて、徳島は食べる物も景色もいいし、

まだまだ土地もあると思いますので、そういうようなとこから企業を運んでいた

だいて、そうすれば今の中小企業・小規模企業者もお互いにやっぱり勉強になっ

て技術アップもできるのではなかろうかなと。とりあえず一番手っ取り早いのは

どこか企業が徳島の方へ来ていただけるようなチャンスを頂けたらと、このよう

に思っておるのが一つの原点かとこのように存じます。以上でございます。

(飯泉知事)

どうもありがとうございます。ぜひ商工会議所連合会の皆様方にも様々な良い
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情報あったらお寄せをいただければと思います。次に、岡本委員さんお願いしま

す。

(岡本委員)

商工会連合会の岡本です。先ほど知事さんからも話があった通りなんですが、

コロナ禍で知事さんがよく言われる、ピンチをチャンスにまさにその東京一極集

中がいけないよっていうのが現実味を帯びてきて、確か４０万人ぐらい転出者が

去年 1 年間で東京であったと。そこをしっかり捉えながら、その受け皿が大事な

のかなと。まさに寺内会長が仰るようにいろんな企業は大事なんですが、さっき

のこの行動宣言の中で、この言葉がとても好きなんですが、「新次元の分散型国

土を「ここ徳島から」実現できるように頑張ります」と書いてますが、飯泉知事

が全国知事会の会長ということで。かなりこの１年ちょっとで徳島が全国にわか

るようになってきた。名前間違えられなくなってきた。本当にすごい効果なんで

す。そこを今まだ残りの任期がありますから、それはしっかり知事会長として徳

島がこうなんだよっていうのを、さらに知事に発信をしていただいて地方創生臨

時交付金がこれも知事の努力なんですがトータル４．５兆円で。今回の１．５兆

円の中でそういうお金を配分できたらいいのかなと。そんな風に思います。以上

です。

(飯泉知事)

ありがとうございます。しっかりと努めてまいります。それでは布川委員さん

お願いします。

(布川委員)

中小企業団体中央会の布川でございます。先日は中小企業企業対策コロナ禍の

中小企業対策助成金、それから対応、いろんな面で延長して頂きまして本当にあ

りがとうございました。

私の方からは、実は先月小学校に出前授業に行って参りました。授業したこと

無いんですけども、子供たちに経営者の仕事に対する思いというのを授業でやっ

て欲しいと言われて、自信は無かったんですけど行ってまいりました。こういう

ことをすることによりまして、徳島の企業そして仕事とはどういうものか。それ

で徳島に愛着ができて、将来的に徳島に就職して、また徳島のものを大事にして

もらって。ということに繋がるんじゃないかなと思って行ってきたんですが、非

常に良かったです。終わった後、感謝文をいただきまして、私が拙い授業だった

のですが、本当に子供達は素直で、真っ白なんですね。感激しまして。やはりこ

ういう授業は私不安だったんですけど、これからもどんどん増やしてもらってで
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すね。岡本さんも是非そういうのしてもらったら本当にいいと思うんです。

そうすることによって、きっと少し長いかも分かりませんけど、徳島に若い人

が残って仕事もして、子供を作ってっていうことに繋がると思います。是非、私

もこれからもやっていきたいと思いますので知事も一つよろしくお願いいたし

ます。

(飯泉知事)

子供さん達も布川委員さんのお話を聞いて、恐らくものづくりに関心を持って

いただいたんではないかと思います。ありがとうございます。次に林委員さんお

願いいたします。

(林委員)

経営者協会会長の林でございます。よろしくお願いいたします。徳島県はやは

り知名度が低いと言うか、いまいち人気が無いなと。都内での女性の会なんかの

会合で話してても、あえて田舎の徳島に行かなくったって、いっぱいあるし、東

京に近ければ、長野が一番いいし、山梨あるし、静岡あるし、田舎暮らしは近場

で結構できるわよ、とか言って最近言われることがよくあるわけなんですけれど

も、やはりそうは言っても、人口が減るということについては、県の発展どころ

か若い人もなかなかＵターンもしてくれないし、大学を本当に便利の良い賑やか

なところで過ごしてしまうと、徳島に帰って来ないとかって、自分の孫もそんな

こと言うようになってしまいました。

今日の徳島新聞にも掲載されておりましたし、先ほど知事さんも仰られており

ましたけれども、パソナさんが２０１９年に向けてということで、その中の一つ

に、やはりパソナだけではなく他の大型企業にも淡路島に入ってほしいというこ

とを書いておられました。淡路に入るぐらいだったら徳島に飯泉知事引っ張って

くれんもんかなとか思って、今日燃える気持ちで新聞を見たわけなんですけれど

も、私も経営者協会の代表といたしまして経団連の方で毎月１回幹事会がござい

ます。

その時に中西会長さんを筆頭に２５社ぐらいの役員さんと 500 社を超す上場会

社さんの代表がずらっと並ぶわけなんですけれども、やはりそういう方たちの会

議が月に１回はございますので、是非全国知事会会長として徳島県の PR をして

いただけたらどんなもんだろうかと。やはり大手企業に来ていただくと千何百人

とかパソナさんのような大きなスケールとなりますが、徳島も十分引き受けるこ

とのできる余地はふんだんにあると思います。新幹線はちょっと遠くにはなりま

すけれども、飛行機を使えば本当東京まで１時間の距離でございますので、是非

ここのところは飯泉知事さんが会長をなさってる今が絶好のチャンスやなと思
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って期待をしておりますので是非どうぞよろしくお願いいたします

(飯泉知事)

はいありがとうございます。実は今、経団連というお話いただいたところなん

ですが、経済同友会の皆さん方とは逆に先方さんから全国知事会と連携をしたい

ということで、すでに進めてるとこでもありますので、是非また経団連の皆様方

ともそうした関係が作れるように、そして何と言っても、レンコンではありませ

んが、先が見通せるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。それ

では次に梯委員さんよろしくお願いします。

(梯委員)

日本旅館協会の梯でございます。今回の三つの災難ということでコロナでまた

人口減少そしてまた災害ということで、この三つを挙げていただいております。

我々の業界はその三つ全てにおいて傷んでいる業界でございます。旅館業・宿泊

業・飲食業で、大きく分けて観光業という意味でおきまして、非常に人の流れの

分断という中で今非常に苦慮しておるような団体でございます。

コロナに関しまして、飯泉知事様または総理はじめいろんな方々がコロナに対

応していうことで頑張っていただいておりますので、あと１年なのか２年なのか

わかりませんが、アフターコロナという時代がきっとそう遠くない時に来るんで

はないかなと思ってるんですけど、やはり人口減少また災害というものに関しま

してはこれから長く長く考えていかなければいけない問題ではないかなと思っ

ております。

徳島県におきましてはやっぱりサービス業・第三次産業。サービス業がもう一

つ受け皿になり得ていないというのが、東京への大都市圏への人口流出というも

のの起因ではないだろうかなと思っておりますので、我々の業界をあげて労働集

約型の産業でございますので、雇用の受け皿ということにもっとがんばってなっ

ていかなければいけないではないかなと思っとるんですけども。

やはりいかに徳島で若いお方に観光業で働いていただくということになると

労働生産性というものをいかにあげていくかと。安い賃金で最低賃金に毛の生え

たような形ではなかなか若い方も残りにくいという部分もありますので、業界を

挙げて労働生産性というものに取り組んでいかなければいけないのではないか

なと思っとるんですけど、非常に我々の業界は脆弱な業界でございますので、我

々の業界だけで一生懸命努力をするというのにもかなり限界もありますので、そ

ういう意味では労働生産性というものを視野においた支援を一緒になって考え

ていただくというようなことの施策をこれからもう少し考えていかなければい

けないのではないかなと。やはり若い方せっかく徳島市で働こうと思っても雇用
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の先がないよということもありますので、そういった意味ではもう少し我々業界

も率先して頑張って行かなければいけないと思っておりますけども、なお一層の

ご努力を頂戴いたしまして頑張っていけたらと思っておりますのでどうぞよろ

しくお願いいたします。

(飯泉知事)

何としても観光は光を観る産業でございますので国とともに支えて参りたい

と思います。次に矢田委員さんよろしくお願いします。

(矢田委員)

観光協会の矢田でございます。３つの国難のうちやっぱり一番大事な部分のコ

ロナの問題じゃないかと思いますけども、感染予防と経済という相反する非常に

難しい、どちらも正しいこの二つの車輪を回さなきゃいけないという中で我々業

界としては、なかなかの経済１年自粛が続くと今後もこのままじゃなかなか存続

まで考えざるを得ないという中で一方、現場の負担等その辺のところ相反すると

ころでございますけどもこういう国難だからこそ、いろんな業界が調整し合いな

がら、時を見ながら、しなやかに臨機応変に対応する必要があると思っておりま

す。引き続き皆様とご協力をいただきながら、この国難を克服できるように頑張

っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。

(飯泉知事)

是非反転攻勢の機会には、機を見るに敏に対応をお願いしたいと思います。あ

りがとうございます。それでは次に杉本委員さんお願いいたします。

(杉本委員)

森林組合でございます。大変お世話になっております。知事の施策で高等学校

の生徒が林業労働者として訓練で職場へ来るようになりました。大変よく訓練さ

れていて素直でみんな喜んでいるのですが、ご承知の通り若い人がこの業界入っ

てこなくなって随分長い時間が経ちました。職場自身の年齢が６０歳・７０歳と

いうような高齢者で固まっておりました。そこへ１７歳の子が１人２人入ってき

てもどのように扱っていいのか、先輩たちも困りますし、また若い人も実はどん

な命令が本当なのかっていうなことがよくわからなくて困っております。その点

で悩んでおるようでございますので、良い知恵がありましたら、ご指導いただけ

ればと、よろしくお願いしたいと思います。

(飯泉知事)
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確かに林業平均年齢は第一次産業の中では若くなっているのですが、中間層が

いないという点、こうした点もしっかりフォローできるようにともに頑張ってい

ければと思います。ありがとうございます。それでは次に田村委員さんよろしく

お願いします。

(田村委員)

徳島文理大学の田村と申します。地方の大学の役割として、地方創生の一翼を

担う立場であります。大学としての魅力をどう高めるかということが課題になり

ます。若者が大都会に憧れ、地方に残らない理由として、地方には魅力がない、

出会いが少ないという声をよく聞きます。そうであるならば、刺激をつくり、出

会いの機会を増やせばいいということになります。

地方が魅力があり、活気のある都市になるにはどうすれば良いか、徳島の場合、

新ホール建設と青少年センター移転を含む徳島駅前の再開発が一つの起爆剤に

なるのではないかと思っています。今、コロナ禍で、東京一極集中ではなく、地

方回帰の流れができつつあります。コロナ後に向け、徳島は再生の大きな機会と

いえるでしょう。本学としても、さらに魅力度を高め、徳島県内外から多くの学

生を呼び込めるよう一層努力していく所存です。

(飯泉知事)

どうも田村委員には、アミコビルへの移転青少年センター部会長として本当に

取りまとめありがとうございます。これからも宜しくお願いいたしたいと存じま

す。それでは松重委員さんお願いいたします。

(松重委員)

四国大学の松重です。どうぞよろしくお願いします。今日は冒頭の知事のご挨

拶にありましたように地方回帰。これが進んでるいるかというと、実感としては

我々の大学へ県外からたくさん学生さんが来てるかというとなかなか厳しい状

況であります。その中で大学としてはやはり若い人にとって魅力ある大学を作

る。これは我々の任務だと思います。やはり人口の移動については、やはり大学

で都会に行って、それからまた就職の時にまた都会に行く。そういったところが

あるんですけど、やはり大学に魅力がある、それからその後の就職も徳島に魅力

がある。これ皆さん言われている企業とかそういう風なところを配慮していただ

きたいと。いろんな面で県の予算も５０００億以上ってことなんですけど、ちょ

っと我々としては、いわゆる大学への支援が少ないんじゃないか。特に公立大学

が無いところですので、若い人に魅力あるということで、例えば、教育の中身に

しても徳島の特徴、消費者行政それから SDGs いろんなものがあるんですけども、
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やはりそういったものを積極的に高等教育機関と連携して、もう一つもう二つレ

ベルを上げた形で展開できないかと。

これはやはりこの県だけじゃなくて、日本が持つ消費者問題は非常に大きな問

題ですけど、東南アジアを含めて世界に対して、そういったところの果敢な政策

も是非お願いしたいなと思います。それから徳島はやはり伝統文化もあります。

阿波踊りや新ホールが一つの拠点になって、新しいスタイルでの伝統文化を発信

する。これは国内だけじゃなくて世界にも発信できると思います。それと新ホー

ルについても、そういう風な情報発信、最先端のものがあって皆さんが来なくて

もやはり徳島は聖地だというような形の持っていき方もあるかと思います。そう

いった面ではやはり若い人たちが集って楽しんで、やはりこのまま徳島に残りた

いと。そういう魅力あるものを我々としても産業界の方々とともにやりたいと思

いますので、ぜひそういう風な施策を積極的にお願いできればと思います。以上

です。

(飯泉知事)

新ホール部会長さんとしても取りまとめいただいてるところであります。また

今消費者庁との連携といった点についてはこちらは消費者庁移転推進協議会副

会長さんとしてもご尽力いただいておりますので、是非新しい新未来創造戦略本

部と新機軸を打ち出す事ができる。もちろんここは大学の皆さん方との連携は不

可欠となりますので、ぜひ今後ともご協力方よろしくお願い申し上げたいと存じ

ます。それでは坂口委員さんお願いいたします。

(坂口委員)

私の方からは徳島からの実現に向けてのうちの二点ほどお願いしたいと思い

ます。まず一点目はデジタル社会の構築でございますが、国の方も GIGA スクー

ル構想を打ち出してから、色々な支援策もあるわけですが、この支援策も現場で

はちょっとまだまだ足らないかなという感もするんですが、ただやはり、その中

で特に IT 教育の先生方の指導員の養成。これにつきまして、今朝の新聞で、国

の方も小学校の５、６年生に担任制を置くとか、色々そういったことも出されて

おりますが、指導員についてはやはり徳島からも先駆けて要請を是非ともお願い

したいなと思っております。

それからグリーン社会の件でございますが、国の方でも２０５０年 CO2 ゼロを

目指していると言われている中で、色々新聞報道でも風力発電の評価指標を緩め

るとか、そういう話も出ておりますが、やはり私の那賀町もそうですが、森林の

活用をこれまで知事さんも非常に熱心に推進をされてきた中で、是非このグリー

ン社会の構築には森林資源を大いにできるだけ活用していただけるような、そう
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いう施策に是非ともよろしくお願いいたします。

(飯泉知事)

はいありがとうございます。DX その象徴が GIGA スクールということで。確か

にここは教育現場に向けての人材育成・登用と言ったものが不可欠になりますの

で、ここはもちろんしっかりと進めるとともに、このグリーンの話ですね。バイ

オマス発電をはじめ、やはり山の力。これが必要となりますので、特に外材に頼

ってる今の現状では、なかなか電力価格が安定しませんので、ここは是非、杉本

委員さんと連携をしていただきまして、山から材を出していただく。そういった

点にご協力をよろしくお願い申し上げたいと存じます。日根委員さんよろしくお願

いします。

(日根委員)

徳島労働局の日根といいます。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどから

人口減少に関して、大企業の誘致は大変良い、結構なことだなという風に考えと

るんですけども、私ども学卒者の就職活動の解禁日から毎月、高校卒業者と大学

卒業予定者の就職内定率について把握をさせていただいております。コロナの影

響で県内企業への内定者が増加し、県外企業への内定が減少するんじゃないかな

っていう風な予測をしていたんですけれども、直近１２月末の数値を見ますと県

内企業への内定が低下という風な少し寂しいような気持ちになります。

県内には例えば、くるみん企業といいまして、子育てサポートが大変好充実し

てらっしゃるところで、厚生労働大臣が認定するような企業さんが、四国の中で

最高に多いんですね。一番多い。香川・愛媛が４０ぐらいしかないんですけれど

も徳島は６２もあったりですね。すごく優良な企業が多いという風に感じてはい

るんですけど、なぜか高校生の方は県内企業に目を向けてくれないという状況が

ございます。

私どもにも少し要因があるのかなと、ハローワークの求人票が紙媒体でなかな

か見づらい。あと、就職の面接会というなものがあるんですけど、これもなかな

参加をする企業の名前だけ見てもイメージがわかないというとこもあるのかな

という風に考えておりました。手軽に会社の情報を提供できるツールが検討でき

ないかなという風に考えておったんですけども、ハローワークは紙で全国一斉に

やっておりますので、また個人の企業参加で動画の制作は負担が大きいのかなと

いう風に考えておりました。

そうしたところ小松島の商工会議所さんが YouTube に小松島市内の中小企業の

紹介動画をアップしていて、すごい状況がよくわかるんです。紙よりも。こうい

った事を上手く、私どもハローワークと、企業さん方は経営団体の皆様方と連携
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をして、少し県内企業の、特に中小企業の非常にいい企業さんに目を向けるよう

な検討ができないか、という風に考えているところでございます。

もう一点、テレワークについて少しお話をさせていただきたいと思います。テ

レワークは、厚生労働省としましても大変推奨させていただいております。昨年

度は、徳島県内でこれに関する導入の助成金もございましたが、一件か二件だっ

たという風な記憶なんですが、今年は２９か３０件ぐらい、申請がございます。

業種別の申請内容を見ますと、学術研究、専門技術サービス、これが 1/4。これ

全国の数字なんですけども、これは当然こんな感じかなという風に思ったんです

が、卸売小売りが次に続いてるんです。これが約２割という状況でございますの

で、少し卸売小売の活用情報を分析をさせていただいて、活用例なんかも示しな

がら、助成金の活用によりまして、テレワークの導入に力を入れていければなと

いう風に考えてございます。

徳島県もセミナーや導入に関する相談窓口の対応もしていただいているとい

う風に聞いておりますので、導入勧奨について協力体制を作っていければという

風に考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

(飯泉知事)

コロナ禍におきましての雇用調整助成金への対応であるとか、今のテレワーク

の推進。こういった点、是非よろしくお願い申し上げたいと存じます。それでは

福西委員さんよろしくお願いいたします。

(福西委員)

日本銀行の福西でございます。今日のテーマに即して私からは三点。 コロナ

対応という目先の対応に加えて、人口減や災害対応という息の長い対応が求めら

れる構造的な問題。これを別々な対応ではなくて、同時にかつ有機的に結びつけ

ながら進めていこうという県庁のお考えは素晴らしいという風に思います。

二つ目として皆さんも仰っているとおり、県外への PR は極めて大事だと私も

思っておりまして、知事を筆頭とした組織的な取り組みに加えて、ここにいらっ

しゃる産学の皆さん、私も含めてですけれども、持ち場持ち場での PR に努めて

いきたいという風に思います。

三つ目は徳島の魅力は、徳島県民として感じてる魅力もあると思いますけれど

も、大事なのはやっぱり県外から見た魅力だと思います。これはなかなか難しい

んですけれども、時間経過、あるいは局面変化によって絶えず変わっていくもの

と思いますので、県庁の担当者さんも対応されてると思いますけれども、是非徳

島県にフロンティアで転入されて、仕事・雇用を生み出されてる人たちの意見を

継続的に聞いて知恵を出していく、あるいは見直しも図っていく対応をすること
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によって、働きやすい環境を継続的に形成していくことが大事かなと思いますの

で、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

(飯泉知事)

今後とも、徳島また四国の経済数値など、最新の情報をまたお寄せをいただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。それでは佐藤委員さんお願いしま

す。

(佐藤委員)

日本政策金融公庫の佐藤でございます。今回 WITH コロナからアフターコロナ

へということで、一つデジタル社会の実現が非常にポイントとなってくるものと

思っております。飯泉知事の冒頭のご挨拶でも、Beyond５ G や pLED のお話も頂戴

いたしました。これまでも様々な局面で DX の先取りや５G の活用、サテライトオ

フィス、テレワークの推進といったことを全国に先駆けて、特色を出すべく力を

注いで来られたという取り組みがございましたけれども、今後も引き続きしっか

りと政策として実行されていくということをお聞きしたところでございます。

先ほど、坂口委員も仰っておりましたが、デジタル化の推進・浸透にあたりま

して、皆さんも仰っている全国への発信や、先進的な取り組みとしての発信とい

うのも非常に重要だと思っておりますが、まずは足元の幅広い層の方々に対する

リテラシー向上というところも、わかりやすい取り組みとなるよう工夫していた

だけたらなと思っております。私ども日本公庫といたしましても、地域を支える

魅力的な仕事づくりの観点から、しっかり、今のコロナ対応をはじめとして、県

の施策とともに地方創生の実現の一助となりますように、しっかりと政策性を発

揮してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

(飯泉知事)

まさに今デジタル化の話もいただきましたが、国の方からデジタル化というこ

とで、ただそうしますと高齢者の皆さん方が、私たちはいいとか、障がい者の皆

さんも、私たちも難しいとこうなっちゃうものですから、徳島をはじめとして全

国知事会においては、デジタル社会という形にして、デジタル社会の構築、そし

て誰一人取り残すことのない社会を作ろうということで、アプローチを進めてお

りますので、またどうぞよろしくお願いいたしたいと存じます。それでは新居委

員さんお願いします。

(新居委員)

連合徳島の新居でございます。よろしくお願いします。私の方では先日 IT 政
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策の一人者であります村井純さんの話を聞く機会がございました。かなり以前の

話だったんですが、東京工業大学の IT 技術を駆使しまして、２０４０年の未来

予想を行ったということで、２０４０年にはどういう生活をしてるのかと言いま

すと、お家完結生活ができる時代がやってくるだろうということで、かなり前に

未来予想をしてました。これが今回コロナの感染拡大によって２０年も早くお家

完結生活が到来する結果となっているということで。

今ネットで注文して、オンラインで仕事して、そしてネットでコミュニティを

築く時代になっておりますが、環境がまだまだできていないとか知識がないとい

うことで。前回、加渡先生が仰りましたが、IT 弱者を作るべきではないというこ

とでした。まさにその懸念されてたことが今現在、出てるんだろうなという風に

思います。

村井純さんの話の中には、特に中小企業がこの流れについてこれていないと。

さらに地方になるほどその影響度合いが大きいという結果が出ていると。さらに

格差を広げる結果につながってしまってるということで、地域における中小企業

のあり方、そして中小企業における地域のあり方、この両面で対処することが重

要だという風には仰られておりました。

もう一つ、東北地方のある県の取り組みで、若い技術者を集って大きなプロジ

ェクトを立ち上げたところ、最初は順調だったそうですが、そのうちに技術者が

どんどん減っていった。なぜ減っていったかといいますと、技術者の方々にお子

さんが生まれて、大きくなるにつれて、その地方では高い教育が受けれないとい

うことで、たくさんの方が東京に戻られたということを聞いたんですけども非常

に残念でございました。

やはり地域と中小企業と教育、さらにパイを広げるのであれば健康と医療この

五つを充実させるということ。それと、これは他の地方も同じことをやってます

ので、それに負けない高いレベルで引き上げていくということが大事なんだろう

なという風に思います。コロナによって大きく働き方も変わっておりますし、医

療も教育も変わってきておりますが、幸い徳島県ではネットの環境であるとか医

療体制が、他県と比較しても非常に強い県だという風に思っております。先程お

話もありましたが、大企業の誘致であるとか中小企業に対しても助成金がありま

すが、ソフト面でのサポートをお願いできたらなと思っております。以上でござ

います。

(飯泉知事)

はいありがとうございます。確かに仰るとおり地方はもう 99.9%が中小企業そ

して小規模事業者の皆さん方で雇用・経済を支えていただいておりますので、こ

ういった皆さん方に特に DX。これに対してしっかりと実感をしていただく。また

社員の皆さん方の、成人リカレントということで平成長久館。こちらとそれから



- 17 -

様々な機関と連携させていただいて、しっかりとそうした場をまた工業技術セン

ターには４．７GHz 帯のローカル５G を導入する。すでに中央テクノスクールで

は全国の先陣を切って、２８GHz 帯のローカル５G を導入しておりますので、こ

の５G についてもしっかりと、中小企業、小規模事業者の皆さん方に実感をいた

だいて、そして、人材育成とその商売への利活用、これをご提示できればと考え

ております。ありがとうございます。それでは川越委員さんよろしくお願いいた

します。

(川越委員)

労働者協議会川越でございます。三点申し上げたかったのですが、一点は先ほ

ど話がありました、デジタル社会での対応で誰一人取り残さないという知事の発

言もございましたけども、そのことの対応をお願いをしたいなっていうことだっ

たのであと二点。

一点はこの総合戦略でいくと４７ページになりますか。基本目標の３のところ

で結婚出産子育て希望の環境づくりという中で、WITH コロナ時代の中でやはり非

常に昨年来コロナの蔓延の中でやっぱり飲食業、そしてイベント業、教育事業そ

ういうところで大きく影響を初期に受けました。そこに非常勤で女性の方の就労

者が非常に多かった。秋以降、自殺者で女性が増えたということも、あながち無

関係ではないのではないかという風に思います。女性の中でも子育て世代を支援

をするということが主になり、次の世代をどう育てるかという意味では支援をき

ちっとやらなくてはいけない。これはその通りなんですが、それにとどまらず例

えばシングルマザーであったり、あるいは独身の女性であったり、そういうとこ

ろの支援もいる必要が求められているのではないかということで、４７ページか

ら４８ページのところにそのことの取り組みをお願いをしたいなという風に思

います。

もう一点は、基本目標４、ページでいうと５９で外国人が暮らしやすい活躍で

きる社会の実現ということで、在住外国人が住みよい徳島を実現するために、様

々な政策を提起をいただいております。その通りだという風に思いますが、昨年

夏に、私どもで一般県民が８００人、そして経営者等のところで１７０人、在住

外国人が２５０人ずつに、意識なり考え方、そして必要と求められる政策につい

てのアンケートを実施しました。

その中で、やはり増えることはいいことだと思ってる人が３６%いるんですが、

どちらとも言えないというのが６割を占めてます。よくわからんということなん

ですね。もう少し聞いていくと、交流をしている人ほど理解が進んでいます。若

い人の方が、そして男性よりも女性の方が。こういう結果が出ました。一方、外

国人が増えることはいいことだとそう思わない方は少数派ながらおられまして、

やっぱりトラブルが増えるだとか、これが思わない人の７８%。それから働く場
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が奪われるだとか、考え方が合わんとか、そんな意見なんですが、要はやはり交

流をすることでその誤解が解け、お互いを理解することが進むのではないかと思

います。

これは在住外国人の方からのアンケートもそういう内容です。７７%の方が徳

島に住みたい。やっぱり自然環境や安全・安心な生活ができるだとか、周りの人

が親切だとか、そういうのが大体７割８割、複数回答ですから。施策としてはや

っぱり半数の方が働く場所。それと日本人との交流とか、文化交流ができる場が

欲しいだとか。あるいは生活に必要な情報であります。つまり、ここに記載をい

ただいている施策としては重要な課題だと思いますが、この前提として、やはり

どう日本人と在住外国人の方の交流をやっていくか。

そして定住だけにとどまらず、様々な在留条件資格で来られますが、今回分か

ったのは、やはり留学生の方の多くは、希望持っておられます。それを吸収でき

る仕組みが、まだまだ無いということがわかりました。徳島に残ってもらうそん

な政策を是非お願いをしたいな風に思います。以上です。

(飯泉知事)

ありがとうございます。在留の外国人の皆様方、また留学生の皆さん方の対応

ということで、特に在留の外国人の皆さんが、今家族で日本へという事で、語学

の点につきまして、いろいろ労働団体の皆さん方のご協力をいただいております

し、全国初の徳島県立の夜間中学校・しらさぎ中学校はこちらもそれを目的とし

て、いよいよ 4 月オープンとなりますので、またしっかりと努めて参りたいと考

えております。それでは次に米田委員さんお願いいたします。

(米田委員)

はい徳島新聞の米田でございます。コロナが始まりまして約１年という中で、

コロナ禍で地方創生の重要性が増してきたことを実感しているわけであります。

先ほどご説明もございましたけど、この行動宣言については素晴らしいものだと

思いますし、是非これは成案としていただきたいと思います。この中にもござい

ますけども価値観の変容。こういう言葉がこの中に記されておりますけど、まさ

にこの価値観の変容を我々がどう的確に捉えるのか。今までコロナ前とはまるっ

きり違う価値観が色んな形で生まれてきております。これを見誤らないようにし

っかりとらえる。これが非常に重要だと思います。

地方創生はますます加速させる必要があるという風に思いますので、この第２

幕、予算も５７６億円を付けていただいておりますけども、これが少ないのか多

いのか、はっきりしたことは我々は分かりませんけども、ここについた予算をし

っかり有効に使っていくためには、一部記されておりますけども、KPI 数値的な
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目標をしっかり立てて、それを実現していく。また価値観の変容によってこの今

の状況がどんどん変化していく中で、この KPI も見直す。それから事業そのもの

もいろんな形で変化させていく。そういう柔軟性を持った形で進めていっていた

だきたいという風に思っております以上でございます。

(飯泉知事)

ありがとうございます。確かにニューノーマル、新しい価値観、おそらく大き

く様変わりして参りますので、またここは是非、徳島新聞はじめ報道機関の皆様

方にも、その伝達などよろしくお願い申し上げたいと思います。ありがとうござ

います。それでは次に表委員さんお願いいたします。

(表委員)

NHK 徳島放送局の表です。私は徳島を全国発信するには、という視点からお話

します。徳島を全国発信する立場で言うと、今年徳島は既に二つのアドバンテー

ジを持ってます。一つは飯泉知事が全国知事会会長であることで、この理由は先

ほど岡本委員がおっしゃった通りです。

もう一つが徳島ヴォルティスが J1 で今年戦うということです。J1 に上がりま

すと、私どものスポーツ番組をはじめ、民放さんのスポーツ番組でも試合がある

と必ず試合の様子をダイジェストでも取り上げることになります。必ず毎週一回

は徳島っていう言葉が全国に向けて発せられる。これは非常に大きなアドバンテ

ージだと私は思ってます。

もう一つは徳島の見所をさらに全国に発信していくために、どういうアドバン

テージを確保しないといけないかっていうことで言いますと、やはりスピード感

だと思うんですね。これはコロナ禍によって東京集中という傾向に変化が出始め

てることを好機だと捉えているのは徳島県だけじゃなくて、ほかの地方も同じだ

と思うんです。この好機を生かすために何とかしようって、いろんなことを考え

てるのも徳島県だけじゃなくて、他も同じなんです。そこで全国に向けて発信さ

せるための鍵はスピードなんです。つまり我々、特に報道機関から言うとその施

策の中身とか、それから実績ももちろん大事なんですけども、やっぱり一番最初

に手をあげるということが、我々からすると非常に取り上げるにあたっては大き

なポイントになります。これまでスピード感は徳島県の皆様、非常に意識されて

きたと思うんですが、今年はそれがさらに激しいステージに入っているという風

にご認識いただいて、これまで以上に素晴らしい施策で、より速いスピード感を持

って発信して頂ければ、私どももそれを全国に向けて発信するお役に何とかたて

るのではないかと思っております。よろしくお願いいたします。
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(飯泉知事)

チャンスを生かすのはスピード感。キーワードは一番槍ということであります

ので是非全国波に乗れるように頑張って参りたいと思います。ありがとうござい

ます。それでは岡元委員さんよろしくお願いします。

(岡元委員)

四国放送の岡元です。よろしくお願いいたします。私共はローカル放送局にと

って、県の人口が減るということは、非常に大きい問題で、よく全国の放送局の

会議でもその話が出ます。それで先ほどの予算配分を見せていただいたんです

が、まちひとしごと子育てで５７６億円ということで、非常にそつのない多岐に

渡った予算をうまく配分されてるなと思いました。

ただ東京都以外の道府県は全て人口減少が非常に大きい問題です。皆さんそれ

ぞれかなりの予算をとって対策に努めていらっしゃいます。徳島県も飯泉知事は

じめ皆さんに非常によく考えていただいてると思うんですけども、希望するのは

メリハリをつけた予算配分。それを教育に持っていくか、経済に持っていくか、

やっぱりよその道府県より、目指す予算配分について、徳島はこれに力を入れて

るんだということを、予算に限りますが、やっぱり１０年くらいかけてアピール

していくぐらいの大変な問題かなと思います。ちょっと非常にそつのない予算配

分でいいと思うんですが、ちょっとそこだけ気になったんで言わせていただきま

した。

(飯泉知事)

ありがとうございます。確かに仰るように予算。メリハリとそしてロングラン

といいますか、どうしても予算単年度主義というものを逆に打ち破ることによっ

て目立ってくると言った点もあるかと思いますので、大変素晴らしいアドバイス

ありがとうございました。しっかりと取り組んで参りたいと思います。それでは

次に中山委員さんお願いいたします。

(中山委員)

神山町の NPO 法人グリーンバレーの中山と申します。よろしくお願いします。

私はワーケーションの事業に期待しております。関係人口を増やす上でも、徳島

ファン作りのきっかけとしても、ワーケーションはとても良いものではないかと

思っております。これはコロナがもたらした一つのチャンスだと認識しておりま

す。ただワーケーションをきっかけに徳島を訪れた人が、リピーターになりファ

ンになってもらうためには、宿泊施設におんぶにだっこではなかなか難しいと。

やはり、飲食店や商店が連携して長期の滞在を提案できるような力が必要になっ
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てくると思っています。コロナを踏まえた上での地元の人との交流や、そこでし

かできないような体験と宿泊をセットにした仕組みが、今まだ神山にもないの

で、今後そのような仕組みを構築できるように努力して参りたいと思います。そ

うした面でも県の方々と協働できればありがたいと思っておりますのでよろし

くお願いします。

(飯泉知事)

ワーケーションそのモデルを打ち立てていただきたいと思います。それでは連

記委員さんよろしくお願いいたします。

(連記委員)

那賀町の連記かよ子です。近年は晩婚化が進み、生涯未婚率が急上昇し、婚姻

数も減少傾向が続いております。その上に新型コロナウイルスの影響から、人々

の交流が減る中、去年今年と婚姻数が減り少子化が加速することも予想されてい

ます。私たち縁結びの会では、これまで年間４、５回の出会いの場のイベントを

実施してきましたけれども、コロナの影響でやむを得ず、今のところは中止して

おります。その代わり、昔ながらの一対一のお見合いを勧めていますけれども、

やはり出会いの場のイベントをしてほしいという声もあり、先日の役員会で AI

人工知能を活用した、AI 婚活田舎バージョンを実施してはどうかという意見が出

されました。

これまでは年齢・学歴・職業・年収などの希望条件に当てはまる相手をマッチ

ングさせるということを、私たちはしておりましたけれども、これに対して AI

を活用したシステムでは、趣味や価値観などの質問への回答や、システム内の検

索傾向などを元に、希望条件と合致していなくても、自分に好意を抱く可能性の

ある人を割り出し、提案することができるものであります。24 歳～35 歳までの

なぜ結婚しないのかという理由の第１位は、適当な相手に巡り合わない、とあり

ます。少子化対策はまずは男女の場の設定かと思っております。コロナの厳しい

中でありますけれども、私たちは知恵を絞りながら前向きに取り組んでいきたい

と思っております。

(飯泉知事)

大変な時代でありますが、是非未来に向けてよろしくお願いいたしたいと存じ

ます。それでは植田委員さんお願いいたします。

(植田委員)

大歩危・祖谷いってみる会の植田と申します。どうぞよろしくお願いいたしま
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す。 私の方から観光の観点からということで少しお話をさせていただければと

思います。冒頭、知事の方からコロナ禍でありますけれども、この地方の出番で

あるという話をいただきました。私自身も同感でありまして、もっと言うと、地

方の千載一遇のチャンスではないかという風に思っております。コロナの現状の

中で起きてる現象ですけれども、例えば 3 密を避けよう。それからデジタル化。

そしてリモートワーク。そして都会の方々は都会生活が疲れるとか、家が狭いと

か、こういったことが今出てきてる、こういう現象かという風に思います。これ

らのこと全て地方が最も得意とする部分ということであるんじゃないかなとい

う風に思っております。

アフターコロナですけれども、我々観光協会からしますと旅行という形が少し

変わっていくんじゃないかなという風に思っております。そういう中で、まずは

観光として徳島県へお客様に来ていただく、旅をしていただくということ。最終

的には、そこに住みたいというところまで持っていくべきっていうのが、これか

らの観光、そして地方のあり方じゃないかなという風に思っております。そして

旅をする事と最終的に移住。そこに住んでもらう事の間を繋ぐものは、先ほどからお話

にもありますように、ワーケーションであったり、サテライトオフィス。これは最も徳

島県が得意とする分野かと思います。こういった事を実施して、最終的には人口減少問

題へとつなげていくという事が必要であります。

そうした中で、観光の業界行政でいうと、縦割りになってしまう所がありますの

で、そこは一気通貫で旅をしてもらう所から、最終的にはそこに住んでもらう。

そういった観点で行政の方もお願いしたい。そして我々観光業界としても、コロ

ナの中で大変厳しい業界ではありますけれども、必ずくるアフターコロナに向け

てしっかり準備していきたいと思います。

(飯泉知事)

新しい旅の形態という事で最終的には住んでいただく。確かに仰る通りだと思

います。ニューノーマルそうした方向をしっかりと対応していきたいと思いま

す。それでは松﨑委員さんよろしくお願いします。

(松﨑委員)

NPO 法人子育て支援ネットワーク徳島の松﨑と申します。よろしくお願いいた

します。私からは二点なんですけれども、楽しみであるというか、木育の中核拠

点でもある徳島県立木のおもちゃ美術館が、１０月にオープンするという事で大

いに期待しており、楽しみワクワク感があります。これはあすたむらんど徳島の

中にできるのですが、あくまでも、あすたむらんどの一部ではなくて、独立した

ものであって、林業を体験する、林業家を育てる、木に親しむ、木とふれあい、
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木に学び、木と繋がることで、多勢の方が交流できる体験型施設であるという事

です。

実は、森林環境教育はすでに幼稚園も小学校も中学校もされたり、高校は那賀

高校、科技高、神山分校でもやってるんですけれども、以前は徳島県立山川少年

自然の家がありまして、４，５年生になると必ずそこに行く、それから６年にな

ると修学旅行に行く。必ず牟岐少年自然の家も行くという事だったんですけれ

ど、老朽化もあって山川の方がなくなっております。この木のおもちゃ美術館は

ただ遊ぶだけ、ただ賑わいだけの物ではなくて、あくまでも自然に触れる豊かな

徳島の魅力を、私たちすべての人が再発見する所ですので、授業の中でせめて義

務教育の所までは、授業の一環として食育と同じように、木育が危機にさらされ

ているという事なので、授業の中で必ず活用していただけるような施設であって

ほしいなと思います。

もう一つは学校林を持っていらっしゃる所、例えば吉野川高校や阿波高校も学

校林を持っていらっしゃいます。それがどういう役割なのか、私たちも知らなか

ったんですけれども、本当にこのおもちゃ美術館に関しては、林業体験であり、

基本理念にもありますように、徳島ならではの中核拠点。３分の４が森林である

徳島ならではの物っていうことと、県立木のおもちゃ美術館の基本理念が四つあ

るんですけど、二番目は赤ちゃんから高齢者全世代、多世代が交流できる場、そ

れから三番目は川上から川下をキーワードとして、木を使う発信拠点であるこ

と、四番目は県内の木育関連施設としてのネットワーク、全国姉妹美術館との連

携等ありますので、ここをきちんと、どこの団体が指定管理で運営されるかわかり

ませんけども、あくまでも観光課ではなく、スマート林業課の事業であることを

きちんと押さえて、遊ぶだけの場所ではないことを今後楽しみにしたいなと思っ

ております。以上です。

(飯泉知事)

ありがとうございます。あすたむらんどの 20 周年記念として。また全国初都

道府県として木育サミットを行ったそのレガシーとしてしっかりとこれからも

後世に伝えていければと考えております。それでは次に加渡委員さんお願いいた

します。

(加渡委員)

働く女性応援ネットワーク会議の加渡でございます。私の方からは DX からの

発展という事で感想を述べたいと思います。２０２１年１月から２０２６年３月

を対象といたします、自治体の DX 推進計画によりますと、目指すべき社会のビ

ジョンとして、デジタルの活用により一人ひとりにあったサービスを選ぶことが
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でき、多様な幸せが実感できる社会、という風に提示されております。この DX

をさらには、SX つまりサステナブルトランスフォーメーション、これは昨年８月

経産省の報告書にも掲載されておりますが、このサステナブルトランスフォーメ

ーションを、またさらに GX(グリーントランスフォーメーション)へと発展させる

展望とロードマップを描いていくことが必要です。

そして、これこそがまさに徳島トランスフォーメーションではないかという風

に思っております。ではそのために何が必要か。まず第一に、地域の自治力・自

立力さらには持続可能性を確保することを目的としたサステナビリティ。

次にコロナ禍で得たものを生かす力、つまりピンチをチャンスに変えて、新た

な地域づくりやコミュニケーションを創造する、創造性と革新性。そして第三に、

多様な人材が多様な場で活躍できる場を創造する、ダイバーシティとインクルー

ジョン。この３つの力こそがまさに今回示された、徳島リスタートダッシュの考

え方と一致するものではないかと思っております。働く女性応援ネットワーク会

議といたしましては、何時からでも働くことができる、何時からでも学ぶことが

できる、社会の中で一人ひとりのキャリアアップが地域の活性化に役立つことが

できる。そういうニューノーマルな働き方にトライをして参りたいと思います。

以上です。

(飯泉知事)

どうもありがとうございました。DX から説き起こしていただいて SX＆ GX。こ

れがひいては TX・徳島トランスフォーメーションへそうした方向できっちりと進

めていければと考えております。ありがとうございます。それでは次に青木さんお

願いいたします。

(青木委員)

「未知への挑戦」推進部会青木でございます。よろしくお願いいたします。ま

ずはこの綺麗な資料ですね。ギリギリまで県の皆様、本当に思いがこもった資料、

たぶん夜も寝ずにね、作られたと思っております、ご苦労様でございました。や

っぱり感染症対策です。これしっかりと飯泉知事トップリーダーとして、ワクチ

ンに向けてしっかりと全集中で取り組んでいただければと思います。コロナに関

しては若者啓発をぜひもう一歩踏み込んだ施策でプロジェクトチームを作るな

どしていただいて、啓発を少し強化していただければと思ってございます。

それで私の意見を三つございます。まずはデジタル社会の構築という視点でご

ざいます。やはりこの資料１の５ページを見ていただくと、やっぱりコロナの移

動で人の移動が、２０２０年の３月までは東京圏域の人口流入は高く水準してお

りましたが、やはり４月以降は一転して、昨年の実績に比べても大幅に落ち込ん
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でいます。そしてついにこの７月には、転出超過を記録しております。やはり景

気の停滞等がコロナの影響で東京の就業を求める若い世代の意向と、新規採用を

抑える企業の動きのミスマッチが生じてくると、やはり地方に留まる若い世代が

増えてくるという風に考えてございます。

今やるべき地方創生においては、やはりこの働き方改革の流れの中で、ここで

デジタルが出てきます。テレワーク等の分母を増やすことが、私はネットワーク

社会の利点を生かし、また居住に関わらず、徳島の地域の企業で就労できる環境

を構築して、それを戦略に反映させることが大事だという風に考えてございま

す。そのためには、地方自治体と徳島の企業の連携強化が一番であろうと考えて

ございます。特に、近年の自然災害の増加や新型コロナ感染における東京一点集

中、拠点の集中からリスクを考えると、やはり BCP(事業継続計画)を策定する中

で、拠点の分散化を模索している企業も多いという風に考えてございます。その

視点をしっかりと徳島県が捉えていただいて、デジタル社会の構築とその働く場

を若い世代へと、これを施策の中で取り組んでいていただければと思ってござい

ます。

二点目でございます。二点目は先ほどからワーケーションの話をポイントでお

話ししていただいておりますので、ポイントだけ申し上げます。ワーケーション、

実はワークとバケーションを組み合わせた造語だという風に皆さんご存知だと

思います。徳島はアワケーション。徳島で働くからアワケーション。皆さん覚え

といて下さい。アワケーションを推進しております。私の住む四国の右下の方も

しっかりとこのアワケーションに取り組んでまいりたいと考えています。やはりアワ

ケーションでしっかりと、今のコロナ禍におけるニーズを捉えて、それを関係人口の獲

得としてまいりたいと考えてございます。

その中で、観光でもう一つだけ。先ほどマイクロツーリズムですね。新たな旅行の仕

組みを県内で推進していくべきだと私は思っておりますので、またお考えいただければ

と思います。そういう中で地域の魅力の再発見。やはり地域をもう一度見直す事になる

んです。南から西、西から南、また東から南、東から西へと行く事によって、再発見に

繋がると考えておりますので、WITH コロナ禍を悲観的に考えるのではなくて、一緒に応

援するスタイルで、プロモーション等を作り、来てくれ来てくれだけではなくて、一緒

に乗り越えて、一緒に地元を応援していこうといったプロモーション的な、SNS や新た

な手法で獲得していく必要があると考えてございます。地域の繋がりを大切にした、徳

島 LOVE な社会的気運の情勢をここにお集まりの皆さんで作っていく、計画反映、挙県一

致という風に持っていってもらえればと思います。

最後にもう一点、若い世代の意見としては、先ほど徳島新聞の方がコロナ禍における

価値観の変容という言葉に故事されていました。私も実はこの価値観の変容という言葉、

若い世代もこの価値観の変容が変わってきているのをひしひしと感じてございます。昨
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年も対話集会新未来セッション 2020 や関西広域連合における若者等の意見交換会でも、

長年やっておりますと、やはりコロナ禍において、若い世代の変容、意見を聞く場、聞

いて内容の方もコロナで少し変わっているのではないかと思っております。この変容を

しっかり柔軟に捉えて、若い世代の意見を柔軟に反映させていく事が大事なんです。一

度作り、こうだというのでは無くて、年々若い世代の意見も変わってくる、また環境も

変わってくる、そういった視点を是非とも挙県一致で捉えて、徳島県が安心・安全でし

っかりとしているという事を PR していっていただければと思います。そのためには感染

症対策と経済をしっかりと活動する。この両立が私大事だと思っておりますので、ぜひ

とも WITH コロナ禍でのイベント運営もしっかりと対策をして、繋げていってほしいと心

から切に願ってございます。発言は以上です。

(飯泉知事)

若い皆様方の意見、積極的に取り入れる事のできる、進化する総合戦略として

いきたいと思います。ご協力よろしくお願いします。それではお待たせしました。

近藤委員さんよろしくお願いします。

(近藤委員)

お時間ない中申し訳ないんですが、二点申し上げたいと思います。まず一点目

ですがこちらに新次元の分散型国土と書かれていて、ちょうど２０年以上前、確

か、四全総（第 4 次全国総合開発計画）の時期だったかと、多極分散型国土を形

成していきましょう。それが本当に実現できたかなと考えると、そうでもないか

と。なぜかというと、多分、産業が東京に集中していて、それが知事はじめとし

て、皆さんが仰ったように、社会の取り巻く環境が変わってきた。人の考え方が

変わってきたという所で、本当にこの新次元の分散型国土というのは、実現可能

だと私は思っております。そのために重要なのは県と市町村の連携であるとか、

市町村間の連携、後は多様な主体の連携が必要となってくるのかなと思いますの

で、そこを県がリーダーとなっていただく、またはサポートしていただく事をお

願いできたらなと思います。

もう一点は、先ほど青木委員も仰ってましたけれども、知事と青木委員で高校

生の話を聞きに行き、対話をするという機会を頂いたのですが、その時に毎年思

う事なのですが、徳島好きなんですというのですが、なぜ若者が残ってくれない

のかを皆さんのお話し伺いながら考えていると、若者のニーズをまだまだしっか

りと捉えられていないのではないかなというところと、本当に素晴らしい県内の

企業の方々とか取り組み、仕事内容っていうのを情報としてしっかり発信できて

いないのではないかなと、そこの二点が大きな問題かなと思っておりますので、

そのあたり大学の中で取り組んでまいりたいと思います。県の方々とも連携して
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取り組んでまいりたいと思いますので是非ともよろしくお願いします。

(飯泉知事)

引き続き新未来セッションでこのあたりもよろしくお願い申し上げたいと思

います。お触れをいただきました四全総、私も書きましたので、そうした意味で

も新次元という形に入れさせていただいたという所であります。どうもありがと

うございました。また時間の関係で 5 名の代理の皆様方発言の機会がなくて大変

申し訳ございませんでした。今回いただきました各委員さんのご意見につきまし

ては、しっかりとこの総合戦略の中に生かさせていただきまして、地方創生第二

幕しっかりと推進して参りたいと思います。ここで一点お諮りをさせていただき

たいと思います。今画面に出ておりますが、この行動宣言の文案につきましてお

触れ頂いた委員さんもおられましたが、この原案でよろしゅうございますでしょ

うか。

(会場内）

異議無し。

(飯泉知事)

ありがとうございます。ご賛同いただきました。それではこの原案を取らさせ

ていただきます。それではマイクを事務局にお返しします。

(藪下局長)

ありがとうございました。皆さまにおかれましては長時間におけますご論議誠

にありがとうございました。それでは以上を持ちまして、令和 2 年度の地方創生

挙県一致協議会を終了させていただこうと思います。本日は誠にありがとうござ

いました。


