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令和３年度「地方創生“挙県一致”協議会」会議録

Ⅰ 日 時 令和４年２月４日（金）午後１時３０分～午後２時４５分

Ⅱ 会 場 ＪＲホテルクレメント徳島４階 クレメントホール

Ⅲ 出席者 （３６名中３０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、三好敏之委員、

林香与子委員、梯学委員、矢田博嗣委員、寺井正邇委員、杉本直樹委員（代理）、

野地澄晴委員、松重和美委員、儀宝修委員、影治信良委員、伊藤浩之委員、

長岡奨委員（代理）、福西康浩委員、佐藤信一委員、川越敏良委員、

米田豊彦委員（代理）、表聖司委員、岡元直委員、中山竜二委員、横石知二委員、

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、

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

改定について

議題２ 「地方創生第２幕・加速化に向けた行動宣言

～「ポストコロナ新時代｣における SDGsの実装～(案)｣について

＜配付資料＞

資料１ 「グリーン」×「デジタル」による「ポストコロナ新時代」へ！

総合戦略第２幕を進化！

（「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」改定（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～」 改定（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】改定（案）

資料４ 「地方創生第２幕・加速化に向けた行動宣言

「ポストコロナ新時代」におけるSDGsの実装~（案）

Ⅴ 会議録

＜佐々木局長＞

それでは定刻が参りましたので、ただ今から令和３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。

＜飯泉知事＞

本日は令和３年度「地方創生“挙県一致”協議会」を開催いたしましたところ、皆様
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方には大変お忙しい中、御出席いただき誠にありがとうございました。

また日頃からそれぞれのお立場で地方創生、特に今、第２幕推進に当たりまして、大

変ご尽力をいただいておりますことをこの場をお借りして厚く御礼申し上げたいと思い

ます。

さて、今まさに３つの国難、その中でも、新型コロナウイルス感染症との戦い、オミ

クロン株、１日当たり１０万人という新規陽性者を出すという形となっております。本

県におきましても、この対策、様々な角度から、第４波、第５波とは違った形での対応

を急速に進めてきているところではありますが、やはり第５波の最高のときに２万５千

人であったのが、今は１０万人ということになり、東京、大阪が２万ということになっ

てまいりますと、対策も難しくなってくるところではありますが、保健所を中心として

なんとか対応を進めているところでございます。

こうした中、地方創生という観点では、新型コロナウイルス感染症、東京を始めとす

る大都市部の脆弱性、これを特に若い皆さん方に示したところでありまして、一昨年５

月にネットアンケート調査が行われ、大都市部の若い皆さん方が地方に転職をしたいと、

３６．１％、そして９月に同じ調査が行われ、なんと６５．８％となり、これを受ける

形で全国知事会としても「新次元の分散型国土」の創出、これを大きな国家オプション

とすべきだと、内閣におきましても「新しい資本主義」の主役は地方であると。

またＤＸ、ＧＸをその中に入れました、デジタル、ＤＸ、田園都市、デジタル田園都

市国家構想、こちらを進めようということになっております。まさに地方創生第２幕、

新たな形での展開がここに始まり、大都市部の若い皆様方が将来の日本を背負って立っ

ていただくためには、地方がしっかりと彼ら彼女らにとって魅力のある場にしていかな

ければならない、大変重要なポイントに立っているのではないか、このように思うとこ

ろであります。

その意味ではＤＸ、ＧＸ、この横軸のものを、これらは徳島が全国から、そのモデル

を期待される位置にあるところであります。なぜなら、例えばＤＸ、デジタルトランス

フォーメーションでありますが、デジタル社会、誰一人取り残すことのないデジタル社

会におけるパスポートといわれるマイナンバーカード、この発行を行っているＪ－ＬＩ

Ｓ、地方公共団体情報システム機構、こちらの議長県が徳島。

またＧＸ、自然エネルギーをいかに導入し、そしてカーボンゼロ社会、どのように展

開をしていくのか。こちらにつきましても東日本大震災発災以降、エネルギーは無尽蔵

ではない、その自然エネルギー導入促進を図っていく自然エネルギー協議会、３４道府

県、１２０の企業が構成をするわけでありますが、その会長県、平成２５年１月から徳

島ということであります。

これらの立場から国に対し、また全国知事会をとおして様々な提言を行っているとこ

ろでもあります。また、こうしたことをいかに具現化していくのか、その時系列、ここ

も重要な時間軸となって参ります。

やはりこの地球温暖化、気候変動、これが災害列島を招いているわけでありまして、

まったなしということでありまして、今世界中が２０５０年カーボンニュートラル、こ

こをしっかりと支えていく。

その意味では、その前の２０３０年ＳＤＧｓ、サステナブルな社会へ１７のゴール、
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しっかりと達成しなければならない。そしてここに向けて日本が、また徳島が世界に向

けて示していく絶好の承認、これが２０２５年大阪・関西万博となるわけで、１９７０

年の大阪万博では徳島は対岸のこととして、太陽の塔、万国博覧会があるということで

ありました。しかし今回は、関西広域連合のチャーターメンバーとして、万博の誘致に

奔走したところであり、今では大阪・関西万博を成功に導く役割を担っているところで

あり、提言が実り、関西パビリオン、そして、徳島パビリオンも会場に作っていくはこ

びとなりました。

しかし、所詮ここはゲートウェイということで、徳島ではまさに、徳島県全域を丸ご

とショールームに、いわゆるパビリオン化をしていこうではないか、そしてこのゲート

ウェイから世界へ発信をする、そして世界から徳島へ、この流れを創っていく、そのた

めにＤＸとＧＸ、その最先端のものを大阪・関西万博で示していく、こうした時間軸で

いくと会議でも定めているところであります。

ぜひ皆様方におかれましては、この地方創生第２幕、東京への一極集中、これが毎年

のように東京への人口流入、その幅が毎年のように少なくなっているところであり、

２０２１年と２０１９年、つまりコロナ前と昨年を比べた、東京からの徳島への人口流

入、実はその率といったものが全国第５位になっているところであります。具体的なパ

ーセントでいいますと、１７．４％となるわけでありますが、今そうした形で東京の若

者も徳島を目指そうとなっているところであります。こうした統計数値も御記憶いただ

きまして、大所高所から、この『ｖｓ東京「とくしま回帰」総合戦略』の改定につきま

して御意見を賜りたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。

＜佐々木局長＞

それでは議事に移ります。これからの議事進行につきましては議長であります飯泉知

事にお願いしたいと思います。知事よろしくお願いいたします。

＜飯泉知事＞

それでは議事の方を進めさせていただきたいと思います。 まず最初に事務局の方から

説明をさせていただきたいと思います。

＜事務局＞

とくしまぐらし応援課長の河原と申します。資料の１から４までについて、まず資料

１については、総合戦略改定の概要版、資料２については総合戦略本体の改定案、資料

３はアクションプラン編の改定案、資料４は議題２となります、令和４年度に向けた行

動宣言案となっております。時間の都合上、議題１については、資料１の概要版に基づ

いて説明させていただきます。

それでは資料１をお願いします。３頁をお願いいたします。

本県におきましては、県を挙げて地方創生を推進するため平成２７年１月に産学官金

労言の各界代表者から成る挙県一致協議会を設置し、ＰＤＣＡサイクルによる検証と改

善を行いながら取組みを進めております。

４頁をお願いいたします。『ｖｓ東京「とくしま回帰」総合戦略』第２幕は４つの基本
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目標を掲げ、情勢の推移を踏まえ、追加拡充を行ってきております。

５頁をお願いいたします。改定の背景ですが、まずコロナ禍による意識・行動の変容

として、テレワークなどデジタル化の進展、個人や企業におけるサステナブル意識の高

まり、若者を中心とした地方回帰志向の高まりが、データとして表れております。

６頁をお願いいたします。次に「東京一極集中」の減速であります。東京圏への転入

超過は２０２０年度半減し、東京都においても２０２０年夏以降、転出超過の月が多く

なっております。また、企業の本社移転におきましても、２０２１年上半期は、転入よ

りも転出が多くなるなど、「東京一極集中」が減速して、地方への回帰の流れが生じてお

ります。

７頁をお願いいたします。国におきましてはデジタルの力により、「大都市の利便性」

と「地域の豊かさ」を融合した「デジタル田園都市」する、「デジタル田園都市国家構想」

を打ち出しております。

８頁をお願いいたします。本県におきましては、国が「デジタル田園都市国家構想」

を掲げる前から、デジタル、グリーンの両面において、全国に先駆け、先駆的な取組み

を行い、「新次元の分散型国土」創出を提言してきたところであります。

９頁をお願いいたします。そこで、総合戦略第２幕の令和４年度に向けた改定に当た

り、資料中程、赤で囲っている部分ですが、ＤＸとＧＸを活用し、地域の「学び」「働き」

「暮らし」を変革する取組みを「デジタル田園都市『徳島』進化パッケージ」として盛

り込むことといたします。

１０頁をお願いいたします。令和４年度の地方創生関連予算でございます。令和４年

度当初予算に、本年度１１月、２月補正を加え、６０９億円を計上し、総合戦略の４本

柱、「ひと」「しごと」「子育て」「まち」に関する施策を展開して参ります。また、「デ

ジタル田園都市『徳島』進化パッケージ」として展開をし、本県の先駆的取組みを更に

進化させてまいります。

１１頁をお願いいたします。このシートからは基本目標４つの主な施策と令和４年度

の施策について記載をしております。まず基本目標１、～「未来を担うひとの流れ」づ

くり～ですが、令和４年度は複業やワーケーションなど、ライフスタイルに応じた持続

可能な働き方、「サステナブルワークスタイル」の推進や大阪・関西万博を契機とした「人

の流れ」の創出や次代の人材育成を通じたＳＤＧｓの実装に取組みます。

１２頁をお願いいたします。基本目標２、～地域を支える「魅力的なしごと」づくり

～ですが、令和４年度は地球温暖化対策として、新技術開発、新ブランド創出による「持

続可能で競争力のある農林水産業」の実現を進めるとともに世界初となる「ＤＭＶ」の

本格営業運行を契機とした観光誘客を促進いたします。

１３頁をお願いいたします。基本目標３、～結婚・出産・子育て「希望がかなう環境」

づくり～については、令和４年度は、昨年１１月にリニューアルオープンした「マリッ

サとくしま」を拠点とした結婚支援の充実や、働き方改革を加速する県内企業へのスマ

ートワーク導入支援等を行います。

１４頁をお願いいたします。基本目標４、～安全・安心「持続可能な社会」づくり～

については、令和４年度は昨年１２月に策定をした、「県版・脱炭素ロードマップ」に基

づき、各種施策の推進をするとともに、「徳島医療コンソーシアム」参加医療機関におけ



- 5 -

る５Ｇ遠隔利用システムを展開して参ります。

１５頁をお願いいたします。県内市町村の総合戦略においても国の交付金や県の補助

金を活用した財政支援に加え、人的支援、情報支援により、県全体で好循環を生み出す

ようしっかりとサポートしてまいります。

１６頁をお願いいたします。ポストコロナ新時代における「持続可能性の高い地域づ

くり」を挙県一致で、徳島から実現するため、引き続き御理解、御協力をよろしくお願

いいたします。

続きまして、議題２に関する資料４、地方創生第２幕・加速化に向けた行動宣言（案）

をお願いをいたします。令和４年度におきましては、ポストコロナ新時代の到来に向け、

ＧＸとＤＸの相乗効果を発揮、進化させることにより、「徳島版ＳＤＧｓ」の実装へと繋

げていくことが重要となります。

そこで協議会委員の皆様におかれましては、１、「デジタル田園都市『徳島』」の進化、

２、「徳島版ＳＤＧｓ」の実装、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、挙県一致での行動宣言を本日宣言していただきたいと考えております。以上、

簡単ではございますが、事務局からの説明と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、ここからは委員の皆様方に御意見、あるいは質問を賜りたいと思います。

今日は説明にありましたように大きく２つの議題、「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」

の改定、地方創生第２幕・加速化に向けた行動宣言、これらを含め御意見を賜りたいと

思います。

それでは寺内委員から時計回りで本人出席の委員さんに順次御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＞

この会議においては「次代の人材育成」、「雇用創出」、「出産・子育て環境の整備」、「持

続可能な社会づくり」といった大きな４つの基本目標のもと、地方創生を進めるという

ことと認識しております。その中でも商工会議所としてはデジタル化推進などにより｢持

続可能な社会づくり｣の面で取組を進めている、さらに進めていくということで、この点

を 中心にお話しさせて頂きます。

地方の商工会議所の会員は、中小企業・小規模事業者が大多数を占め、企業として脱

炭素やカーボンニュートラルなどを明確に意識した経営に対する取組状況に温度差があ

るところかと思います。

ただ、県内でもコロナ禍でデジタル化の機運が高まり、ウィズコロナ、ポストコロナ

に対応するための企業の経営力向上の取組み自体が、ＳＤＧｓの浸透、脱炭素社会の推

進にも結果的に繋がっていることから、いかに企業に意識付けできるかが今後の浸透ス

ピードに関わってくる、課題の部分と感じています。

その点で、当所といたしましては、早くから気候変動問題を含むＳＤＧｓの理念に賛

同し、役員議員にバッジを配布したり、水素燃料に関するセミナーを開催するなど啓蒙
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活動を行ってきました。

今後も、国や県、市から示される補助金や助成金などを基に、県内中小企業・小規模

事業者のデジタル化への取組みが一層進むよう継続して支援に当たり、脱炭素社会の実

現、ＳＤＧｓの浸透、環境問題に対する意識付けを図ることで、持続可能な社会づくり

に貢献していきたいと考えております。

＜飯泉知事＞

企業におけるＳＤＧｓの浸透につきまして、よろしくお願いします。

＜岡本委員＞

行動宣言の案に「デジタル田園都市国家構想」がしっかり書かれておりまして、これ

は知事が中心にまさに徳島がいいだしたことが、国の中で。これすごくいい言葉だなと

思っています。コロナ禍の中で商工会連合会、会員数がぐーんと増えました。不思議な

んですが。何回言っても増えなかったのがぐーんと増えました。たぶん伴走型支援とい

う、寄り添って頑張っていく、そういうことが良かったんだなって思っています。

「新次元の分散型国土」というのも、これもまた徳島にとっていいなと思っています。

商工会は田舎が多いので、分かりやすくいうと、やっぱり、空気がおいしいんですね、

徳島は。人口密度が一番少ないところは那賀町が11人、北島町は2600人と多いんですけ

れども、トータルとして、空気がおいしい、酸素がいっぱいある。そのことをまさに分

散型国土として、更に訴えていただければありがたいものだな、と。

やっぱり大学も徳島に行ってもらおう、企業も徳島に就職してもらおう、そのことも

我々もしっかりＰＲしていかなければいけないと思っています。この前の「大阪・関西

万博」のときに時間がなくて言えなかったのですが、三好長慶を大河ドラマに、という

ことで、ＮＨＫにお願いに行ってきましたが、まさに関西広域連合の最初からのメンバ

ーとして徳島県が入って、「大阪・関西万博」の、その道というか、三好長慶が織田信長

に先駆けること、ちゃんと天下を取った、その道がほとんど同じなんですね、万博と。

というわけでこれを活かしていただければありがたいかなと思います。

＜飯泉知事＞

ありがとうございます。確かに、戦国時代の最初の天下人、三好長慶、その治めた地

が関西広域連合のエリアというお話をいただきました。ありがとうございます。

＜布川委員＞

中央会の布川でございます。今、岡本委員からもありましたけども、とくしま回帰、

以前から徳島へ定住を促進するということで取り組んでいただいたことが、かなり実を

結んでいると、それをまた今後更に加速させていくと考えられていると思うんですが、

夢を持って、徳島の空気はおいしい、食べ物はおいしいということで、徳島に来て、当

然定着していただくのはいいんですけれども、夢破れて、これはちょっとちゃうかった

かな、と帰られる方も中にはいると思うんですね、それってなんでっていうことを、き

っちり検証して次に繋げると、そういうことをしていただくことによってですね、更に
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とくしま回帰がパワーアップするんじゃないかという風に思いますので、来た方が全て

定着していただくといい話なんですけれど、やはり中には夢破れてというか、思ってた

んと違うと帰られる方も中にはいるんだと思うんですね。それの理由をきっちりウォッ

チしてＰＤＣＡを回すという、これをぜひお願いします。以上です。

＜飯泉知事＞

はい、ありがとうございます。とくしま回帰、その実現に結びつく、そうしたための

分析もしっかりと、といただきました。ありがとうございます。それでは次に三好委員

さんお願いします。

＜三好委員＞

経済同友会の三好でございます。先ほど岡本委員から話がございましたが、今年は三

好長慶生誕500年ということもございますし、また2025年には大阪・関西万博がございま

す。経済同友会としましても、三好長慶のＮＨＫの大河ドラマ誘致に向け、一緒になっ

て進めていきたいと考えています。本日は、総合戦略第2幕を読ませていただきました。

現在は、知事がこれまで進めてこられた環境都市・徳島ということを具体的に自走化

させていく時代だと考えています。経済同友会としましても委員会による調査研究を進

める中で、徳島らしい、魅力ある徳島を作っていくために、どのような形で進めていく

のがいいのか、提言させて頂きたいと思っています。

また、グリーン社会の実現に関しては、具体的に期限が決まったところで進めていか

なければならない、そうした中で産業界として実際にそれを進めていく過程で、新しい

マーケットが生まれるのではないかと考えており、積極的に取り組んで参りますし、全

面的に協力させていただきます。よろしくお願いいたします。

＜飯泉知事＞

お話いただいたＧＸ、そしてＳＤＧｓ、更にはカーボンニュートラル、確かに新しい

ビジネスチャンスとなるところでありますので、ぜひこれからも御協力よろしくお願い

します。それでは次に林委員さんお願いします。

＜林委員＞

私の出身地、岡山県倉敷市、総社市というのが出身地に近いところなんですけれども、

この総社市っていうのが今岡山県でもすごく人気というか、住んでみたい町になってい

て、どうしてかというと、田舎は田舎なんですけれど、若いお母さん方、子育て世代に

すごい人気がある、高瀬川という川の流域には、農産物、特にお米もおいしいといって、

昔から知られていたところではあったんですけれども、若い人たちの人気を得ていると

いうことが最近の注目の的になっている。

お金だけではなくて、いろんな地域での助け合いとかもひっくるめて温かい町という

ので、総社市というのが注目され続けて、ここ何年か人口が増加している、というので

古里を思ったときに嬉しい気持ちになっております。こちらも勉強するところあるかな、

と自分自身も考えているところでございます。
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＜飯泉知事＞

ありがとうございます。確かに子育て世代に人気のあるところがサステナブル、長く

息の長い対応になる、若い皆さん方に人気のある徳島、総社と言われるようにしたいと

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お願いします。

＜梯委員＞

日本旅行業界の梯でございます。今回のコロナ禍におきまして、人流のストップとい

うのが、いかに日本の経済に影を落としたか、ということが実証されたんではないかな

と思っております。

ポストコロナということで、晴れてコロナが終息した暁にですね、どういう形で人流

を日本各地にと思っておるんですけれども、徳島の場合は、１億人の日本人に１回来て

いただいて１万円のお金を落としていただく、ということではなくてですね、徳島のこ

とをよくよく理解していただく、本当に徳島の街というものを、好きになっていただく、

１千万人の人に１０回、２０回と足を運んでいただく、なお、かつ１０万、２０万と多

くのお金を落としていただく、そういうことをこれから観光の分野では考えていかなく

てはならないと思っております。

そのためには、文化であったりスポーツであったり深く深く、この徳島に根を下ろし

たものを全国に発信をするということが非常に大切になってくると思っております。で

すので、ＤＸ、ＧＸというデジタルのインフラを使って全国へ情報発信をする、また世

界へ情報発信をする、その上で文化、スポーツということで何回も何回も足を運んでい

ただけるコンテンツというものを作り上げていただけたら、と思っておりますので、よ

ろしくお願いします。

＜飯泉知事＞

徳島ファンを作る、そしてこの皆さん方にリピーターとしておいでいただく、そのポ

イントはコンテンツとしての魅力ある文化、スポーツといただきました。ありがとうご

ざいました。それでは次に矢田委員さんお願いします。

＜矢田委員＞

観光協会の矢田でございます。とくしま回帰を図るために 観光を司っている人間は

「住んでよし、訪れてよし」の地域づくりという話をよくされる方がいらっしゃるんで

すけれど、やはり住む前に一度訪れるという瞬間が必ずあって、いきなり初めてのとこ

ろに住んでしまうということにならなくて、一度訪れてみるというワンクッションがあ

ると思いますので、徳島を訪れてみるんだ、訪れてみたいと思わせるということも、定

住を促進すると同時に、同じ以上に、来ていただくきっかけづくりが改めて大事なんだ

なと思っております。

私の全国の友人の中でも、徳島といったら阿波踊りといった風なイメージしか持って

いなかったりする方が多かったんですけれども、昨今でいうと知事の全国知事会として

の露出がアップしたり、先日のＤＭＶの開業など、全国ニュースで流れたものですから
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いろんな方から私の元に、そんなのができたんだねと多くいただいたので、全国に目立

つ話題づくりも引き続き、どんどん打ち上げていかなければならないんだろうなと、思

っております。

その中で、三好長慶の話になりますけれど、ちょうど今年が1522年3月10日生まれとい

うことでして生誕500年ということでございまして、この話題をぜひ徳島を訪れる話題づ

くりとして全国にＰＲするポイントになればなという風に思っております。

＜飯泉知事＞

定住をしっかりと定めるためにはやはり、訪れてよし、ここがポイントということで

魅力ある様々なコンテンツの発信、いただきました。ありがとうございます。それでは

続いて寺井委員さんお願いします。

＜寺井委員＞

農業会議の寺井でございます。基本的には先ほど説明をいただきましたとおり、徳島

の農業を含めてありがたいなと感じておるところですけれども、ただ１点農業会議等々

で問題になっているのが、太陽光の問題でございまして、農地は御存じのとおり荒れて

る部分ですとか、お米が安くなったというとこでそういうことが進んでいくわけでござ

いますけれど、安易にそういう方向に向いてほしくないなと思っております。

やっぱり農業というものを生産していく場合、その一番大事なのは農地でございます

けれど、農地をいかに守っていくかということは非常に大事なことだと思っております。

特に自給率の問題、食料安保の問題等々が出ているわけでございますが、それを安易に

太陽光、特に営農型太陽光等々の話もあるわけでございますが、現実には農家自身が営

農型の太陽光をやるのではなくて、農地を貸して、いわゆる電力を売る会社がそれを使

ってやっている、本当に農家にプラスになっているのかという部分もあるわけでござい

ます。

せっかくこういう機会でございますけれど、しっかりとバランスの取れた施策を進め

ていただければ非常にありがたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。

＜飯泉知事＞

今のテーマ、全国でも問題になっているところでありまして、太陽光発電、確かに伸

びしろがあるわけでございますが、それでありがたい農地がなくなってしまう、逆に耕

作放棄地が進んでしまう、土地が荒れる、これでは本末転倒という実態をいただきまし

た。ありがとうございます。それでは次に野地委員さんお願いします。

＜野地委員＞

徳島大学の野地でございます。徳島県をいかに発展させるか、大学の役割は非常に重

要だと思っておりまして、それを使命に感じております。

その中で今回強調したい点が２点ありまして、１つは、徳島県の方から地方大学・地

域産業創生事業ということで、次世代ＬＥＤ等を活用した新製品を開発し、県内の光・

半導体産業の活性化を図るということで養成をすることがうたわれておりまして、まさ
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にかなり重要な部分を徳島大学が担わなくちゃいけないと思っておりますので、気を引

き締めて活性に努力していきたいと思っております。

また知事がいつも言っておられますように、一極集中を避けるために、やはり例えば

若者が地方にちゃんと定着する仕組みということで、大学の定員増というのをおっしゃ

っていただきまして、来年度は実現できるよう努力したいと思っております。

そういう中でＤＸもＧＸも大学として非常に重要なテーマでございますので、全力を

挙げて取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。ありがとう

ございました。

＜飯泉知事＞

新次元の分散型国土の創出、その３本柱の具体的なものとしての地方の大学の魅力向

上、定数増と、ぜひ全国の大学の中で第一番目に徳島大学定員増となりますように、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。それでは次に松重委員さんよろしくお願いします。

＜松重委員＞

四国大学の松重です。最初に知事が言われたように大きな方針としてＤＸ、ＧＸそれ

からＳＤＧｓがあるわけですけど、これは大学もそうなんですが、若い人がそういう意

識でやるというのがこれから重要になると思います。県としてもされてるんですけれど

もう少し若い人が、教育機関にもこのようなものを進める具体的な策を予算の中に盛り

込んでいただくのが効率的な予算の執行になるし、普及効果は大きいと思います。

それからもう一点は、とくしま回帰ということで、中央から、今議論ありましたよう

に、特徴ある、魅力ある県じゃないと来ません。いろんな調査があるわけですが、その

中に、躊躇してるのが、文化と教育、それから子育て支援に対するものが決して飛び抜

けていいというわけではないという、そのあたりがあると、教育もデュアルスクールと

いうのがあります、特徴、だけどもう少し教育の充実、そういったところと、若い人が

楽しむといいますか、そういった面では文化ということで今、新しいホールの建設が始

まろうとしていますけれど、まだまだちょっと時間があります。

だから若い人が徳島の豊かな自然の中で暮らす、文化を楽しめる、これは規範的なと

ころなんですが、消費者、若い人目線をもう少し施策の中に盛り込んでいただければと

思います。

＜飯泉知事＞

ＤＸ、ＧＸあるいはＳＤＧｓ、確かにこれに親和性が高いのは若い人の皆さん、おっ

しゃるとおりだと思います。そのための誘導の例えば色々なツール、この仕組みをしっ

かりと提言いただきました。また都道府県の魅力度アップという中で先ほど林委員さん

から、子育てが一つと、それから教育の充実、更には文化といった点、若い皆さんとの

親和性もそこだという点をいただいたわけであります。どうもありがとうございました。

それでは次に儀宝委員さんお願いします。

＜儀宝委員＞
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先ほど御説明にもありました、また、委員の皆様方からもお話がありましたように、

地方創生のキーワードはやはりデジタルとグリーンだと思っております。学校として地

方創生に何ができるかと考えたときに、学校の役割というのは地方創生を担う人材の育

成であると思っております。全国に先駆けて、本県ではＧＩＧＡスクール構想を小中高

の児童へ１人１台のタブレット端末、また高速、大容量の通信環境が広域に設備されて

おりまして、本当にありがとうございます。

このような恵まれた環境を活用して、小中高のそれぞれの発達段階に応じた徳島なら

ではのＩＴ人材の育成をしたらどうかと思っております。いわゆる徳島版のＩＴ人材、

ＤＸ人材の育成、例えば小中学校の義務教育段階であれば、全ての児童にプログラミン

グ教育が実践されておりますので、それを通してＩＴ人材の裾野を広げる、高等学校段

階では、生徒の興味関心に応じて、例えば工業高校、農業高校の専門的なところへ行っ

て、より高度な教育を通してＩＴ人材の育成に取り組んだらどうかと考えております。

今現在の企業の中にもＩＴ人材を求めるところは増えてきております。今後そういっ

た企業はどんどん増えてくると思いますので、県内のＩＴ人材を求めている企業に、Ｉ

Ｔ教育を受けた児童・生徒達がそこで働けるような環境を整えたらどうかと思っており

ます。スマート農業、本県農業高校ではそういった取組をしているんですけれど、やは

りロボットであるとかＩＴであるとか、また、教える人材がなかなかいなくて立ち止ま

っているところもありますので、そういうところを御進展いただいたらと思っておりま

す。

＜飯泉知事＞

ＤＸの推進にはＩＴ人材というお話をいただきまして、それを小中高、特に専門高校

では、例えば徳島大学の生物資源産業学部、地方創生枠という形で専門的な現場の知識、

これを持ちながら、大学で更なる高等教育を受けることができる、とおっしゃっていた

だいて、この流れ、これからもしっかりと進めていけたらと思います。ありがとうござ

いました。それでは、影治委員よろしくお願いします。

＜影治委員＞

この地方創生が広まったきっかけは増田寛也さんの「地方消滅」であったと認識して

おりますが、そこから始まった東京一極集中からの脱却ということで、今新型コロナで

我々非常に苦労しておりますけれど、一方でそれが追い風になって地方の良さが見直さ

れているということが、地方回帰に繋がって、とくしま回帰に繋がっている、語弊があ

るかもしれないが、いい環境にあるのかなと思っております。

そんなときに徳島県に来ていただくというのは市町村のどこかに来ていただくという

ことになるので、徳島県と市町村が一体となって、同じ方向を向いて進んでいくという

ことが、大きく推進力になると考えております。その中で我々に何ができるのかといい

ますと、それぞれの地域、地域というのは市町村でありますけれど、その土地の良さ、

眠っているものもあるでしょうし、芽を出しているものもあるかもしれません。そうい

ったものにしっかりと磨きを掛けることで徳島県以外のところから選ばれる町、市、村

といったものをしっかりとやっていく、そのことが徳島県の移住にも繋がっていくと考
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えておりますので、県と一体となって市町村はやっていくということに変わりはないの

ですけれど、その中で県とやっていけるような会議であったり、協議の場でしっかりと

やりながら、県の施策を我々市町村がしっかりと受取りながら、意見交換しながら、県

と同じ方向を向いてやっていく、そういったことで良くしていきたい、そのような仕組

みづくりといいますか、そういったことがここには書かれていないけれども、そういっ

たことを実装していく中でやっていただけたら我々もしっかりと取り組んでいくという

ことに変わりはありませんので、よろしくお願いします。

＜飯泉知事＞

県と市町村がしっかりとスクラムを組んで共同歩調で、そこが結果として魅力のある

徳島県、こちらに繋がってくるんだと、いただいたところです。ありがとうございます。

それでは次に伊藤委員さんお願いします。

＜伊藤委員＞

徳島労働局においては、地方創生総合戦略、基本目標２を中心に県庁や地方自治体、

各関係機関の皆さんと協力して進めていきたいと思っております。現状を見てみますと

国難である人口減少、高齢化などによって、働き手の層が年々減少してきているところ

でございます。コロナ禍にあっても、企業の皆様とお話すると人手が不足している、人

材が不足しているという声もよく聞いております。

こういった中、先ほど知事のお話にもありましたけれど、地方移住の関心の高まり、

学生の地方回帰という動きもあります。こういった中、県外の徳島で働きたいという方

々に対しまして、仕事についての情報提供、支援について何が効果的か、しっかり考え

て、現在は県とお話させていただいているんですが、県、自治体、関係者の皆様と協力

しまして、積極的に実施していくことが重要と考えております。

また、県内においても、労働局においては、人材不足分野への労働移動の促進、高校

や大学と連携して、学生また未就職で卒業した方々への積極的な支援、子育て中の女性

への支援であるとか、また、介護をされている方々が仕事ができる、そのまま続けてい

けるための支援、また、高齢者の活用促進、非正規雇用労働者のステップアップ、こう

いったことに力を入れて仕事ができる層をどんどん厚くしていきたいと思っております。

またテレワークの導入促進により、働きやすい環境整備を進めていくことをぜひやっ

ていきたいと思っております。これらによって、あらゆる方々が働くことが可能となる

環境を整備して、働きたい思いを持つ方々、また人材を求めている企業の方々を支援し

てまいりたいと思っております。

今後とも関係者の皆様方と連携させていただき、各種取組を進めてまいりたいと思い

ますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。

＜飯泉知事＞

徳島県内の企業がいかに魅力的であるのか、また移住促進するに当たって県の施策な

ど、ぜひ徳島労働局としての発信よろしくお願いします。ありがとうございます。それ

では福西委員さんお願いします。



- 13 -

＜福西委員＞

徳島県さんのＧＸ、ＤＸの取組は４７都道府県の中でもかなり踏み込んだものと思っ

ております。そうした中、日本銀行としましても特にＧＸに関わる民間金融機関の融資

につきましては、ごく低利のバックファイナンスを付けるという政策を先般始めたとこ

ろでございますので、皆様御活用いただければと思います。その上で問題意識を共有す

るという観点で二つばかり、質問させていただければと思います。

今日の資料の１０頁のところにあるんですけれど、２９６億円もの予算をＧＸ、ＤＸ

に投入されるということですけれども、ここに掲げられているもの全部足しても２０億

ぐらいにしかならないと思うので、これ以外にも多数のプロジェクトを想定されておら

れるということだと思います。これからっていう局面でありますので、立ち上がり局面

で公的資金を投入するっていうことは非常に意義あることだと思うんですが、５年１０

年、長期にわたって助成金がないと成り立たない事業というのは、それこそ持続性が疑

われるということになりかねません。そういった観点は必要になってくると思いますが、

そのあたりどのように御認識でしょうか。

２つ目の御質問ですけれど、一つのプロジェクトで水素カーを促進するというのがあ

りますけれど、今、世界で車の主流はＥＶ車になっていくと思いますが、その中で水素

カーを併存利用されていくかどうかというところだと思うが、あえて徳島県としては水

素カーをターゲットに促進されていくというのは、どのような御認識で後押しされてい

くのかという点をぜひお伺いできればと思います。

＜飯泉知事＞

２点御質問をいただきました。まず始めのＤＸＧＸ足し上げということで、もちろん

これは一部しか記載してないわけですが、おっしゃるとおりで、公の自治体、団体、あ

るいは国もそうなんですが、いろんな業界を支援する場合には、未来永劫補助金がなけ

れば一本立ちできない、そうしたいわゆる後年度負担が膨大になるものに対して予算を

付けるのは厳禁なんですよね。委員がおっしゃったようにスタートアップとして、なか

なか企業の皆さんにとってみると採算が見えない、これを最初からやってくれというの

は難しい、そうしたものに対してインセンティブとして導入する、あるいはある一定の

期間、自走するまでの支援、そしてその後自走、と。

こうした形で我々としてはやはりターゲットとしては、３年から５年ぐらいをターゲ

ットとして、後は自走していただくと、そうしたスタートアップ、あるいは自走までの

間の支援、こうしたところを心がけているところであります。またＥＶとＦＣＶ、この

話がありました。確かに世界的に見ると今の流れはＥＶへと。しかし電気をどう作って

いくのかという話になると、化石燃料使って電気つくると意味が無いですよね、という

ことで世界中では水素、アンモニアを始めとして様々な媒体を活用して、そして自然エ

ネルギーでこれらを生み出していく、あるいは使う、こうした点がポイントとなります。

その意味では日本としては、どちらかというと自動車メーカー、ＥＶは、必ずしも世

界の最先端をいっているとは限らないんですね。しかしＦＣＶ、これは自動車だけでは

なくて、これからバス、あるいはトラック、フォークリフトといってますが、あるいは
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船ですね。

なんといっても海、ここは無尽蔵の、水素のエネルギー、燃料となっているわけです

から、日本が世界に冠たる技術としては、ＥＶよりはＦＣＶ、こちらである。もちろん

ＥＶ、リチウム電池は日本が、ということなんですけども。そうした点から徳島として

は、平成２７年１０月から水素グリッド構想、国に先んじる形で日本の冠たる技術をし

っかりということで、触媒ということでもこれを進めているということになります。以

上です。

＜福西委員＞

ありがとうございました。

＜飯泉知事＞

それでは次に佐藤委員さんよろしくお願いします。

＜佐藤委員＞

まずは令和３年度の新型コロナ対策につきまして、刻々と状況変わる中でございまし

たが状況変化に応じて、新規施策や補正予算なども活用しながら、必要な対策をきめ細

かく柔軟に実行されていたとの認識でございます。

令和４年度は国の中小企業政策でも、コロナ対策に留まるだけでなく、新たな日常へ

の構造変化を図るチャンスだと捉えて、グリーン分野・デジタル分野を含めた成長の後

押し、事業承継などの御支援、地域医療・地域産業のＤＸ推進への取組が掲げられてい

るところでございます。

県内の事業者からもコロナ禍における原燃料高、資材不足といった問題があって苦し

んでいるといった現状を踏まえまして、新たな設備投資に踏み切るための各種補助金・

助成金に対する期待が少なからずございます。

グリーン分野・デジタル分野における先行県・徳島ということで今後一層のＧＸ・Ｄ

Ｘの推進、地域活性化に向けた積極投資のきっかけづくりとしても今年度同様に引き続

き各種施策の着実な実行と柔軟な対応をお願いしたいと思います。日本公庫といたしま

しても県の施策と連携しながら様々な課題に取り組む事業者の御支援などを、地域活性

化に向けて貢献していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。

＜飯泉知事＞

それでは、ＧＸ、ＤＸ事業者の皆様方の御支援よろしくお願いします。それでは次に

川越委員さんお願いします。

＜川越委員＞

基本的に、とくしま回帰総合戦略、ＧＸ、ＤＸの取組に相乗効果を発揮して取り組む

総合戦略、基本的に了という理解をいたします。その上で補強する立場で３点申し上げ

たいと思います。基本目標１、ひとの流れづくり、これまでの皆さん方からも魅力ある

徳島をどうつくるか、ということが御意見出されました。私も同様でございます。
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１０頁にございますように、地元に親しみを持つとか地元の企業を知っていたとか、

そういう方々が将来的に戻る人が多いんだよという理解をいたします。そういう意味で

は２４頁、あわ文化の伝承という項目がございます。その中で、先日の大阪・関西万博

の際にお話をしたいと思っておったんですが、その文化の中で四国遍路ですね、お接待

という文化、支え合う、助け合うという利他という精神、これは伝承すべき文化ではな

いかと、このことをしっかりとアピールするような場があってもいいのではないか、そ

んなことも思いますし、中高生に対する教育もいかがかなと感じています。

２点目として、基本目標３、結婚・出産・子育て「希望がかなう環境」づくり、です

が、４７頁に子育てサポート推進とありますが、トータルサポート、ワンストップサー

ビスでできる窓口、要するに道案内役を作るというのはいかがかと感じました。やはり

皆さんもお話あったように若い世代がいかに定着を図ってもらうかということで、子ど

もの子育て、教育、そういうところだと思います。待機児童をゼロにする、あるいは認

定子ども園の設置ということがうたわれています。そのとおりだと思います。それには

市町村と連携しながら、例えば市の機関は待機児童ゼロですよ、希望する人は皆さん入

れますよ、というのが一つのうたい文句となるような、そういう市町村との連携で進め

ていく必要があるのではないか、そういう意味では市町村との連携の中でもメリハリを

付けて、支援ということも記載いただいておりますので、議論いただいてもいいのかと

感じております。

52頁には、きめ細やかに手をさしのべる社会の実現、の項目として、子どもの貧困対

策のことなど記載されており、このことについて評価させていただきたいと思います。

引き続き、自立支援、就労支援を強力に推し進めながら地域の底上げを図っていく、私

どもも取り組みたいと思います。よろしくお願いします。最後に基本目標４、安全・安

心「持続可能な社会」づくりにおきまして、ダイバーシティとくしまの実現、男女共同

参画、あるいは健康な高齢者、障がい者、外国人が暮らしやすく活躍できる社会の実現

ということがあります。ある会で留学生の就労支援という中である企業さんから、安く

なるんですか、という発言があったんですが、外国人の就労支援とともに県内企業、経

営側にも意識改革が求められる時代になってきている、やはり共生であったりパートナ

ーという見方、外国人労働者は安いんだという意識ではこれからの社会は成り立たない、

そのあたりの意識改革を含めた支援が求められると思いますので、今後とも検討いただ

けたらと思います。

＜飯泉知事＞

ありがとうございました。それでは次に表委員さんお願いします。

＜表委員＞

地方創生に当たって徳島の魅力の発信が重要だと発言がいくつかありましたので、私

の立場から動画コンテンツに絡めてお話をしようと思います。私どもですね、毎週日曜

日の朝７時４５分から「さわやか自然百景」という番組を放送しております。

１月２３日、この日は海部川について放送しました。放送後、私の方に、県内の方か

らはもちろんなんですけれども、徳島県外の方からもかなり反響が寄せられまして、寄
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せてくださった方、皆さんおっしゃるのが、あんな綺麗な川が徳島にあるのか、という

のが一つと、あんな鮎がたくさんいる川は見たことがない、というこの二つなんですね。

川というのは徳島で生まれ育った方からすると、日常、いつも目の前にあるものかと思

いますが、ただそれが違う立場の方から見ますと、非常にお宝、貴重なコンテンツとい

う風に映るということだと思います。恐らく海部川だけではなくて、こうしたお宝とい

うのはまだまだ徳島にあると思っています。

それは自然だけでなくて、食もそうですし、文化もそうですし、伝統工芸もそうだと

思います。私どもは、そういうものをこれからも探してどんどん放送を通じて発信して

いこうと思うんですけれども、なにぶん放送に携わる人数、要員がそんなに多くないも

のですから、徳島全部をくまなく探してお宝見つけるというのはなかなか難しいところ

があるというのが正直なところです。

ですので、皆様方のお力をお借りして、皆様のお住まいの所とか生まれ育ったところ

とか知り合いがいる地域、そこに今申し上げたような、そこにいる方にとっては当たり

前だけど、ちょっと見方を変えれば非常に感動するようなお宝を探していただいて、見

つかりましたらぜひ教えていただければと思います。そういうものを私どもは放送を通

じて発信することによって、徳島の地方創生に、少しでもお役に立てていければと思っ

ておりますのでよろしくお願いします。

＜飯泉知事＞

ぜひ皆様方も徳島のお宝、ＮＨＫ徳島放送局の方へお寄せいただければと思います。

それでは次に岡元委員さんお願いします。

＜岡元委員＞

徳島県の地方創生に関連したものを、県民の皆様にできるだけ分かりやすくお伝えす

るのが仕事でございます。そのためにここへ来ております。

本日若い記者も来ておりますけれども、おそらくこの数ある資料、なかなかまとめる

のは難しいので、行動計画を中心にまとめさせていただこうという考えております。最

近思うんですけれども、最近の若い人は、長いと絶対に聞いてくれない。ニュースも絶

対聞いてくれません。住みたい徳島とか働きたい徳島とか、短くてインパクトのある言

葉を連ねると、それが一番若い人に情報を聞いていただけるのかなと最近思っておりま

す。この行動宣言もよくまとめていただいて、記事も書きやすいと思うんですけれども、

記事を出すときに短くてインパクトのある言葉を、もちろん個々の施策は詳細な資料で

議論していただいて結構なんですが、そうした方が若い人にどんどん伝わっていくんじ

ゃないかと、個々の資料とは別にそういうのを作っていいのではないかと思いましたの

で、御提言させていただきます。

＜飯泉知事＞

放送用にというのは短い言葉というのがインパクトがあって、若い世代に十分に響く

ということでありましたので、我々としてもしっかりと心がけてまいりたいと思います。

ありがとうございます。それでは中山委員さんお願いします。
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＜中山委員＞

神山ではまるごと高専の来年４月開校を目指しておりますが、こちらが開校されれば

毎年４０名の若者が全国から集まってくると、そのように思っております。

当然学生だけではなくて、その家族、知人、友人も徳島を訪問するのではないかと思

います。神山は豊富な田園資源とシニア人材がありますので、学生だけではなく、その

周りの関係人口も取り込んでいくようなファンづくりに取り組んでいきたいと思います

ので、引き続きよろしくお願いします。

＜飯泉知事＞

全国初、私立の高専、サテライトオフィスの皆さんが中心となって立ち上げていただ

くこのまるごと高専、県としてもしっかりと応援させていただきます。ありがとうござ

います。それでは次に横石委員さんお願いします。

＜横石委員＞

上勝町の取組はＳＤＧｓ、地方創生の部分で最近特に注目度が高くなってきています。

令和３年度の「ふるさとづくり大賞」内閣総理大臣賞をいただきましたけれども、これ

は町長を中心にサステイナブル社会を環境問題を中心に目指してきた成果が認められた

と住民も大変喜んでおります。先日私もワシントンポストの取材を受けましたけれども、

海外から見ても非常に注目度が高い、ということで大阪・関西万博に向けて、徳島県の

核になるんじゃないかと、思っています。

しかし上勝町は人口が1500人足らずで四国の中で一番少ない町です、このコロナによ

って私自身もどうやったらいいのかということが明確に見えてきました。それは変化が

あったことによって、こうしなければいけないということが分かったことが良かったな

と思っております。目指すところはやっぱり1000人になっても、若い人が４割、中堅が

３割、高齢者が３割、バランスのある地域が作れればいいと思っております。

今は上から６、３、１です。このバランスを数ではなくて、コロナも一緒ですけれど

数を中心に動いてますけど、実際はもっと中身、現実的なものを捉えていかなくてはい

けなくて、1000人でも４、３、３になると、そこに住んでる人はすごい幸せな暮らしが

できると思っています。それをどう作るかということになってきますと、農業でもそう

なんですけれども、これをこうすればできるというのが、完全に分かってきました。例

えば、一人でも農業やってくれる仕組みを作る、ＩＣＴを使えばできるような時代がき

ています。一番私がやらなければいけないことは、今は上の６割の、高齢者の考え方が

地域を作っています。それを４、３、３にするということ。この下の４というのが、ち

ょっと極端ではありますが、異次元の世界に近い価値観だと思います。働き方もそうで

すし、生活でもあったり、暮らし方であったり、私から上の年代であったら、信じられ

ないような価値観を持っています。これを理解するといってもなかなか難しい点がある。

でも４、３、３を作るための、４を中心として作るのであれば、この考え方を分かり合

えるような形の地域をどうやって作るか、小さなコミュニティがいいと思います。小さ

なコミュニティの中で役割分担をするのがいいと思いますけれど、このあまりに違う価
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値観を分かり合える、認め合える社会、これをやっぱり地域コミュニティとして、作る

というのが絶対条件になるんじゃないかと思っております。

そのためには自治体自体がＩＣＴで繋がる社会を作り、それを理解させるという仕組

みを作らなければ、たぶん昔のように回覧するとか、現場に行くとか、そのようではた

ぶんできないという風に思っています。

この中にある新たな処方箋という言葉が非常に印象的ですけれども、まさに新たな価

値観を認め合う、そして処方箋というのが、高齢者の持つ考え方を改めるというか、高

齢者の持つ価値観の良さを引継ぎながら、若い人の考え方を取り入れていくというのが、

私なりに最後の挑戦としてやり抜きたいなと思っております。これができると町は本当

に小さな幸せを感じてくれる、どこにも負けない上勝町になると思っていますので、ぜ

ひ応援していただけたらと思っています。

＜飯泉知事＞

どうもありがとうございます。それでは次に連記委員お願いします。

＜連記委員＞

県の人口が２３年連続減少しており、少子化や人口流出に歯止めがかからないことは

那賀町においても同じ状況であります。今私の地域には全校生徒９人という小規模校の

平谷小学校があり、この４月は新入生がゼロで、７人の子どもたちだけになります。総

合戦略の基本目標では、新しい人の流れづくりの中でデュアルスクールによる地方と都

市相互の人材育成が掲げられています。住民票を異動させることなく、都市圏の小中学

生が、徳島県内の公立学校へ参ることができるというものであります。

ちょうど私の孫、小学１年生と３年生の２人の孫も７００人のマンモス校の西宮の小

学校から転校してきて、１年半ではありましたが、平谷小学校で過ごすことができまし

た。子ども時代の大切な時間を平谷地域の伝統文化や風習に触れ、四季折々の行事に参

加し、田舎ならではの遊びや山や川の恵みを体験し何よりも地域の人たちとの温かい心

の繋がりができました。那賀町ではこれまでも山村留学制度を設けておりますが、来年

度からは那賀町ふる里留学制度がスタートすることになっております。

この制度は３つの留学制度があり、一つ目のふる里回帰留学制度は、両親のふる里の

いずれかが那賀町であること等が特化した条件であります。深刻化する少子化に対応す

るため、町外や県外からの小中学校に就学する子どもの増加を目指していくものであり

ます。平谷小学校においても統廃合の問題は避けては通れない喫緊の課題であります。

平谷小学校のみならず県下の小学校においてもこうした差し迫った状況は、今後も続く

と思われます。ぜひとも県においてもふる里回帰を継続して推進していただければと思

っております。

もう一点でありますが、放置された空き家対策についてであります。長年放置された

空き家があり、トタン屋根が剥がれ雨漏りがしており、台風のときなどを考えると、近

所の方にも大変迷惑なこととなっております。空き家対策特別措置法では、特定空き家

等として指定されたときは、所有者に対して行政は修繕、撤去の指導、勧告等ができる

となっております。相続の際に相続登記の手続きができておらず現在の所有者が分から
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ない空き家や連絡が取れない所有者があり、また未登記の空き家も存在しており、行政

としても所有者が特定できず、法律に基づく対応が取れない状況です。

今後過疎化、高齢化が進み、空き家がますます増えることが予想されます。過疎地域

の人たちが住みやすい環境の中で生活していくためには、ぜひ県や国の方で対応してい

ただきたい問題の一つだと思っております。

＜飯泉知事＞

ありがとうございました。それでは、植田委員さんお願いします。

＜植田委員＞

観光関係の観点からお話させていただきたいと思います。観光業界は非常に厳しい状

況であるということ、それと併せて将来的には地方の大きな課題であります人口減少、

我々の大歩危祖谷地区の、事業消滅といった大きな課題を抱えております。

先ほど知事もお話をされておりました、そうはいってもコロナによって分かったこと、

地方のチャンス、これは我々も同様に思っております。徳島県が得意とするところでい

いますとＳＤＧｓであったりとかサテライトオフィス、もちろん海、山、川の自然の環

境ということで、これからの観光のあり方ということで、徳島県はしっかりやってきた

わけでありますけど、その先を見据えた、さらにそこに住みたいというところまで一気

に進むか、ということをやっていくべきだと思います。

そうした中で例えばワーケーション、こういった言葉が出てくるわけですけど、例え

ば淡路島、この前大きなインパクトがあったんですけど、やはり地方の魅力といったも

のをアフターコロナに向けて、更にそこに住みたいと言ったところまでやっていくべき

と我々も気づいたところでございます。

そして、復活の、アフターコロナの狼煙としてやはり、２０２５年大阪・関西万博だ

と思っております。先ほど総合戦略の中でもありました、例えば、インバウンド、これ

は飯泉知事の御尽力の下、徳島空港の国際ターミナルが完成したわけでございますが、

今後日本人の減少、これはイコールお客様の減少でございます。

今は大変厳しいんですけれど、後々は当然海外からのお客様、ここが一つのターゲッ

トになっていくわけですので、今後に向けて徳島のあり方というと、やはり国際化、国

際感覚を養うということが大変重要になってくると思います。世界から見てサステイナ

ブルが非常に進んでいる県、これが徳島県であるということを、ぜひ我々観光業界とし

ても尽力していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

＜飯泉知事＞

どうもありがとうございました。それでは次に松﨑委員さんよろしくお願いします。

＜松﨑委員＞

１０月２４日に開館した徳島木のおもちゃ美術館へは、約３か月で3,000人の来館者が

来てくださっています。私は県外なので、徳島の魅力は、徳島と言えば阿波踊りという

イメージがあったんですけど、今回、徳島木のおもちゃ美術館の館長を仰せつかりまし
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て、徳島の魅力を存分に味わわせていただいているところでございます。自然の豊かさ

とか食材であったりとか、伝統文化であったりとか、改めて学ぶことができて徳島って

いいとこやなと。私たち木のおもちゃ美術館の役割ってすごく大きいなと思っておりま

す。

皆さん入られる方が、すごい、素晴らしい、徳島と思えん、徳島にこんないいものが

できたんやね、自慢したくなるわ、という声をたくさん聞きますので、その木のおもち

ゃ美術館からの発信する徳島の魅力発信というのはかなり大きなものがあるかなと思っ

ております。それで「赤ちゃん木育ひろば」というゼロ歳から、赤ちゃんから利用でき

る、シニア世代の人も皆さん笑顔になれる場所、先日９９歳の人が木のおもちゃ美術館

オープンのニュースを見て、ここに来たいと言われて、７５歳の娘さんに連れて行って

ほしいと言われて来られました。

ゼロ歳から人生１００年ということで、１００歳まで楽しめる美術館ということであ

るんですけれど、もう少し伸ばしてもいいんじゃないかと思っております。木のおもち

ゃ美術館から徳島の魅力を発信していきたいと思います。ありがとうございました。

＜飯泉知事＞

どうもありがとうございました。それでは加渡委員さんお願いします。

＜加渡委員＞

「デジタル田園都市『徳島』進化パッケージ」という言葉に大変感銘を受けました。

徳島版ＳＤＧｓ実装の取組について１点御提案させていただきたいと思います。それは

様々なＳＤＧｓのターゲット、指標を徳島版としてローカライズしなければならないと

いう点です。現在グローバル企業から大手企業、中小企業に関して、サステイナブルシ

ートのチェックシートが作られておりますが、それぞれの項目といいますのは、かなり

汎用的なものです。それを見ますとこれからの地方の経済活動を維持するためには、と

にかく地方の中小企業がその業態に応じたＳＤＧｓを実装できるかどうか、ここにかか

ってくると感じております。

だからこそ、その地域に応じたローカライズされたターゲット、指標というのを徳島

版として早く策定することが求められるという風に感じております。現在社会はこれま

でどおりの延長線上ではない、予測が不可能ないわゆるVUCAの時代と言われております。

このVUCAの時代であるからこそ、これぞ徳島というＳＤＧｓが実装できる、ローカライ

ズされた一つの指針というのを打ち出すときが来ているのではないかと感じております。

＜飯泉知事＞

ありがとうございました。それではお待たせしました。最後になります。青木委員さ

んよろしくお願いします。

＜青木委員＞

二点申し上げます。まず一点目は、皆さん魅力ある県というフレーズがたくさん出て

くると思います。
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皆さんもちろん魅力ある県であると認識していると思いますが、私は魅力というのは、

身近な地域の地域課題や、課題解決を創出して解決しないと魅力に結びつかないと考え

ています。そのためには徳島県が設置している規制改革会議等でそういった地域の課題

をしっかりと出し、また持続可能な地域づくりに落とし込む、そのために共有すること

が、このスライド最後にもありましたように、新時代における持続可能性の高い地域づ

くりが全てだと、それがＧＸやＤＸに繋がるというプロセスだと認識しています。

もう一点、若者世代の御意見ですが、若者世代から御意見を聞いて、取り入れて、実

感体感できるような施策を持っていかないと、若者世代に響きません。それとＰＲに関

しましてはＳＤＧｓを引き続きフル活用お願いします。

それともう一点、会議などで若者の意見をよく聞いてますと、やはり夢と希望を持っ

て選んではくれますけど、やはり一番大事なのは、労働局さんもおっしゃっていただい

た地域を支える仕事でございます。仕事がないと来ないんですよ、仕事、仕事、仕事。

これにしっかりとテレワークやアワーケーション、ワーケーションを掲げた入口、それ

をしっかりと伝わるような施策を盛り込んでほしいなと思います。

最後の最後、大阪・関西万博でこの間、海上交通についての話をしたら、既に報道さ

れていて、知事さすがだなと、びっくりした次第であります。ぜひとも海上交通、高速

船を使って、ＤＭＶで県南へ来てください。それからＦＣＶですね、船の水素があるの

でしたら、間に合わせて走らせてくださるよう、よろしくお願いします。

＜飯泉知事＞

どうも皆さん方ありがとうございました。今日皆様方からいただきました貴重な御意

見を総合戦略策定に活かしていきたいと思います。

あと一点、資料の４、行動宣言の文案につきましては、これでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。それでは案の方を取らせていただきます。

今日は皆様方に時間を大幅にオーバーして御意見を賜ったところでありました。どう

もありがとうございました。

これからも地方創生・第２幕、そして２０２５年大阪・関西万博がまずはターゲット

となりますので、これからもどうぞよろしくお願いを申し上げまして、今日の令和３年

度地方創生“挙県一致”協議会終了とさせていただきます。御協力どうもありがとうご

ざいました。


