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司 会

徳島県では、東京には無い徳島ならではの価値を磨き、より魅力ある徳島の創

造に向けて、昨年９月に徳島県共通コンセプト「vs東京（ブイエス・トウキョウ）

を宣言した。

このコンセプトに基づいて、徳島を変えていくため、まずは我々徳島県庁の意

識改革を進めていこうということで、先月、県庁全職員を対象に、「未来の徳島」

と題し、これからの徳島をどうしていくか、というアイデア募集を行ったところ。

その結果、職員４８５名から７９５件のアイデアが寄せられた。

本日、数々のアイデアの中から、特に、徳島県庁の未来を、これから担う「４

０歳未満の若手職員」の方々を選抜し、３名の地域活性化に取り組む方々や、vs

東京を検討したタスクフォースも交え、庁内の職員の皆さんと一緒に、今後の徳

島づくりを意見交換するためのワークショップとして、開催することとした。

※各発表ごとにコメンテーター３名からコメント

大南氏

○「釣り天国」阿波徳島

○徳島ＤＡＳＨ村・島特区構想

・ 一つ目の話題では、過疎地の経済の活性化、二つ目は農山漁村再生モデ

ル地域を目指す、とのことだが、あまり形から入らない方がいいのでは。

形から入ると、それに対するどういう条件整備を行うか、どういう予算

を・・・という従来型のものになってしまう可能性がある。

・ 本質的に人はどうして特定の場所に集まっていくかというところを考え

ていくべき。必ず人間は面白い、わくわくするところに集まる。そういう

場所を作るためにどういった仕掛けをしていくかが一つのポイントになっ



てくる。

・ いかに人の流れを作るかというのが原点。

・ 釣り天国については、関西にターゲットを絞った点が面白い。誰でも来

てくださいとすると曖昧で、ぼんやりしたものになってしまう。絞り込ん

だところで、濃い人に来てもらう考え方が大事。

・ 資料中、有毒魚について触れているのは、職場の関係もあってか、現場

感覚なのが面白い。

・ 徳島を応援したいという人の中でもバーチャルな人、徳島に来たことは

ないが興味があるという人を発掘していく必要がある。

・ 徳島ならではのライフスタイルの発信を中心に考えていけばいい。

・ 神山にサテライトオフィスの改修工事をクラウドファンディングで行っ

ているところがあるが、何かをやろうというときに、これはあり得ないだ

ろうとしてアプローチするとうまくいかないので、とにかく柔軟に、何で

もありという発想で始めることが大事。

○マチアソビ大学

○世界標準の観光圏～vs京都

・ 徳島の認知度が低いのは国内であって、海外の目で見れば、香川も徳島

もさほど変わらないのでそういう視点で見てみると良い。

・ アジア中国の旅行者が殺到している現状だが、彼らの嗜好は変わってく

ると思う。今の彼らの姿（電化製品を爆買など）は昔の日本人と同じ。今

の日本人はヨーロッパのアグリツーリズムに参加するなど文化旅行者・生

活旅行者になっている。そういう意味で、これからの中国・アジア旅行者

もそういう風に嗜好が変化してくる。そのときにどう徳島が迎える体制を

整えておくか。一番いい例が、祖谷のアレックスカー。彼が、1970年代の

ような風景の良さを言い続けて、ようやく県民にも浸透してきた。それに

より新しいインバウンドの形もできてきた。

・ 今、昔とは異なることの一つにネット環境があり、そのおかげで旅行者

のスピードも速くなっている。

・ 今徳島がやるべきコトは、徳島大学の真田先生がされている石積み保存

の取り組みのような景観が外国人を引きつけることになることに気づくこ

と。

・ 徳島県が目指すのはトーマスクックではなくロンリープラネットに掲載

されること。無理に買い物目的の旅行者を取り込もうとするのではなく、

文化やアニメなどのソフトを地道に積み上げていくことが大事。



○徳島の林業は３Tだ

・ キネトスコープの廣瀬さんは大阪から移住で徳島にやってきたデザイナ

ー。大阪でいるときの神山のイメージは自然がいっぱい。ところが神山に

来たら、間伐されない杉がいっぱいで、地元の人の話によれば30年前と比

べて鮎喰川の水量が4分の1になった状況。そこで廣瀬さんは、自分のデザ

イナーとしての力を使って、間伐材を利用する方法を考え、神山の水を増

やせないかと考えた。まずやったのは杉でタンブラーなどの器を作ること。

ところが、杉や山のことを少しでも知った人であればそれは無理だという。

杉は堅いのですぐに折れてしまい無理だと言われたが、廣瀬さんは特殊な

ウレタン加工を施して普通の軽くて堅い器を作ったという話があり、これ

は専門的な知識を持たない人が、まっさらな目で物事を見たときに、新し

い発想がうまれるということ。

・ そんな状況の中、今度は、廣瀬さんは、カネイズミさんという方と仲良

くなり、その方が、廣瀬さんと仕事をしたことで物事の見方が変わりまし

たとおっしゃっていた。こういうところがいろいろなブレークスルーを起

こすのではないか。

○水中・空中から徳島を実況

・ 先日、神山に来た方が、地元の空中地図を作ろうとドローンを飛ばして

いて、非常に面白い取り組みで今後の可能性も秘められたものだと思う。

・ 先日東京の会議に出席した際、Wi-Fiの先進地として知られている福岡県

の例で、Wi-Fiが使える駅でも、次の駅に移動するとまた認証を受けなけれ

ばならない状況で当初スタートしたが、現在は、一度登録すると6ヶ月間使

用できるようになっている。

・ 行政だけでやろうとするのではなく民間にも助けてもらうべき。また、

地域振興に必要な3つの要素として「よそ者・若者・馬鹿者」がある。もう

一つ、必要な要素として「本物」がある。この本物をありのままで発信し

ていくことが重要。例えば、ブロガーを呼んで、PRしてもらうという方法

があるが、これはある意味作為的なので、こういったことはやめて、来た

人が感じたコトをそのまま発信してもらうことで、問題の解決につなげて

いくことが重要だと思う。

○柚を美容ブランドに・阿波木偶人形をゆるキャラに

・ イタリアの食後酒にレモンチェロというのがあるが、徳島大学の真田先

生もよくイタリアに行かれている。おそらく、酒税法の問題もあるかもし

れないが、この分野に興味のある松浦さんなんかに相談してもいいと思う



ので、積極的にやってもいいのではないか。

・ 徳島県内の飲食店で食事すれば必ず柚チェロが置かれているみたいなイ

メージでいけば新しい切り口で面白いと思う。

・ ゆるキャラ自体は私は常に否定的。簡単に物事を動かそうという、ちょ

っといやらしい、当たれば儲けな感じがするから、もう少し本物を作って

いく必要がある。

○バーチャルよりも本物志向天然プラネタリウムを見に行こう

・ 本質的なところでvs東京に通ずる、徳島ならではの価値を打ち出してい

くもの。

・ 神山塾では、厚労省の事業で6ヶ月間の職業訓練をやっている。第１期生

の女性で６ヶ月間の研修を終えて、どう変わったかと聞いたら、東京でい

るときは仕事が終われば今日は何を食べようかなと考えていたが、徳島に

来てからは、下宿に帰ってきてたくさんのいただきものがあるから、今日

は何を作ろうかという発想に変わった。というように本質的な話だと思う。

・ 東京はお金でチョイスできる選択肢があるが、田舎は自分で作り出す必

要がある。だから、都会ではプラネタリウムに行くということになる。そ

ういう意味で、本物をみせるということ。そして実際にできることですの

で、まずは２、３人集めて出向いて発信していく。最初はなかなかこの情

報が伝わらないが、地道にやれば伝わっていくことを認識してやっていく

必要がある。

青木氏

○「釣り天国」阿波徳島

・ このアイデアは釣りが好きだからこそ出てくるアイデア。

・ 釣り人口、釣り市場は非常に大きく、県南には有名な釣り場があり、釣

り人課を作るというのは非常に先進的。従来の堅いイメージの課名でない

ところがおもしろい。

・ 大会、全国レベルの大会を行うなど流れを作っていくことで、観光や宿

泊にもつながっていくと思う。

・ ウキを作るなど、非常に高価な道具を使うプロもおられるので、道具や

その製造にも着目してもらうと、産業にもつながる。

・ 教育の視点でも、どんな魚の種類があるのかなど、子どもや家族への広

がりも入れられるとプロセスとして面白いと思う。

○徳島ＤＡＳＨ村・島特区構想



・ 全国ネットの放送を一発目に是非呼んで、大きく打ち出してから絞ると

いうのもひとつのやり方で、多少失敗してもいいので、楽しくやっていけ

ばいいと思う。

○マチアソビ大学

・ 学ぶ場＋ビジネスの視点がいいと思う。アニメファンはお金を持ってい

ると思うので、そういうところに目をつけていくことはいい。そうするこ

とによって徳島にもアニメ文化ができていって欲しい。

○世界標準の観光圏～vs京都

・ 阿南市出身ということで四国の右下も世界に訴えるコンテンツがあるの

で、南部西部一致団結してvs京都をしていきたい。そのためにもインフラ

整備は重要で、海外から直接徳島に入れるということは大事。

・ そういう意味でチャーター便の視点。それから四国新幹線。これも必要。

また、クリエイト部会でも提案している「徳島-徳之島線」のように、海外

だけでなく、国内の離島とも繋ぐようなインフラ整備も大切だということ

も加えておきたい。

・ 「vs東京」でなければ、「vs京都」だったんじゃないかなと個人的には考

えている。

○徳島の林業は３Tだ

・ 那賀町の若手による林業プロジェクトに山武者があり、イケメンで若い

方のイメージが定着している。そういう風に、林業のイメージを３Kから３

Tにとあったが、まさにそのとおりで、そうしたものが重要。

・ 人材育成の視点からも技術者を育成したり、機械の操作も含めて相応の

期間が必要。そのためにも、林業が注目されるようなチームを作り、県南、

県央、県北へと広げていくことも一つ。

・ 林業に対しては、体験型ということを考えていく必要がある。また環境

面の視点から林業を考えることも大事。

○水中・空中から徳島を実況

・ ドローンの空撮、阿南高専のユウキ先生が災害時の活用に取り組んでい

る。徳島の観光につなげる、魅力有る遺産等の撮影。長崎の軍艦島の映像

などもネットでみたことがあるので情報発信にも活用できるものと考えて

いる。

・ ウェアラブルカメラ、これは釣りに活かせる。釣りメーカーとのマッチ



ング、することでうまくビジネスモデル化出来るのではないか。

○柚を美容ブランドに・阿波木偶人形をゆるキャラに

・ 徳島大学の新学部と連携して、成分・効能を研究して美容に特化してい

けばいいのでは。また、研究をさらに進めて医療にも広げていけばいい。

・ さらに医療から介護の世界にも、広げる視点を持っていただければなお

いい。

・ 人形浄瑠璃、これも面白い。子どもや若者に響けばいいかなと思う。

○バーチャルよりも本物志向天然プラネタリウムを見に行こう

・ 山の上の周りに光がないところのほうが星が見えやすいという視点であ

れば、是非県南の山も含めて展開していただければと思う。

・ 天然プラネタリウムがあるということを都会の子育て世代に対して、き

ちんと脳の専門的な視点から説明いただいたのは納得のいくプレゼンだっ

たと思う。

内藤氏

○「釣り天国」阿波徳島

・ 釣りの団体としても釣りの裾野を広げたいが、情報発信がうまくいって

ないと聞く。釣りを始めたい人はいるがどう始めたらいいか分からない。

周りにいたとしても本気過ぎるのでなかなかとっつきにくいという初心者

ならではの声もある。

・ そういう意味では青木さんのお話のように教育の中に組み込むと面白い

と思う。牟岐少年自然の家で体験してきたようなことができればおもしろ

い。

○徳島DASH村・島特区構想

・ クラウドファンディングのように直接支援はできないが応援したい人は

寄付をするというようなことをイメージされていたと思うが、DASH村に限

らずふるさと納税などのように徳島県全体でクラウドファンディングのよ

うなことをやっていくのもいいと思う。

・ 青木さんのように一発目に全国放送を持ってこようという意見もあるが、

逆に地元局（四国放送）ゴジカルでゴジカルファームという農家を紹介す

るコーナーができたので、そうした中で小さく始めるというのもありでは

ないか。



○マチアソビ大学

・ 東京に無くて徳島にある魅力の一つとして生活費が安いということがあ

る、周りの学生でも生活費が安いという理由で徳島に来た人もいる。マチ

アソビ大学ができれば、クリエーターとしての活動で生活費にゆとりがで

きることもあると思うので、そういった意味でも面白い。

○世界標準の観光圏～vs京都

・ 資料にある「恋成たらいうどん」はわたしが運営する徳島活性化コンテ

ストによる企画。もともと何もないところにも楽しそうなことをやれば人

は来るということがある。そもそもたらいうどんを食べる年齢層が５０才

以上ということもあり、若者をひきつけることを考えた中でできた企画。

他の札所においても周りの何かと結びつけることで、「るるぶ」や「じゃら

ん」などの旅行雑誌の目にとまることがある。

・ ラフティングは、日本で唯一レベル４に認定されている吉野川。ニセコ

からラフティングの勉強に来る人もいる。ニセコはセレブやリッチが訪れ

る場所であり、そういうところと姉妹都市などで組むことで、夏はラフテ

ィングやパラグライダーに来てもらうというやり方もあるので、アウトド

アの王国徳島として売り出してもいいかと思う。

○徳島の林業は３Tだ

・ 女子目線でいうと、林業は遠いイメージなので、女性に対して、林業と

いうよりは、もう少し大きく「山」「森」という視点で行けばいいのかなと。

・ 最近徳島大学でも「狩りガール」というのを作って狩りに挑戦する女子

を集めているので、そうした中でプラスアルファで山・森に関する何かを

やっていくのも入りやすくていいのではないかと思う。

・ ツリーハウスのお話のように、体験から、山や森に近づいていく発想も

面白い。

○水中・空中から徳島を実況

・ 世界的なドローン先進県として、徳大の三輪先生も先日の防災コンテス

トでも最優秀賞を取られていたので、南海トラフ巨大地震が危惧されてい

る徳島としてもいい取り組み。

・ 先日もマルシェでドローンが飛んでいたが、保険の問題とかも課題にな

ってくる。それをきっちり徳島県として定義していくことは大事かなと思

う。



○柚を美容ブランドに・阿波木偶人形をゆるキャラに

・ 是非すぐにでも商品化して欲しい。工学部のメカガールの女子とコラボ

して徳島から木頭柚の発信ができればと。那賀町の仲間・岡田君に頼んで

柚はたくさん用意してもらって。まずは試供品を作ることから、実際でき

ると思うのでやって欲しい。

・ 木偶人形も面白いと思いますし、ここまでやるなら木偶人形にロボット

ダンスをやってもらう。おもいきりはじけた路線で行ってもらえたらと思

う。是非ゆるキャラのイメージができたらまた見せてもらえたらと思う。

○バーチャルよりも本物志向天然プラネタリウムを見に行こう

・ まず私は子どももいるので、星をみることでこんな影響があるというこ

とで勉強になった。都会にいる徳島出身の友達や子育て世代に教えたいと

思う。

・ 予算をあまり掛けずに、体験ツアー的としてやれたらなと思う。

・ ここをもう、プロポーズの聖地として言っちゃっていいのではないか。

（コメンテーター以外からの意見）

森口氏（タスクフォース・ドローイングアンドマニュアル）

・ 発表者それぞれのバックボーンを少し解説いただくだけでも面白いと思

う。つまり、工藤さんのように保健所の方からこういう発想がでたという

のが非常に響いたわけで、こういうアイデアがいろいろと出てくることが

見えるだけでも、勢いのある県に見えると思う。

唐津氏（タスクフォース・ドローイングアンドマニュアル）

・ ８つのアイデア全部やればいいのにと思う。

・ 今回たくさんのアイデア、７９５件でましたが、どうせなら全部やれば

いい。８件であれば、１発当たるかもしれないし、０かもしれない。逆に

７９５発打てばもしかしたら１００発当たるかもしれない。

・ そういう風にやっていけば徳島県変わったなとなると思う。今の段階で

は、プランナーの視点でいうとまだゆるいなと思うので、もう少し、ゴー

ル設計とか実現のためのプロセスを考えながらやっていく必要がある。そ

の結果、いま考えていることとはおそらく全く違う物が実現されるんだろ

うなとは思う。

・ できあがるものはそれぞれの個性や趣向で変わってくると思うがそれは

それで良くて、何かができあがったことと、それぞれの達成感が残るとい

うことを念頭においてやっていくことが大事。私もプランナーであり、タ



スクフォースの一員として、何でもおっしゃっていただければと思う。

（まとめ）

大南氏

・ 日経新聞（4/21）に、ディズニー・ピクサーの創業者エド・キャットム

ル（アナ雪でディズニー映画を復活させた）の記事で、物事には正しいや

り方があるという考え方は捨てた方がいい、最初に立てた計画がそのまま

いくということはない。これまでのディズニーは、彼らは完璧な計画をた

てるという不可能なことにのエネルギーを使い過ぎているということが書

かれていた。

・ ものごとを始めると予測しない出来事が起こる。結局、やることによっ

てそこに起きてきた現象にあわせて自分達がうまくいく方向を見つけてい

くことしかないと思う。

・ 神山グリーンバレーのモットー「やったらええんちゃうん」と言うよう

に小さな実験を繰り返し、それを膨らませていけば社会を動かすことにな

る。とにかくやってみたらいい。

・ 今回８件が選ばれていて、皆これがいいものなので選ばれていると思っ

てるだろうが、ざるの状態で選ばれている可能性も非常に多いと思う。見

逃しているものもたくさんあると思うので、それぞれやることで、きちっ

とやって現象を捉えて膨らませて面白い方向にいけばいいと思う。

司 会

たいへん示唆に富んだアドバイスありがとうございました。今日のワークシ

ョップを一つのきっかけとして、今後、「vs東京」を先導する「徳島県」として、

更なる職員の意識改革の徹底、組織全体の活性化を図って参りたいと考えている。

また、奇抜なアイデア、斬新な企画については、「県政全般の活力」として注入

するとともに、本日参加いただいた皆さんの意見を踏まえて、リニューアル・モ

デルチェンジを図りながら、今後県が策定をいたします地方創生の総合戦略や、

県政の新たな行動計画等の展開を図る中で、その「要素」「着想」を活かしていけ

ればと考えている。

「vs東京」のコンセプトを胸にしっかりと刻んで、徳島が、日本を先導してい

けるように、一緒に頑張りましょう。

本日はどうもありがとうございました。


