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徳島県 地方創生推進課

加 藤 貴 弘

徳島の地方創生～徳島は宣言する vs東京～

～徳島の地方創生を読み解く１０のクエスチョン～



１ 「地方創生」とは何か

Ｑ１ 「地方創生」とは何ですか？

Ｑ２ 「地方創生」の目指す姿とは？

「我が国全体の低出生率」

「大都市圏の超低出生率」プラス
「首都圏への人口の一極集中」
により、人口減少社会へ
いっそうの「拍車」！

活力ある地域社会の創造へ！

合計特殊出生率
１．４２

合計特殊出生率
東京 1.15（全国47位）
神奈川 1.31（40位）
千葉 1.32（39位）
埼玉 1.31（40位）

地方創生

東京一極集中の是正 人口減少の克服

「ひと」
生み、育てやすい環境づくり、人材育成

「しごと」
雇用の確保、新産業創出

「まち」
持続可能な社会づくり

好循環

「「しごと」と「ひと」の好循環
それを支える「まち」づくり



Ｑ３ 徳島県の人口ビジョンを教えてください

とくしま人口ビジョン

１９９９年以降、人口減少
が連続し、

現在「約７６万人」

合計特殊出生率は、
回復傾向にあるものの、
２０１４年（概数）

「１．４６」
で「自然減」が継続中

現状分析

「社会減」についても、

減少傾向にあるものの、
継続中

国立社会保障・人口問題
研究所の推計による本県
の２０６０年の人口は

「約４２万人」

１９８５年には
「約８３．５万人」

将来展望

地方創生の推進により、人口減少に歯止め！

【自然動態】
合計特殊出生率の改善

２０２５年 １．８０へ！
２０３０年 ２．０７へ！

【社会動態】
転出超過（社会減）の解消

２０２０年 転出入を均衡
２０２５年以降

転入超過を目指す

２０６０年に

「６０～６５万人超」
の確保を目指す！



Ｑ４ 「東京一極集中」はそんなに進んでいるのですか？

戦後から現在まで、東京都の人口は、右肩上がりで上昇を続け、およそ「４倍」に膨れ上がっている

昭和20年
349万人

昭和39年(東京五輪）
1,064万人

平成12年
1,200万人突破

平成26年
1,338万人高度経済成長を支える

企業・工場の
「東京一極集中」
昭和37年には世界初の
1千万人都市へ！

国全体の人口が減少局面に入った現在にあっても、東京の
人口は上昇傾向にある

平成に入って、バブル経済の崩壊後も、特に、若者を中心と
した東京への人口流入は陰りを見せず増加を続ける

「東京一極集中」の社会構造を是正し、
個性を活かし、多様性を育む「国づくり」の必要性！－４－



２ 「vs東京」とは何か

Ｑ５ 「vs東京」とは何ですか？

都市住民に、地方の良さへの「気付き」を！

徳島県民に、郷土の豊かさへの「誇り」を！

東京から、人・モノの「とくしま回帰」を！

東京一極集中から分散型社会の実現へ！

concept１ concept２

大都市の象徴 ・ 東京にない価値を、「徳島の魅力」 として発信！

徳島県の政策全般の「共通コンセプト」として、平成２６年９月９日策定 H26.9.9 記者発表

サテライトオフィス誘致企業と
県若手職員「タスクフォース」

のコラボレーション

DRAWING AND MANUAL

菱川勢一氏

タスクフォースによる検討状況



エッジの効いたフレーズで、観る人の胸に突き刺さるコンセプトは、全国的な反響を巻き起こす！

全国ネット等のメディアを席巻！徳島からの情報発信に大きな「ＰＲ効果」を発揮！

大手検索サイト
「Ｙａｈｏｏ！」 トップページに！

「検索急上昇ワード」！

H26/9/13、
9/19

コンセプト動画 ポスター 名刺
阿波和紙に

藍染め

職員名刺を
「vs東京」で統一

表

裏

「ＹｏｕＴｕｂｅ」
再生回数
１０日間で１０万回！

H26.11.12 東京ＭＸテレビ
「TOKYO ＭＸ ＮＥＷＳ ＮＥＸＴ」

H26.10.22 テレビ朝日「ワイドスクランブル」 H26.11.13 NHK「おはよう日本」

そのほか、
テレビ朝日「スーパーＪチャンネル」
ＴＢＳ「Ｎスタ」
よみうりテレビ「ミヤネ屋」
ＮＨＫラジオ「ラジオジャーナル」

等で取り上げられるとともに、各種紙媒体での情報発信を
展開！

H28.4.1～ホントに都会じゃなきゃダメ！？

H27 じゃらん3月号

H26.9.17 ＭＢＳ「ちちんぷいぷい」

再生11万回！



Ｑ６ 徳島が持つ「強み」とはどんなものでしょうか？

徳島の有する「強み」を、１０のメッセージの凝縮！

徳島が誇る１０個の光。これを絶やさず、さらに輝かせることをここに宣言します！

仕事からの平均帰
宅時間No.1

18:02

いろどり
葉っぱビジネス

地デジ活用
災害情報発信！

女性社長率
全国トップクラス

青色ＬＥＤ
発祥の地

日本の台所徳島

世界に誇る
あわ文化

発心の道場

ＣＡＴＶ普及率4
年連続NO.1



Ｑ７ 東京と敵対するのですか？

舛添都知事との「vs会談」

2014年、徳島にとっての、

今年の漢字は「対」
対決の「対（たい）」でもあり、
一対の「対（つい）」でもある

「対決」で「切磋琢磨」

「一対」で「未来創造」

東京五輪での連携

首都圏の高齢者問題

東京への観光客の
地方への誘導

徳島を知り、価値を産み出し、それを伝えることで、徳島が変わり、東京が変わり、日本が変わる。
徳島県共通コンセプト「コンセプト・シート」より

東京は、「徳島ならでは」の価値を発信するための比較の対象であるとともに、東京の有する様々な
課題について、徳島が、一体となって解決していくことで、日本全体の課題解決をつなげていく、との
「理念」が、本コンセプトには込められています。

大都市に今後発生する「課題」を、「課題解決先進県・徳島」が先んじて解決！

H26.12.12都庁にて



３ 「地方創生の旗手・徳島」

Ｑ８ 課題解決先進県とはどういうことですか？

① 過疎化・人口減少に直面

◆限界集落の割合 ３５．５％
全国平均 （１５．５％） の２倍以上

◆限界集落の割合 ３５．５％
全国平均 （１５．５％） の２倍以上

◆市町村の半数以上を占める過疎地域
５４．２％ （１３／２４市町村）

◆市町村の半数以上を占める過疎地域
５４．２％ （１３／２４市町村）

空き家や遊休施設が急増

② 急速に進行する高齢化

◆２０２５年、全国で団塊の世代が
７５歳に到達 （２０２５年問題）

◆２０２５年、全国で団塊の世代が
７５歳に到達 （２０２５年問題）

◆徳島県では、２０２０年、
６５歳以上人口がピークに！
（２４．７万人 （県人口の３４．２％））

◆徳島県では、２０２０年、
６５歳以上人口がピークに！
（２４．７万人 （県人口の３４．２％））

社会保障費（医療､介護）が急増

③ 地上デジタル放送への移行 ④ 南海トラフ巨大地震への対応

◆地上デジタル放送への移行（H23.7.24）◆地上デジタル放送への移行（H23.7.24）

区域外波の受信が困難に！

アナログ時 NHK２波＋民放１波
広域関西４波＋その他３波

デジタル時 NHK２波＋民放１波 のみ

１０波 → ３波へ

◆ 「南海トラフ巨大地震」
今後３０年以内 Ｍ８～９

◆ 「南海トラフ巨大地震」
今後３０年以内 Ｍ８～９ 発生確率

７０％程度

【本県被害想定（最大）】 県人口の

避難者数 362,600人 ４６％
死者数 31,300人 ４％

甚大な被害予測

全国に先駆けて、課題に直面する「課題先進県・徳島」



「ピンチをチャンスに！」課題先進県から、「課題解決先進県」へ！
～先進事例の一例～

Ｈ１４年１月「全県CATV網構想」発表
→Ｈ２２年度末に県下全域で整備完了

① 地デジ対応

③ ＩＰ電話網の充実

④ 地域情報の発信

② ブロードバンド基盤 ＣＡＴＶ世帯普及率
88. 6％

４年連続
全国１位

【全県ＣＡＴＶ網構想】

いろどり農家 サテライトオフィス

コールセンター
データセンター

ひかり王国・徳島、全県「光ブロードバンド」化

様々な課題解決
のツールに！

地域医療の拠点整備「県立４病院」化 山に雇用を！林業の「成長産業」化

地方独立行政法人 徳島県鳴門病院

都道府県初の社会保

険病院の引き受け

H25.4～

県北部＋香川東部・淡路

をカバーする地域の

中核的病院へ！

県土の７５％を森林が占める「森林大県・徳島」

管理放棄されていた「森林」が、貴重な「資源」に！

高性能林業
機械の導入

林業プロフェッ
ショナル養成

林業従事者数 Ｈ１７：604名 → Ｈ２２：837名

特に３５歳未満の若者は倍増！（６３名→１２６名）

若手従事者「山武者」



Ｑ９ 地方創生というのは、国主導で展開しているのでしょうか？

地方創生の合い言葉「知恵は地方にあり」、それは徳島から始まった！

現場の課題 ＋ 徳島の知恵

国における新たな「制度創設」などを提言

従来の予算配分を求める「要望・陳情」型の提案は、
平成22年度より「完全廃止」
すべて、国への新たな「制度創設」などを提案する
「政策提言」へ切り替え

課題解決に向けた具体的「処方箋」を徳島から政策提言

「政策提言」は、「徳島のお家芸」！

月刊ガバナンス（ぎょうせい）H26・9月号より

徳島県から国への「政策提言」を実施

Ｈ２３ １４１件
Ｈ２４ １６０件
Ｈ２５ １５２件

政策提言数（実績）

国の政策への反映率６５％（H25実績）
H30までに80%を目標

国と地方が「対等」であるという「地方分権」の理念に基づき、地方から国に対して「政策提言」を実施！



本県の政策が「ジャパンスタンダード」に！「地方創生の旗手」として、徳島が国を先導！

地域商品券の発行

消費税増税（８％）による県内消費の腰折れを防ぎ、経済の好循環を創出のため、１０％のプレミアム付き
商品券「阿波とくしま・商品券」を市町村・商工団体と連携し発行

総務省家計調査で、昨年４月の徳島市の平均消費性向１３４．９％は全国５２都市の中で第１位！

地域限定券により

地元商店の利用を

促進

全県共通券により

消費者の利便性に

配慮

政府のＨ２６「地方創生交付金・先行型」の目玉事業に！１セット

サマータイム導入

東日本大震災後の電力需要の逼迫
を見据えた「節電対策」と、新たなラ
イフスタイルの確立に向けて、徳島
が全国に先駆けて導入！

２０１１年～
スタート

霞ヶ関におけるサマータイム（ゆう活）は本年（2015）スタート



４ 「地方創生」から「日本創成」へ

Ｑ１０ 徳島における今後の「地方創生」の展開を教えてください

１ ひと

転入・転出者数 ： 現状1,723人
の転出超過 ⇒ 均衡へ(2020年）

サテライトオフィスのさらなる展開

目 標

希望出生率(１.８)を叶える（2025年）

テレワーク導入による新たな働き方
「徳島モデル」を創出

目 標
雇用創出数：５年間で４,０００人

６次産業化ビジネスモデルの構築

目 標

２ しごと

４ まち３ 子育て 好循環
目 標

徳島版地方創生特区：５年間で１０区

「未来エネルギー」への挑戦

「地方創生“挙県一致”協議会」を核に戦略を強力に推進！！

「
新
未
来
と
く
し
ま
」
の

創
造

「
新
未
来
と
く
し
ま
」
の

創
造

「産学官金労言」の代表者
地域・住民の代表者で構成

人口減少の
克服！

東京一極
集中是正！

１２８のＫＰＩを設定

vs東京「とくしま回帰」総合戦略［2015～2019］
H27.7月策定



65歳以上人口 ： 徳島県のピークは2020年
（全国では2042年）

・ ニーズ調査
・ モニターツアー

→ 県南部・西部を視察

H26
年度

ターゲットは 「首都圏」

介護職員（対生産年齢人口比） ： 全国5位

「日本版ＣＣＲＣ・
徳島モデル」 実現へ

高齢者はじめ、世代に応じた視点で、意欲的な
「ひと」 を呼び込む！

徳島の地方創生①～とくしま回帰の推進～

徳島「ゆかり」の方の里帰り

H24.3～ 首都圏ＩＣＴ企業を対象に本格展開
H27.9 県内６市町に34社進出！

地方創生の代表例！「サテライトオフィス」

外食産業
サービス産業

食材
（農業）

移住

波及効果・
好循環創出

視察

宿泊＆食事施設
「ＷＥＥＫ神山」

H27.7.1オープン

住んでみんで徳島で！「地方創生推進員」募集

徳島への移住促進
のために、徳島県の
非常勤職員として
「２０名」を採用予定

・ 将来的な 「介護余力」 を活用
・ 県外高齢者の受入環境を構築

H27.8.3 開設！
とくしま移住交流促進センター

H27.12.1 開設！
【東京都】移住相談センター

神山町 １３ 美波町 １３
三好市 ５ 徳島市 １
阿南市 １ 牟岐町 １



・ 全国知事会を代表して、安倍首相に直接提言
・ 国 「総合戦略」､「税制改正大綱」 に反映

大胆な 「一国二制度」 が具現化

・ 本社機能移転に関する補助制度創設
○ 製造業、情報通信関連産業
○ サテライトオフィスへの移転も対象

H26.11

H27

国の本気度

地方の覚悟

企業から地方自治体への 「寄附」

「企業版ふるさと納税」 制度の創設を提案

「税額控除」導入により、法人からの寄付を加速
本県
提案

すぐには移転が難しい企業に対して、そのルーツやゆかりの

ある地域との絆を強め、今後の地方移転へと、つなげていく

ための制度が必要

しかし、

徳島の地方創生②～地方移転の促進～

「本社機能移転」の重点支援 「政府関係機関」の地方移転に挑戦！

消費者庁

国民生活センター

全国に先駆けた消費者行政の推進
消費者大学校入学式

H28.4.14
改正地域再生法成立

「企業版ふるさと納税」制度創設

徳島の「強み」を活かす「消費者庁」等の移転提案

H28.3
消費者庁「試験業務」実施

H28.7
消費者庁「試験業務」実施

小規模

大規模

国民生活センター研修事業
鳴門合同庁舎
試験移転開始

H28.5.9～

県、神山に新未来創造オフィス開設！ H28.4.1～

神山町に県のサテライト
オフィスを設置！
消費者庁の徳島移転に
向けて、県自らが、

遠隔地業務を実践！



徳島の地方創生③ ～「ｖｓ東京」実践委員会～

「コンシェルジュ」機能

県の規制の緩和

県税等の減免

財政支援措置

パ
ッ
ケ
ー
ジ
支
援

意欲ある市町村からの

創意工夫あふれる提案

を県が総合的に支援

「国の特区」へ発展
するなど地方創生の
モデル地域の創造へ

新たな「地方創生」のモデル構築へ！

「徳島版・地方創生特区」制度の創設

徳島国際短編映画祭２０１６開催！

徳島を、国内外の
クリエイターにとっての

「創造の気づきの場」へ！

本県出身の蔦哲一朗

監督はじめ、国内外の

選りすぐりのクリエイ

ターが集結！！

桜谷小学校、最後の174日

札幌国際短編映画祭と
連携して珠玉の
60作品を上映

地域とは何か？を問う
クロージング作品

板野町「新南海道再興戦略特区」

○町施設（彩りの館）を活用
県のコンシェルジュにより、
補助金の返還なく
目的外使用が可能に。

コールセンター立地決定（９月１日～操業予定）

林業架線
実証実験

那賀町「ドローン特区」

○林業の実証実験、国際
ドローン展への出展、
ドローンドラマの制作など
ドローンを使った活性化！

２８年２月、政府初の貨物運搬実験を実施！

H28.5.2
石井町、美波町が新たに県版特区に追加！

さらに、今年度からは、新たな地方創生のツー
ルへ、県版の「規制改革」に踏み込んだ検討を
開始！




