
「地方創生・本格展開！」

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

H28.9.21徳島文理大学公開授業
「集客交流産業論」（第1回）講義資料

～地方創生の旗手・徳島の挑戦～



講演項目

１ 地方創生は徳島から！徳島は宣言する「ｖｓ東京」

２ とくしま回帰を推進！「まち」「ひと」「しごと」創生

３ 日本の明日を切り拓く！「新未来創造・徳島」
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１ 地方創生は徳島から！徳島は宣言する「ｖｓ東京」

（１） 「東京一極集中」是正の必要性

大阪府でも人口減少

国勢調査初

５年間５１万人増加！
一方、東京圏

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

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

昭和37年に
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

2015国勢調査結果

東京圏（４都県）の人口は３，６００万人を超え、日本全体の約３割！一極集中は危機的状況
－２－



（２） 挙県一致で人口減少に歯止めを！

地方創生“挙県一致”協議会（Ｈ２７．１創設）

「東京一極集中是正」 「人口減少克服」 へ 県を挙げて対応！

「産学官・金労言」代表で組織する地方創生の推進母体
産 言

学 労官 金

とくしま人口ビジョン 「地方創生に関する政策」を総動員
社人研推計４１．９万人から大幅ＵＰ！

２０６０年に
「６０～６５万人超」
の確保を目指す！

【自然動態】

合計特殊出生率
2025年 1.80へ
2030年 2.07へ

【社会動態】
2020年

転出入均衡
2025年以降

転入超過へ

2015年 徳島 1.55 （全国18位）

伸び率 全国2位！

「挙県一致協議会」「人口ビジョン」「総合戦略」を推進エンジンとして、地方創生を展開！
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（３） 徳島は宣言する「ｖｓ東京」

徳島の地方創生を牽引する政策コンセプト 徳島は宣言する「ｖｓ東京」発表（H26.9.9）

「ＹｏｕＴｕｂｅ」 １０日間で１０万回再生！

東京と「対決」で切磋琢磨
都市住民に地方の良さへの「気づき」を

東京と「一対」で未来創造
地方が東京と共に課題解決し未来を「築く」

concept１

concept２

コンセプト動画 H28.4.1～ホントに都会じゃなきゃダメ！？

公開２週間で再生回数「１０万回」突破！

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

対

H27.10.9 東京都が
「＆TOKYO」発表
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１ ひと
目 標

雇用創出数：５年間で４,０００人

２ しごと

「地方創生」加速！「地方創生」加速！

「
新
未
来
と
く
し
ま
」
の
創
造

「
新
未
来
と
く
し
ま
」
の
創
造

ＰＤＣＡサイクルによる検証により
新たな事業構築・見直しを実施

“進化する”
総合戦略！！

日本創成へ！！

３ 子育て
目 標

４ まち

サテライトオフィスのさらなる展開

好循環

転入・転出者数 ： 現状1,723人
の転出超過 ⇒ 均衡へ(2020年）

目 標

徳島版地方創生特区：５年間で１０区希望出生率(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

「課題解決先進地域づくり」の加速

（４） ｖｓ東京「とくしま回帰」総合戦略

「ひと」「しごと」「子育て」「まち」 それぞれの取組みの好循環により地方創生を具現化！

東京一極
集中是正！

六次産業化による
「もうかる農業」実現へ

【KPI】 １２８

１０追加→１３８へ

人口減少の
克服！

H27.7
策定

H28.3
改訂
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（５） 課題解決先進県・徳島

課題解決先進県として、ピンチをチャンスに変えてきた徳島だからこそ全国の地方創生を先導！

“徳島ならでは”の強みに磨きをかけ、
“地方創生の旗手”として全国に発信中！！

“徳島ならでは”の強みに磨きをかけ、
“地方創生の旗手”として全国に発信中！！

葉っぱビジネス「いろどり」 サテライトオフィス 情報通信関連産業の集積

“ピンチをチャンスに！”

Ｈ１４年１月「全県ＣＡＴＶ網構想」発表

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

とくしまフリーＷｉ－Ｆｉ

区域外波の受信が困難に！ → 移行後 《デジタル》 ３波の危機！

従来《アナログ》１０波地上デジタル放送への移行（H23.7.24）

平成22年度末
県下全域で
整備完了

ＣＡＴＶ世帯普及率

89. 8％

５年連続
全国１位

－６－



（６） 地方創生の旗手・徳島の代表例「サテライト・オフィス」

“徳島の強み”を活かした｢攻めの集落再生｣！

サテライトオフィスプロジェクトの展開

徳島から「新しい働き方」を提案

“新しい働き方”の具現化により、“新たなライフスタイル”を提案！

過疎地で実現！世界最先端 既存ストックの有効活用

“離れた場所”でも“いつもの仕事”が！
通信速度は「東京の１０倍」とも！

高速ブロードバンド 豊かな自然環境

古民家再生 神山町16

徳島市１

鳴門市１

阿南市１

美波町14

牟岐町1

海陽町1

三好市5

全県展開！８市町へ40社

映像の最先端４Ｋ・８Ｋ企業・人材の集積
全国初の「４Ｋ映画祭」を開催！

「古民家」が世界とつながるワークスペースに
地域における新たな交流拠点の創造へ

美波町・あわえ（初音湯） 神山町・WEEK神山

伊・ヴィエンナーレ第２席

H27.12 神山町・寄井座「４Ｋ映画祭」メインシアター

こたつ
シアター
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２ とくしま回帰を推進！「まち」「ひと」「しごと」創生

（１）とくしま回帰！魅力まけまけ「まち」の創生

マチ★アソビ

春・秋・冬通年開催

ベートーベン「第九」アジア初演
100周年に向けて！

◆最新技術と芸術の融合
４Ｋ映像、ＬＥＤスクリーン

H28.1「2千人の第九演奏会」

ユネスコ記憶遺産
登録へ

◆全国公募の合唱団

◆国内外から参加

太陽光・水力・風力・小水力の
発電設備 全国唯一

「文化」が息づく街づくり

徳島が提案！「東京2020」文化プログラム

東京オリパラ
エンブレム

１０・１５シンポジウム開催

全国的認知度！アニメのマチ・徳島

第1弾（Ｈ21秋） 1.2万人

6倍超

第16弾（Ｈ28春） 7.5万人

アニメ・ツーリズム、国内外のアニメファンが、徳島に集結！

全国を先導！環境首都・徳島

自然エネルギー体験の場（川口ダム周辺）

・水素ｴﾈﾙｷﾞｰ体験
・ＬＥＤﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾄ展
自然エネルギー

アートの融合～
～科学技術と

ミュージアム

小水力発電 風力発電

太陽光発電

水力発電
H28.7.23オープン

ジャパンブルー
＝阿波藍

「あわ文化」発展！徳島文理大学の貢献・活躍

「第８回」１０・８～９開催第１回から１０連覇達成！

阿波おどりコンテスト 徳島音楽コンクール
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（２）とくしま回帰！意欲あふれる「ひと」の創生

ワンストップ「移住コンシェルジュ」配置

H27.12.1
「住んでみんで
徳島で！移住交流
センター」オープン

◆ 東京、大阪、徳島
で移住相談を展開！

◆ 全国各地で移住
セミナーを開催！

H27 移住者数
612人！

一次産業へチャレンジ！新規就業者拡大

H28.4 林業アカデミー開講

H27.10 海部きゅうり塾 開講

徳島のフィールドを活かしたインターンシップ事業を展開

第1期生 11名

【期間：1年間】
・基礎的知識・技術
の習得

・資格取得（ﾁｪｰﾝｿｰ、
高性能機械）

国へ政策提言

若者世代「回帰」「定着」の制度創設

奨学金返還支援制度

◆県内で正規職員として３年以上の
就業者

⇒ 奨学金返還を支援
H27

（製造業・農林業等）

H28～ 全業種、全学部に拡大

知の拠点！大学による地方創生

「ＣＯＣ」から「ＣＯＣ+」へ！

◆「雇用創出・若者定着についての連携・
協力に関する協定」締結

◆「とくしま元気印イノベーション人材育成
プログラム」文部科学省で採択

～県及び高等教育機関の６者～

H27.12

高等教育機関の県内就職率
５年間で10％増

（H26：44.7%→H31：54.7%）

－９－



（３）とくしま回帰！地域で活きる「しごと」の創生

六次産業化「キャリアアップ」システム構築

「女性活躍」と言えば「徳島」！

農工商が連携した高校の設置

◆城西高校「アグリビジネス科」（仮称）設置 H29

◆阿南工業高校と新野高校を再編統合 H30

～農工商一体の「６次産業化専門学科」

～高大連携「新野ｷｬﾝﾊﾟｽ」を徳大ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽに

農商連携（吉野川高校）、
農工連携（つるぎ高校）、さらに、

全国初！

「ＩＣＴママ」養成講座

時間や場所にとらわれない
働き方を実現

◆ママテレワーカーの養成
◆コーディネーターの育成

キャリアアップ支援

徳島県の現状（全国ランキング）

・ 県審議会等の委員 第１位（8年連続）
・ 会社役員等 第１位

～女性指導者を養成 H27

◆ウーマンビジネススクール

H27：671名

H27.11～

～専門相談員による相談や勉強会

◆女性起業家支援ルームＡＣＴ

子育てバックアップ

◆ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ全市町村設置

◆放課後児童ｸﾗﾌﾞ利用料無料化補助

◆第３子以降保育料無料化

全国初

◆子供医療費助成小学校修了まで全国
トップクラス

H27合計特殊出生率：1.55
全国値1.46

伸び率 全国2位！

とくしま新未来雇用創造プロジェクト

「人材育成」「商品開発」「市場開拓」を支援

３カ年で７００人の雇用創出

「徳島の強み」
新素材 健康医療 地域資源

ＬＥＤ
ＣＦＲＰ
リチウムイオン

等

医薬品
健康食品
健康福祉器具

等

六次産業化
ＩＣＴ関連
木材製品

等

H28.7 推進母体「協議会」設立 産 学 官 金

高等教育機関として徳島文理大学も参画
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（４）政府機関移転

地方回帰へ国の「本気度」を引き出す！全国初の消費者庁・国民生活センター移転「業務試験」

①消費者庁「業務試験」

H28.7.4 知事と消費者庁
職員との面会

②国民生活センター「試験移転」

◎消費者行政新未来創造オフィス（仮称）設置

▶国と、県や市町村、企業、学術機関など多様な人員構成
▶分析・研究、実証実験等の集中実施
▶長官をはじめ、消費者庁幹部の定期的な滞在

｢新次元の消費者行政｣を展開する｢消費者省｣の徳島“全面移転”へ！｢新次元の消費者行政｣を展開する｢消費者省｣の徳島“全面移転”へ！

「新次元の消費者行政の創造」

H28.9.1まち・ひと・しごと創生本部決定

▶期間 H28.7.4～7.29
▶場所 徳島県庁10階
▶人数 消費者庁長官、全課長を含む43名

▶期間 H28.3.13～3.17
▶場所 神山サテライトオフィス・コンプレックス
▶人数 消費者庁長官を含む10名

H27.12.14 知事と河野大臣
（当時）とのテレビ会議

H28.7.24 エシカル・ラボ
in徳島

ＩＣＴを活用した業務の試行徳島県の消費者行政の把握

【教育研修】

期間 H28.5.9～H29.2.22 場所 鳴門合同庁舎

実施講座 全14講座

H28.9.10 山本大臣
H28.9.14 松本大臣

相次いで来県

「進化の加速期間」３年

【商品テスト】

期間 H28.5.9～ 場所 工業技術ｾﾝﾀｰ他３ヶ所

対象 数品目

－１１－



（５）徳島版「地方創生特区」事業の展開

国の動きを待たず、地域のことは地域で実践！市町村のやる気を、「規制緩和」「財政措置」等で支援

板野町｢新南海道再興戦略特区｣(H27・第1次指定)

●鳥獣被害への対応等、

地域課題の解決へ

ドローンの利活用を促進

政府初、ドローンの

「貨物輸送実験」実施！

那賀町｢徳島ドローン特区｣(H27・第1次指定)

●「道の駅」整備計画の検討

●「サテライトオフィス誘致」へ

国庫補助金返還無く目的外使用
可能へ！

●「アグリサイエンスゾーン」
を核とした六次産業化の
産業集積による地域活性化

●歴史・文化をテーマに、大学生の

フィールドワークとも積極的に連携

農村舞台の100年ぶりの復活、
門前町再生による地域活性化！

美波町｢歴史文化の力でまちづくり特区｣(H28・第2次指定)

「県全域における規制緩和」を、地方創生の活力とするため、徳島県規制改革会議を創設さらに 全国初

H28.7 県規制改革会議より「第一次提言」

徳島から新たな民泊スタイルを提案
普段は「民泊施設」、いざ発災時には「避難所」となる「シームレス民泊」

7.16 美波町と徳島文理大学が
「包括的連携に関する協定」締結
同大学のサテライトオフィス設置！

水素ステーションの
設置を計画

板野町那賀町

石井町

美波町

医療用ミニブタの飼育・研究

ICTによる環境制御ハウス

徳島県が率先！
水素社会の
実現へ

ドローン空撮映像

「アグリサイエンスゾーン」
石井町×徳島大学×徳島県×企業

石井町｢次世代育成･六次産業集積特区｣(H28・第2次指定)

－１２－

産学官に加え
消費者団体代表も参画



（１）徳島が発祥！「知恵は地方にあり」

３ 日本の明日を切り拓く！「新未来創造・徳島」

四国新幹線の必要性を提言

陳情から提言へ！国を変える徳島発の政策提言！

徳島の取組みがジャパンスタンダードへ！

本四高速の全国共通料金化

プレミアム付き商品券 サマータイム

Ｈ２６年４月～「全国共通料金」制度導入

割高に設定された本四高速道路の料金

全国知事会や関西広域連合とも連携して提言
震災対応、山陽新幹線の

代替ルート

消費税増税（8％）による消費の腰折れを防ぎ、
経済の好循環を創出のため、プレミアム付き

商品券「阿波とくしま・商品券」を発行

発行月の徳島市の平均消費性向134.9％
全国第１位！

政府のH26、地方創生の目玉事業として
全国展開

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！

始業時間前倒し「あわ・なつ時間」
2011年～スタート

霞ヶ関におけるサマータイム（ゆう活）は
2015～スタート

リダンダンシー確保
～首都機能のバックアップ～

平成の大関所

－１３－



（２）「若い力」が徳島を、日本を変える

未来を担う若者世代の力を積極的に活用！「若い感性」「新たな気づき」が、徳島県政に息吹を！

徳島県憲法研究会

H26.9.9 記者発表

菱川勢一氏

タスクフォースによる検討状況

徳島の「地方創生」を支える

政策コンセプト「ｖｓ東京」として
世界に発信！

強い発信力を活かし、

徳島を、クリエイター人材の
集積・育成を進める
「創造の気づきの場所」へ

「第2回」H29.3.3～5
開催決定！

「ｖｓ東京」タスクフォース

若手県職員と、外部有識者（新進気鋭の「憲法学者」
及び「行政法学者」）による「徳島県『地方自治に
関する憲法課題』研究会」を創設

H25.8～

H26.1 「地方自治に関する憲法改正草案」を提起

全国初

自治立法権・財政権・参院の「地方の府」化など
を条文として提案

合区問題の対応へ！全国知事会において、
総合戦略・政権評価特別委員会（飯泉委員長）が
「憲法と地方自治」の研究会を創設

H27.7

「徳島県の検討内容」をベースに、憲法・行政法・
行政学・選挙制度・報道機関、計7名の専門家が
ブラッシュアップ

H28.3
憲法と地方自治研究会中間取りまとめ

H28.7
参院選挙に関する合区解消決議

H28.3.18～20
徳島国際短編映画祭2016
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（３）地方創生を加速！「若者目線」で新未来を創造

徳島県総合計画審議会「若者クリエイト部会」

「ｖｓ東京」サミット

とくしま創生アワード

とくしま若者フューチャーセッション

若者の既成概念の枠にとらわれない「柔軟な発想」で、
徳島の未来を考える会議
H25.3～

県の総合計画、教育大綱など県政の方針決定に積極的に知恵出し

県審議会における若者（40歳未満）比率１０．１％ （H28.4.1現在）

概ね４０歳未満で構成

県政全般

関西全域へ展開

H28.9.9 関西広域 若者世代による意見交換会

第1回は
徳島開催

「若い世代」から、徳島を盛り上げる
未来志向のアイデアを県へ提案

これまで、「食」、「芸術」、「スポーツ」
について提案あり

高校生

大学生

社会人

H28.3.28 「成果発表会」にて各アイデアを発表

徳島を盛り上げ、元気につなげる事業プランを広く募集！
徳島ゆかりの起業家や企業が、プランの具体化を応援！

国内外から「１１７件」の応募あり

H28.11.11 最終審査会にて、今年度のグランプリを決定！

東京在住の徳島出身者と
徳島在住の東京出身者が
「東京」と「徳島」に分かれ、

ネットワークを介して
徳島の魅力を探る意見交換を実施

【東京会場】
東京交通会館ファーマーズラボ

【徳島会場】
神山町・サテライトオフィスコンプレックス

H28.9.24開催

https://meet.lync.com/vstokyosummit/admin/EFMIRKEF?sl=1WEB配信

徳島ゆかりの１４名アドバイザリーボード
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「一歩先の未来」へ向けた徳島の挑戦は続きます！

ご清聴ありがとうございました

そして「日本創成」へ！

「地方創生」から「一億総活躍」


