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第４回広島県総合計画審議会 議事録 

 

１ 日  時   平成 22 年３月 24 日（水）９：45～11：32 

２ 場  所   県庁北館２階 第１会議室 

３ 出席委員   福田会長，伊丹委員，伊藤委員（小委員会委員長），大島委員，  

大田委員，折登委員，加計委員，坂越委員，坂本委員，杉西委員，  

戸井委員，西井委員，西村委員，平谷委員，平田委員， 

藤井委員，松尾委員，三宅委員，宮委員，山木委員 

４ 議  事   新たな総合計画の策定方針等について 

         広島県総合計画「元気挑戦プラン」フォローアップについて 

５ 担当部署   広島県企画振興局政策企画部政策企画課（政策企画担当） 

         電話：082（513）2414 

６ 概  要 

【新たな総合計画の策定方針等について】 

 ● 事務局から説明，質疑応答 

【広島県総合計画「元気挑戦プラン」フォローアップについて】 

 ● 事務局から説明，質疑応答 

 

７ 議 事 録 

【開会】 

（会長） 

 ただ今から，第４回広島県総合計画審議会を開催いたします。 

   まず，本日は，お手元の出席者名簿のとおり 25 名中 20 名の方が御出席でございます。 

   なお，この度，社団法人広島青年会議所の理事長交代に伴いまして，松田委員に代わり，新た

に御就任いただきました西井委員を御紹介させていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 

【知事あいさつ】 

（会長） 

 本日は，昨年 11 月に広島県知事に就任されました湯﨑知事に御出席いただいております。早

速ではございますが，まず，知事からごあいさつをいただきたいと存じます。よろしくお願いし

ます。 

（知事） 

 開会に当たりまして，一言ごあいさつをさせていただきます。 

   この審議会は，私の着任前からありまして，私が一番新参者なのでよろしくお願いいたします。 

   この総合計画の各委員の皆様におかれましては，昨年６月から発足をいたしまして，鋭意，御

審議賜っておりました。厚く御礼を申し上げます。 

   昨年は，本県の地方分権改革と行政システム改革，そして財政健全化のあり方について，熱心

に御審議を賜ったと伺っております。そして，御提言をいただいているところでございます。 

   県としては，引き続き地方分権改革，行政システム改革，そして財政健全化について，積極的

な取組を推進して参る所存でございます。このうち，行政改革と財政健全化につきましては，引

き続き厳しい財政状況が続くことが見込まれる中で，適切な財政運営のあり方や，新たな視点か
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らの行財政改革，資産活用のあり方など，行財政全般にわたって徹底した見直しを行い，来年度

中期財政健全化計画というものを策定いたしまして，持続可能な財政運営に向けた取組を進める

とともに，この見直しに合わせて，適切な定員管理や人件費のあり方などについても検討して参

りたいと考えております。 

   また，分権改革についてですけれども，住民に身近な地方が，より良いサービスをより効果的

に提供できるように，国と地方の抜本的な役割分担の見直しを検討するとともに，これまで進め

て参りました県から市町への権限移譲の実態を，様々な課題，問題点も指摘されているところで

ございますので，これを含めて検討した上で，来年度，新たな分権改革推進計画を策定して参り

たいと考えております。 

   委員の皆様方には，引き続き来年度に予定しております新たな総合計画の策定に向けて御審議

をお願いしたいと考えておりますが，この計画を御検討いただくに当たりまして，多少長くなる

かもしれませんけれども，私の考えをお示ししておくのがよろしいかと思いまして，少しお時間

をいただければと思っております。具体的な中身というよりも，この計画全体の位置付けといっ

たものになろうかと考えております。 

   まず，基本的な認識として，これは私，幾つかの場所で申し上げているところですけども，広

島県は，古くから交通や流通の要所，あるいは産業の拠点として，また文化，教育の中心地とし

て発展をしてきておりまして，県民は，全国で言いますと大体８番目，10 番目といった位置に

位置付けられるように，比較的に豊かな暮らしを享受してきたところでございます。 

   しかしながら，世界的な大不況の波が押し寄せてきました。県内には，特に中山間地域と呼ば

れる地域がたくさんございます。過疎化が進んで，また急速な少子高齢化への対応，あるいは教

育の問題といった多くの難しい課題に直面していると考えております。 

   私は，このような豊かな広島県ではありますけれども，過去の成功体験に満足することなく，

未来に進んでいかなければいけないと考えております。広島県あるいは日本全体が直面している

課題と共通なものが多々ございますけれども，答えが簡単に見つかるというものではないと考え

ております。しかしながら，これが正解ですと，すぐに答えがなくても，変革は続けていかなけ

ればいけないと考えております。 

   この県の情勢の変化を見ますと，今，少子高齢化と申し上げましたけれども，全国平均を上回

る速度で人口の減少と高齢化が進んでおります。総人口は，今後 20 年で現在の 287 万人から 251

万人，12.5%減ずる見込みでございます。生産年齢人口で見ますと，182 万人から 144 万人，こ

れは 20.8％減になります。これは，老齢人口が増えるから，こういう人口減少を上回る形での

生産年齢人口の減少になるわけですけれども，その老年人口は 66 万人から 83 万人，25.2％の増

になると予測されております。 

   他方，１人当たりのＧＤＰというのは，この 10 年間，300 万円前後で推移をしておりますけ

れども，総人口に比べて生産年齢人口が大きく減少するという見込の中で，生産性の向上が図ら

れなければ，１人当たりのＧＤＰもこのままでいけば縮小していきかねない状況でございます。

こういった状況の中で，広島県全体の経済規模が，労働力人口の減少とともに大きく落ち込んで，

その結果，様々な社会インフラを維持することも大きな困難に直面するのではないかと危惧して

おるところでございます。 

   この人口減少や高齢化といったことは，随分前から言われてきておりますけれども，今，それ

が現実に急速に進んでいくという時代の入口，転換点にちょうど我々が，立っているところでご

ざいます。そういった転換点にあるからこそ，私としては，県が，せっかく広島県が持っている

本来の力，強みというものをしっかりと引き出して，活用して，新しい活力をいろんな分野で生



 3

んでいくということをしていかなければならないと，そのために，また様々な調整も必要である

と考えております。 

   同時に，この広島県がこういった時代を迎えて変化をしていかなければならない中で，これは

また，県庁だけが動いて，ないしは私１人が動いて，何か変化が起きるものではないと考えてお

ります。本当に広島県が変化をして，動いていくためには，県民の皆様，これは狭義の個人の県

民ということだけではなく，いろんな活動主体が県内にございますけれども，個人や企業，ある

いは団体といった広義の意味の県民の皆様が，動いていただかなければならないわけでございま

して，そういった問題意識を持って挑戦されている方々を応援して，一緒に新しい視点を切り開

くということに取り組んでいきたいと考えております。 

   それで，今回の総合計画の中身についてでございますけれども，私としては，今申し上げたよ

うな現状認識の上に立って，今後 10 年程度を見通した広島県のあるべき姿，あるいはよく行政

的に言われる言い方ですと，10 年後の広島県のビジョンというものを示していきたいと考えて

おります。 

   このビジョンに向かって，広島県庁はもちろんですけれども，広義の意味の県民の皆様が，そ

れぞれそこに向かって走っていく。そういった計画の提示にしたいと考えております。この変化

が非常に激しい時代でありますので，正直に申し上げまして，非常に綿密な計画を作るというの

は難しいと思います。これは企業でも，中期計画などといって，５年計画ないしは 10 年計画と

いうものを作るところはありますけれども，企業の場合には，ある程度，技術動向等を見通すこ

ともできますけど，それでも，今は非常に困難なものになっています。ましてや，実現すべき非

常に多様な価値を県というものは内包しておりますので，その県の計画が，非常に詳細な行動計

画まで含めて，５年後，10 年後というものを作るのは，現実的にはないだろうと考えておりま

す。 

   従って，実現方法や大まかな着地点というか，具体的な着地点については，多少は変更がある

ような，ないしは，ゆとりがあるような，幅を持った大まかな絵柄。まずそういったことからビ

ジョンというふうに呼んでおるわけですけども，そういったものを提示をして，毎年，年を経る

ごとに，そこに向かっての行動計画というのは修正を加えながら進めるべきではないかと思って

おります。 

   従いまして，本ビジョンを策定していただいた後は，また別途，そのビジョンの実現に向けた

具体的な施策については，計画を毎年策定して，また，それを毎年改定していくという，いわゆ

るローリングの年次計画というものを作っていきたいと考えております。 

   繰り返しになりますけれども，現状のトレンドをそのまま引き伸ばしていきますと，人口の動

態や生産の動向から見て，将来の広島県は大きく縮んでしまいかねない。そうなると，医療にし

ろ福祉にしろ，あるいは教育にしろ，よくインフラというと認識をされる交通や運輸，防災とい

ったもの，これ全体，社会インフラだと思っておりますけども，この維持が非常に厳しい状況に

なりかねないと思っております。だからこそ，この今のトレンドを変更して，どこに着地をさせ

るのかと。またそのトレンドをどういうふうに，トレンド線からあるべき姿というところに近付

けるために，このトレンド線をどのように変えていくかということが，本ビジョンにおいて答え

ていかなければならないことだと思っております。 

   私自身は，この現状のトレンド線を変更して，あるべき姿に近付けるというためには，県とし

て５つの挑戦に取り組まなければならないと考えて，マニフェストに記しているわけでございま

す。そういう意味で言いますと，私のマニフェストは，10 年後のあるべき姿そのものというよ

りは，実はそのトレンド線を変更するために必要な方法だとか戦略について，主に記述したもの
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になっておりまして，一部はこうなるというゴールも書いてあるんですけども，全体が必ずしも

そうなっているわけではございませんで，今回のビジョンではゴールそのもの，あるべき姿その

ものと戦略についても，もう一度整理をして明確にしていきたいと考えております。 

   具体的に言うと，マニフェストの中で「人づくり」というようなものもございますけども，こ

れは，この中では各項目，いろいろ社会に貢献できる人材を作るであるとか，あるいは医療や農

業など今後の発展が求められる分野で，経営人材を育成しなければならないであるとか，そうい

ったことを書いておりますけれども，「人づくり」というものは，船がどの方向に向かっていっ

ても，それを動かしていくクルーとしては絶対に不可欠なものでありますので，どのような着地

点であろうとも，こういった一区切りというのは，私が基本的には，このマニフェストに沿った

施策展開を図りたいと考えているところでございます。 

あるいは，私の挑戦というものの２番目に，「新たな経済成長への挑戦」というものがござい

ますけれども，これについても，船の前進を支えるエンジンであり，これは絶対に必要なもので

あります。マニフェストでは，海の道構想等を含めて，それを刺激する方策はある程度，内容を

示すことができていると考えておりますけれども，このように私のマニフェストの中では，それ

ぞれの「人づくり」，「経済成長」，「安心できる暮らし」，「豊かな地域づくり」といったような分

野で，活動を活性化する方向で，舵を切っていこうということは示しているわけでございます。 

   しかしながら，繰り返しになりますけれども，この船がどれぐらいの距離をどれぐらいのスピ

ードで到達するべきなのかというところまでは，具体的には言っていないということになります

ので，これを明らかにしていかなければならない。ただ，この点については，ほかの自治体や国

における議論を見ましても，必ずしも，実は明確に示すことができているところというのは，非

常に少ないのではないかと，正直思っております。これは，日本の経済ないし社会が非常に成熟

している中で，そういった目標を作るということ自体が難しくなっているというのが現実のとこ

ろであるからだと思っております。 

   そうは言っても，それはやはり作っていかなければならないことでありますので，これは県民

的な議論も踏まえながら，このビジョンにおいて策定したいと考えております。 

   いずれにしましても，１週間後に始まります来年度は，私の県政としての実質的なスタートに

なりまして，マニフェストに掲げた施策というのは，いずれにしても取り組まなければいけない

ことということで，行動を開始していきたいと考えております。そういった中で，この新しい総

合計画，このビジョンでこれからの広島県がもう一度力を出して，発展して，我々が今享受して

おります豊かな暮らしを，広島県において次世代につなげていくといったものにしたいと考えて

おります。そういったことによって，「広島県に生まれ，育ち，住み，働いてよかった」という

言葉を，私は頻繁に使っておりますけども，そう思える広島県を実現していきたいと考えており

ます。 

   少々長くなりまして，大変申し訳ございませんでしたけれども，会長を始めとして各委員の皆

様には，引き続き大所高所に立った御意見を活発にいただきますように，改めてお願いいたしま

して，ごあいさつというよりは御説明に近かったかもしれませんが，私からのごあいさつとさせ

ていただきます。今日はありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

（会長） 

 ありがとうございました。 

   ここで，知事におかれましては，他の公務の関係で御退席されます。 

（知事） 

 どうぞよろしくお願いします。 
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【議事】新たな総合計画の策定方針等について 

（会長） 

 それでは，議事に入らせていただきます。 

   まず，新たな総合計画の策定方針及びスケジュール等につきまして，御審議いただきたいと思

います。事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 

資料説明：資料２ 新たな総合計画の策定方針等について 

（会長） 

 ただ今の説明につきまして，御意見，御質問等はございませんか。 

それでは，この方針，スケジュール等に沿いまして，進めて参りたいと思います。 

   ７月目途の中間報告につき，まずは小委員会で御審議いただきますよう，委員の皆様には引き

続き，よろしくお願いいたします。 

 

【議事】広島県総合計画「元気挑戦プラン」フォローアップについて 

（会長） 

   次の議題に入らせていただきます。 

   現行の広島県総合計画「元気挑戦プラン」フォローアップについて，事務局から説明をお願い

します。 

（事務局） 

資料説明：資料３ 時代潮流・社会経済状況の変化について 

資料４ 分野別の「取組・成果」，「現状・問題点」，「今後取り組むべき課題」 

（会長） 

 ただ今，今後，議論すべき課題あるいは論点等につきまして，説明いただきましたけれども，

お手元の論点整理の資料も参考にされまして，幅広い御意見を頂戴したいと思います。事務局か

らの説明につきまして，御質問，御意見がございましたら，まず御発言をお願いします。 

（委員） 

   「人づくり」に関して，お伺いしたいところがございます。 

   資料４の「人づくり」で書かれている中で，０歳から６歳まで，つまり小学校へ上がるまでの

ところについての記述がありません。教育委員会の所管の部分であれば，幼児教育などもあるは

ずですが，そこがありません。分野で言えば，７ページの「暮らしの安全」の中に，子育て支援

ということが入っていますが，「人づくり」の視点で言えば，子育てする世代の親の支援という

のも重要なことではあるんですが，子どもが育っていく上に当たっては，やっぱり０～６歳まで

の部分ということも重要だと思います。今年度作りました，こども家庭課の方で主に所管してい

る来年度からの「こども夢プラン」においても，子どもの視点というのを入れるということが明

確にうたわれておりますので，まず，こちらで分野別の取組成果を整理していただくに当たって，

そこの部分を盛り込んでいただけたらというのが１点，お願いです。 

   それとともに，資料２の中で，審議の進め方ということで四つに分けてあるんですが，その「人

づくり」の中の，子育てをそのまま入れるのか，子育てという親支援の部分については③に残す

のか，それはいずれでもいいですが，「人づくり」の中に，学校，未就学児，学校就学以前の子

どもの「人づくり」という視点を，ぜひ入れていただきたいと思います。 

   それとともに，今は環境県民局の中にある青少年健全育成の部分についても，やはり「人づく

り」の分野に入ってくると思いますので，その部分も合わせて。ですから，０歳からずっと育っ
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ていく過程を見て，それに合わせて体系的な人づくりという視点で，この四つの分野を議論して

いただけたらと思います。 

（会長） 

 事務局はコメントすることがありますか。 

（事務局） 

 はい。追加をします。主な論点ということでお話をさせていただいたんですけど，これがすべ

てというのではなくて，御意見をいただきながら，提示をして参りたいと考えております。 

（会長） 

 ということでございます。ほかにございませんか。 

（委員） 

   知事が変わりまして，この審議会も，それは全然構わないと思いますし，変えたのも我々県民

の選挙の結果ですから，それはそれで結構だとは思いますけれども，以前までの話の中で，いわ

ゆる道州制という部分があって，そこのところをどう見据えるかというところで，ビジョンとい

うのが大きく変わるような気がするんです。これは，組織の話もそうなんですけど，そこの部分

をどのように扱えばいいのかと。要は，その方針まで出さなくてもいいと思いますので，ある程

度どう扱えばいいのかによって，ビジョンが恐らくがらっと変わるような気もするんです。それ

に対しまして，今回御提示いただいている中では，そのところが全く見えないので，無視してい

いのか。無視というと失礼ですけども，それとも，何となく今までの議論はなしにして，新たな

ものを県として考えていけばいいのか。それとも，いやいや，まだ世の中としては，そういう動

きもあるので，そういうところも含めて考えていくべきなのかというところが明確でないと，ち

ょっと県の中だけに収まるような形でいってしまうことになるかな。この中を見させていただい

て感じるところでございまして，その辺り，どのように考えていけばいいか，もしお答えいただ

けるのであれば，いただければなと思います。 

   私自身は県出身者でなくて，仕事の関係でこちらに来て，５年近くたっていますけれども，以

前いたところでは道州制の議論はほとんどなかったんです。こちらに来て，初めて道州制という

のが非常に明確化したところがあって面食らったところがございますので，そういう意味では将

来を見据える上で重要なポイントかと思いますので，御回答をいただければと思います。 

（会長） 

 広島県は，歴史的に見まして，こちらに来てお聞きになりましたように，道州制については非

常に前向きに取り組んできて，全国的に見てもトップランナー的な位置付けでやって参りました。 

   現政権は御承知のように，道州制ということは，今消しておりますが，マニフェストの解説書

を読むと小さい字で書いてあります。マニフェストでは，地域主権という言葉をまず前面に出し

てきていますが，道州制と地方分権，地域主権とは本当は違うんです。しかしながら，皆さん住

民一人一人が主役だという意味では一緒だと私は理解して，大きくは変わっていないんだなと感

じており，私は中経連が目指してきた道州制の流れは脈々と精神に流れていると考えています。

したがって，あんまり表面の文字でふらふらしない方がいいんじゃないかということを，私は，

連合会の中でも言っておりますし，実際に，先般も「地域主権・道州制」ということでシンポジ

ウムを開催し，500 人ぐらいの人に来ていただきました。 

   それは別にしまして，事務局の方でコメントをすることはありますか。新しい知事の道州制に

ついてのことで。 

（事務局） 

 分権改革につきましては，当審議会で御審議いただきまして，昨年の 11 月に提言をいただき
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ました。その提言の中にも，もちろん道州制とか地方分権のことは入っておりまして，それを踏

まえて，分権につきましては来年度，別途新たな分権改革推進計画を策定することにしておりま

す。その中で，当然道州制についても議論を進めますので，その議論の状況をこの審議会にも御

報告させていただいて，四つ目の「地域づくり」のところに，今は「豊かな地域づくり」として，

中山間地域とか国際貢献とかというのを書いておりますけど，その前提として道州制の動き等も

盛り込んでいけたらと考えております。 

   当然，10 年後を展望すると，道州制等々の観点は出て参りますので，道州制そのものという

ことにはならないかも分かりませんけど，そういうものに対する県の考え方というのもこのビジ

ョンの中には，最終的には組みこんでいきたいと考えております。 

（会長） 

   委員のお気持ちもよく分かりますので，次回，もし許すならば，今のところの質問に触れるよ

うなところで，更に追加すべきところをいったん整理しておいてください。今までの路線とこれ

から大きく変わってくるのかどうかというところは，皆さん懸念を持っていますので，そこのと

ころの整理をよろしくお願いいたします。 

（委員） 

 今の資料の「豊かな地域づくり」の中の論点ですが，「農林水産品や観光産業を始めとする産

業対策を基本とした持続可能な地域づくり」，「地域資源の活用・ブランド化」というものの，細

分化したものが資料４の９ページの中にあるんですが，非常に気になるのが，他県では積極的に

地産外消という，地域で作ったものを外に向けて売っていくというのを，主たる活性化のテーマ

に挙げているんですが，広島県の場合は地産地消で，市町や経済団体等との連携による「ＢＵＹ

ひろしま」，「安心！広島ブランド」の普及・拡大という，地元で作ったものを地元で買うという

少し前の感覚のものだけしか挙げられておりませんで，取り組むべき内容として，地産地消シン

ボルマークの利用促進，様々な媒体を活用したＰＲ活動となっているんですが，ここの中にもっ

と大きく挙げないといけないのが，地産外消と。 

   要は，外にいかに売っていくかと。これは広島県が非常に弱いので，これをクローズアップす

る必要があるんじゃないかと。それと，海外との取引という部分に関しましても，工業製品に関

しては非常に積極的に行っているんですが，農畜産品等に関しましては，広島県の場合，海外へ

の販路開拓というものをほとんど意識していないので，この部分も今後特に東アジアに対して，

積極的に販路開拓を進めていくというものも，取り組むべき内容として挙げていく必要があるん

じゃないかと思うんですが，いかがでしょうか。 

（事務局） 

 委員御指摘のように人口減少に伴い国内の消費が減っていくということを考えますと，内需振

興に力を入れなければならないのは当然ですけど，途中説明しましたように，アジアの活力を取

り込んでいくということで，農産品や商工業製品につきましても，これまでも一部分につきまし

ては海外に販売，マッチングするという事業をやっておりますけど，更にそれを促進していくと

いうことは重要な視点だと考えております。そういったことは盛り込んでいきたいと考えており

ます。 

（会長） 

 今の委員の御意見に対して，経済界から何か補足すること，あるいは御意見がありますか。 

（委員） 

 経済界が今，「ＢＵＹひろしま」をやっていますけど，あれはやはり地域の経済を活性化する

ために，地域のお金は地域でできるだけ使ってもらって，地域の企業をみんなで支えようという



 8

ことで，委員がおっしゃっているようなことをしないでいいということじゃないんです。 

   だから，あくまでも地産地消というのは，地域のお金を，とにかく地域でできるだけ使って，

地域の企業を支え合って，そして新しい地域の企業の集積を作っていこう。そういう，いい循環

型の経済システムを作っていこうというのが，今，経済界が県と一緒になってやっている事業と

言うか，キャンペーン，「ＢＵＹひろしま」キャンペーンですが，これが今の委員がおっしゃっ

ているような，海外へものを売っていこうという，それが基本にあって，その上に更にそういう

ものをやっていこうということであって，確かに，ここにそういう記述が抜けているということ

は，御指摘のとおりだと思います。 

（委員） 

 すみません。海外ということではなくて，他県に対しても。 

（委員） 

 国内でも地産外消ですね。ただ，今重要なのは，やはり東アジアが非常に成長著しいでしょう。

だから，そういう地域と一緒に広島が伸びていかなきゃならん。今そういう，状況にあるんです。

だから，東アジアと共にこの広島県が伸びるという政策を，経済界も行政も一緒になって考えて

いるということです。 

（委員） 

 農業者の立場とすれば，全く逆の推進をしておりまして，まさしく我々としては地産地消を大

きなテーマとして挙げております。いろいろな県がある中で，広島県の場合，自給率は 23％で

す。全国 36 位です。生産額ベースの自給率も全国 39 位と非常に低い状況です。 

   その中で，大産地の中で他県へ打って出るとか，そういうところは可能だと思うんですけども，

やはり大消費地が広島県にあって，そこの中で産地と地域がきちっと結びついていく。そうしな

いと，広島県の産業というのは，農業に関して非常に小さくて，他県に攻められてきているとい

う状況がむしろ強いということでございますので，先ほどあったように，地域の中できちっとお

金も回しながらものを回していくというのが，広島県の立場だと思っています。 

   やはりここでも，地元の水をきちっと飲んでいくと。そういうものをきっちりやっていくとい

うのが，我々とすれば一番重要なことで，それで自給率も上がってくるんだろうということを思

っています。どちらがいいということではなくて，いろんな多様性は認め合うというのが地産地

消なんだと思います。ですから，いろんなルートを切り開きながら，その地域地域に合ったやり

方というのをきちっとやっていくという方向を議論していきたい。入口のところなので，そうい

うところも含めて，環境についても今は重要な問題も出てきていますから，そこらのところも含

めて，議論をしていきたいと思っています。 

（会長） 

   皆さん，それぞれおっしゃっていますように，いろいろなステージがあるんだろうと思います。

今，農業の立場で御発言がありました。それから業種によっては，正に地産地消ができていない

じゃないかといところもまだある。 

   同時に，今，委員がポイントとして挙げられた地産外消の点が欠如しているんじゃないかとい

うのは，御指摘のとおりかも分かりません。大きく言えば，経済界の視点から言われましたよう

に，アジアの成長とともに西日本は食っていけるんだということは，これは間違いございません

ので，いろんな形で，大きい視点とそれからさっきの地産外消と地産地消があります。そういう

ところを全部押さえていかなきゃいけないと思いますが，小委員会の委員長として，この辺どう

ですか。ポイントでございますので。 

（委員） 
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 できる限り，地域内で地域内のものを使って循環をするというのは，意味があると思います。

例えば車にしろ，ほかのものにしろ，携帯電話にしろ，自分たちの地域で作ったものを使えば，

それぞれ部品が使われていく。少しずつみんなの所得が高まっていきます。これが，部品がない

から他県から買う，外国から買うと，必ず対価を支払わなくちゃいけないんです。それだけ所得

が減っていくことになります。 

   一方，できる限り，さっきのように，ＪＡの場合，自給率がカロリーベースでもまだ低い，生

産額ベースでも低いということなので，できる限り自分たちで地産地消して，産地を形成する競

争力を付けながら，その上で，地産外消であったり，更に外国に売り出していくことも，両方重

要だろうと思います。 

   ですので，最後に会長がおっしゃったように，ミクロ，マクロ両面から取り組んでいく必要が

あるんだろうと思います。 

（委員） 

  この３月１日の本会議で，私は，地産地消条例を作るべきということで質問をしました。地産

地消条例を作って，とにかく地域のものは地域で使おうということを徹底してやらなきゃいけな

い。このように思っています。それから，今の外消ですが，３年前から県は海外へ売り込みに行

っておりまして，中国，香港，台湾。台湾は２年続けて台湾の百貨店で広島キャンペーンをやっ

て，広島のお米とか果物とか，広島のかきを売ろうと思ったんですけど，台湾では大粒のかきは

どうも好まれなくて，小さいオーストラリア産，ニュージーランド産の方がよく売れるんだそう

ですが，そんなことでいろいろ努力はしておりますので，全然，海外に向けて農産品を売らない

というんじゃなくて，売る努力は大いにしています。商工業を中心にやっていますので，一応紹

介しておきます。 

（会長） 

 ちなみにこれは，広島県の山県郡の水です。 

それと，事務局の方にもお願いしておきたいんですが，やはり数字でものを言わなきゃいけな

いと思っていますので，業態別に，さっきの地産地消と地産外消の問題，それから，外国の市場

問題についてもデータを整理していただければと思います。 

（委員） 

 農業の話が出ましたので，私は林業の，山の立場からお話をさせていただきたいと思います。 

   皆さん，御存知かと思われますけれども，広島県には山がたくさんございまして，県の 70％

が森林でございます。そういう中で，スギ，ヒノキ。これは柱とか建築材に使われる樹種ですけ

れども，今，蓄積量が 3,500 万㎥と，これはとても，非常に多い量を蓄積しております。その豊

富な資源が山間部に既にある状態でございますので，これを何とか有効に利用することが，山間

部の活性化，起爆剤になり得る資源ではないかと思っております。 

   3,500 万㎥という蓄積があるものを活用するには，どうしても，今 10 万㎥もいかないぐらい

の利用しかございませんので，まず地産地消ということが先になるとは思いますけれども，後々

は環境，例えば CO2 の削減の問題であるとか，バイオマスの問題も含めて，いろいろと利用して

いくに当たって，とてもじゃないけど広島県だけでは使い切れないということが，逆に私の願い

ではございますけども，そういう時代が来るのではないかと，そういうことを見据えて，地産地

消の次に，やはり地産外消というのも頭に入れておく必要があるのではないかと思います。 

（会長） 

 ステップを踏んでやらなければいけないことと，同時並行的にやらなければいけないものが，

いろいろあろうかと思います。 
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（委員） 

 全般にわたっての私からの要望が３点あります。 

   まずは，こういったものをまとめる際の手法に関してです。第１点ですが，資料の４のところ

で，これまでの取組，それについてのフォローアップということで表を作成されていますけれど

も，前回との出し方が，出し方の適切性という問題に関しては，行政ですから非常に慎重にやっ

ていただけたらなと思うところが，私の感覚からしたらあります。 

   全体に対しては申し上げませんけど，例えば，「人づくり」のところで，全国学力・学習状況

調査が出ています。正答率を出しているんですけれども，こういうものを出すのなら，例えば未

答率も出すとか，例えば人材とか能力，不登校の問題を語るときには未答率って結構重要な要因

と思うわけです。正答率を出すんだったら，未答率も。学力向上の方を言いたいからだと思うん

ですけれども，これを出すなら未答率を出すべきじゃないかとも思いますし，例えばその下の県

立高等学校の学力向上の状況でも，大学入試センターの全国平均点以上の得点者数を出すのはま

だ分かるんですけれども，その上の国公立大の現役合格者数というのは，増加しているというこ

とを示したいのかもしれませんが，例えば少子化の影響で国公立大学に入りやすくなったという

ような解釈だってできるわけであって，そうすると，こういったデータの出し方もどうなのかと

いうようなこともあります。また，その右の上の方の生徒指導上の諸問題の現状というところを

見ますと，暴力行為の発生件数，それから下に不登校児童生徒の割合とあります。これは，下の

ところで全部全国平均より上をいっているわけです。 

   だから，何を問題としてどういうデータを出したいのかというところです。そこについての慎

重さをお願いしたいと思うんです。これは一つの例です。 

   この下の表のところでも，ここは私からのコメントになるんですが，「信頼される学校づくり

と教職員の資質・指導力の向上」で，教職員の不祥事が続いているという認識です。確かに教職

員の不祥事は続いておりますが，もう一方で，学校の現場の問題点はこれだけにとどまらないわ

けです。教員の指導上の不祥事の問題と共に，学校で発生するいわゆる事故です。このことにつ

いては，出ていないんです。こういったところのデータの出し方，バランスのとり方がどうかな

と思われるところが，全般にわたってありますので，もう少し検討を加えていただければなと。

ただ，フォローアップしたのがこれだけであるなら，こうなっているんだということでは，そう

いう資料として理解したいと思います。これが，まずデータの適切さをどう考えるのかというと

ころに対するお願いです。 

   ２点目は，細かいことですが，表現です。例えば，主な論点（案）の方で申し上げますと，こ

れは知事の考え方から見ても分かりますが，１ページのところの「人づくり」の基本認識なんで

す。ここの２行目で，「人材を引き付ける就業機会や暮らしの環境，女性，シニアなどが輝く環

境整備」。いいんです。女性とシニアでもう少し眠っている人材があるから活用しようというこ

とだと思うんですけれども，「女性・シニアなどが輝く」のは当然のことながら，若年層も青少

年も就労者も含めて全部が輝く場じゃないと駄目だと思うんです。「女性とシニアなどが」って

いう，ここを強調したいのかもしれませんけれど，こういうものは，私は不要だと思いますので，

表現を検討してください。 

   こういうのが，例えば裏のページでも，「行政だけでなく」と言っているんです。行政だけで

なく，ほかの団体が連携してと。こういうような書き方をされますと，行政がまずやるんだけれ

ど，ほかの団体もお願いしますねというふうに聞こえるんです。やはり，県民が主権ですから，

書き方にもう少し配慮をいただきたいなと思っています。これが文言上の問題。 

   ３点目は，今後どうなるかということですが，小委員会の方で議論がされると思いますけれど
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も，ここに，論点整理で書かれていることは全部ごもっともなんです。10 年前とかそれぐらい

から言われてきていることではないかと思っています。問題は今後，こういった様々な論点，取

組をしないといけないと言われていること。ここで，10 年前ぐらいから言われているんだけれ

ども，解決ができていないものがほとんどなんです。 

   では，そこで，こういうふうにやろうとしたとき，どこに支障があるのかというのは，ある程

度は見えていると思うんです。その支障というもの，越えて行かなきゃいけない課題。支障とい

うものをピックアップして，具体化させて，それについてどういうふうな策を講じたらいいのか

ということを，今後，きめ細やかにやっていっていただきたいなと思うんです。 

   社会減の問題でもそうです。自己実現を図るとか，若年層の県外流出を止めようと，こういう

ものは 10 年前ぐらいから言っていたことではないのかなと思うんです。じゃあ，やろうとした

ときに何か支障があったはずなんです。それが何かということを，やはりもう明らかにして，そ

れを越えていくという，具体的なものをやっていかないといけないんじゃないかなと，タイムリ

ミットじゃないかなと思っていますので，今後，小委員会レベルでまずは議論されていくことか

と思いますけれども，それをお願したいと思っています。 

（会長） 

 貴重な御意見をありがとうございました。さっきのデータの取り方の問題と，表現の適切性，

それからもう既に古典になっているような，10 年何も変わっていないというところを，ただ羅

列するだけじゃなくて，それらの課題についてのポイントはどこにあるのかということを洗い出

した上で，小委員会等でしっかり議論していこうという御意見だったと思いますが，事務局はこ

れに関して，何かありますか。 

（事務局） 

 小委員会で，きちっと御議論いただくように資料等を整えていきたいと思っております。 

（会長） 

 よろしくお願いします。それでは，ほかに御意見ございますか。 

（委員） 

 素晴らしい御意見をありがとうございました。できなかったことをなぞっていると反省の材料

というのがなかなか出てこないで，本当にそういうことをきちっとしていかないと，タイムリミ

ットであるということは事実だと思います。 

   私の方は，これも前からずっと何度か言ってきたことなんですけど，今一番の問題の一つとし

ては，やっぱり少子高齢化ですね。少子はともかくも，高齢化がどれだけ足を引っ張っているか

という現状は，数字もデータも全部出ているわけで，それは介護であり，医療でありということ

は，もちろんお金がどんどん出ていくわけなんですけど，その中で高齢化自体を，私も前から言

っているんですけど，逆に取る方向がないんですね。高齢化になることは，いつも悲しいことだ，

しんどいこと。もちろん，それはあります。だけど，常に介護という問題しか出てこないんです

よ。介護だけで済む，介護施設に入っている人が，この高齢化の人たちの中で何パーセントいる

んですか。施設に入っていない人の方が多いんです。その人たちの数字が出てこないということ

と，もう一つは，その人たちに生きがいがあれば，施設に入らなくて済むんです。お金が出なく

て済むわけです。 

   それを高齢化の一言で，社会教育の一言で片付けられて，この資料４の中にも高齢者の人材育

成というか，生涯教育が入っていない。この３分の１の投票権がある方たちが，ここではおざな

りにしてある。もちろん，その中では少しは入っていますけどね。でも，介護とか医療の問題の

方が大きくて，生きがいであったり，現役であるということと，もう一つに社会に貢献できるた
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めにどうするかという，このシステムを考えていただきたいと，私は前から言っている。 

   人材リサイクルをお願いしたい。絶対，使えます。人は足りないということもあるし，御迷惑

を掛けないように外に出るわけだし，ボランティアに小学校へ行けばいいわけですから，これは

何度も言っていることなんです。これはお金になる。マイナスで考えるんじゃなくて，プラスで

考えるという方向性で，すべてにこの生涯教育の部分を取り上げて，高齢化と人材育成とのセッ

トにした形で，それを今度は貢献するという方向性になったシステムができないかな。そうした

ら少しはマイナス部分がプラスに転じるんじゃないかということで，ぜひ生涯教育ということを，

それから広島県，まだほかにも生涯教育をはっきりやった県がないです。特に教育県広島である

以上は，新しい生涯教育に取り組むということはいかがかなと思っております。 

（委員） 

   こちらの論点（案）のところでございますが，「人づくり」，「新たな経済成長」，「暮らしの安

心づくり」の三つの領域ですべて人材の育成という，あるいは雇用問題という文言が出ておりま

す。先ほど来，労働力人口の減少ということが言われていますが，そうなると，限られた労働力

人口すべてに雇用機会を提供するというところが非常に重要になってこようかと思います。 

   そこで，私からのぜひ御検討いただきたいポイントですが，資料４の２ページに「キャリア教

育の充実」という取組がございます。キャリア教育という言葉は，昨今非常に広まってきていま

すが，キャリア教育が目的ではなくて，働く人を増やすことがゴールなんです。生き生きと働く

人を増やして，地域が活性化していくということが，キャリア教育のゴールなんです。 

   そこで，御検討をお願いしたいのが，取り組むべき内容のところで，雇用機会の提供ですとか，

あるいは求人と求職のマッチング機会を増やすとか，要は人材を育成するだけではなくて，育成

した人材が雇用の場にマッチングできるという，その文言をどこかに入れていただきたいと思い

ます。もしかすると，これは「人づくり」，「キャリア教育の充実」という欄ではないかもしれま

せんが，この雇用機会の提供ですとか，雇用機会とのマッチングに該当する文言が，取り組むべ

き内容のどこにも，見当たりませんでした。 

   ３ページの一番下に，「産業を支える人材が活躍できる環境づくり」と，これが該当するかと

思っておりましたが，こちらも，取り組むべき内容を拝見しますと，「女性や元気な高齢者」と

限定がされているのが，いかにも残念な印象がございます。労働力人口すべてが生き生きと働け

る機会の提供，このマッチングのところを，どこかに御検討の上，運営いただければと思います。 

（委員） 

 分析についてのお願いですけども，今のを見ていますと，これまでの取組・成果があって，現

状・問題点という形で課題が出てきているんですけども，強みというのが，政策方針のところで，

次のところには，「本県の強みを最大限に引き出し」と書いてあるんですが，広島県の強みって，

もう少し分析して，課題を出すということについて考えていただければと思うので，特に「新た

な経済成長」について考えた場合に，やはり，今，広島県の強みというものをしっかりと分析し

て，書いていくことも重要ではないかと。 

（委員） 

 「暮らしの安心」のところですけども，資料の４の６ページ目の一番下のところ。現状の問題

点のところに，介護のことが入っておりまして，「増加が予想されている認知症高齢者数」とい

うのを挙げていただいております。これは，これから取り組むべき方向の方にも，「認知症に優

しい地域づくり」となっているので，全部含んでいるのかなと思いながら，気になったので，お

願いしたいんですが，今，認知症は高齢者だけではない問題が出てきておりまして，高齢になら

れた認知症の方よりも，もっと若年の方の認知症のことが，とても大きな問題になっております。
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50 代，早い方は 40 代のおしまいから 50 代にかけて，一番働き盛りで子どもの教育費もとても

かかっているころに認知症になられて，仕事ができなくなられるというような問題が結構起こっ

てきておりますので，どこかにそういう，若年で認知症になられた方が安心で暮らしていけるよ

うな，何か施策といったものを取り入れていただくと大変ありがたいと思っています。 

（委員） 

 とても活発な御意見が出ておりまして，私も勉強になるなと思って，拝聴しておりました。 

   資料，計画から少し外れるかもしれないんですが，私は「人づくり」のところで，学校の現場

の問題。私，伝統芸能の関係で学校へ行かせていただくことが多いので，学校で感じることなん

ですけれども，いろいろな問題が出てきているところの，一番の要因は先生方の疲労という部分

が非常に多いと思うんです。疲労感の上に，いろんな諸問題が起きていることというのが多くて，

特に，私たちが子どもだった時代と，今の子どもたちの状態というのが，明らかに違ってきてい

る部分というのが，どうしてもあるように思いますので，コミュニケーション不足とかいろいろ

問題はあると思うんですけれども，子どもの数に対して先生がやっぱり少ないんだなというのを

すごく感じるのと，それから，どうしても，先生方が子どもに向ける目線以外のものをあまりに

も要求され過ぎている現状というのがあって，そういった枠組みを，学校のあり方というものを

考えるときに，少し，いろんな問題についての記述があるんですけれども，例えば，簡単に言う

ともう，１クラスの数をぐっと減らして先生の数を増やすとか，そういう子どもに対する先生の

目線が行き届きやすい形というのを作らないと，逆に今一部でお聞きした話によると，逆の方向

にいっていることがどうもあるというのが，私が聞き及んだところでもあるので，学校の問題を

語るときに，まず少子化しているのでまとめてみたいなことになると，今度は届かないというこ

とで，逆行して，悪循環が生まれているのかなというのが，最近特に感じているところなので，

県の施策の方でケアできる部分というのがあれば，その辺は学校の問題を語るときにはちょっと

考えていただきたい。それによって解消される部分もかなりあるのではないかとも思っておりま

す。その辺り，「人づくり」については，学校のことはかなり心配しておりますので，検討いた

だきたいなと思っております。 

（委員） 

 学校のことに関しては，ちょっと反論があるんですけれども，何度かこの場とかいろんなとこ

ろで申し上げていますが，私は学校の先生が決して足りないとは思っていないんです。学校間で

格差があるという感じです。例えば，私はちょうど小学校の児童を抱えている母親でもあるんで

すけれども，28 名の学級に，先生が加配措置等でヘルプも含めて３人付いたりしています。 

   私たちのころに比べて，教員の数が少ないとは思わないんです。結局，教員が本来的な教員の

仕事に集中できない環境があるということです。例えば，28 名いたら，その半分が立ち歩きな

んです。そしたら，学校の先生を増やして，その 14 名を 14 名の教員が走ってつかまえに行く。

それだけ教員の数がいると，大変なんです。そうしたら，その立ち歩きとかそういった学級崩壊

の原因というのを，教員の数で解消するというのは，これはちょっと話が違うんじゃないかなと

思うんです。家庭であるとか，能力も，いろいろな問題があるんです。だから，私が学校の教育

に関しては，本当に疲れるほど保護者会をやったり，いろんなことをやって，暴力行為からそれ

から，半分がいないことから，給食の直前に学校に来て，給食だけを食べて帰る児童から，いっ

ぱいなんです。そういうようなことを見ていますと，やっぱり行政にあっては，現場をきちっと

把握してもらいたい。それから学校の方がその情報を出せるような環境づくり。これがやはり行

政の役割ではないのかなと思っているんです。 

   ですから，それは人が多くいればいいに決まっているんですけれども，じゃあ，外に半分が出
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ていくのを追っかけるというのは無理だと思うんです。教員が本来の教員の仕事に専念できる環

境は作るべきだとは思っています。ともかく，きちっと情報と現状というのをきめ細やかに把握

してくださることが第一かなと，私は思っています。増やすということだと追いつかないと思い

ますので，ちょっと申し上げました。 

（会長） 

 大変良い御意見だと思います。 

（委員） 

 そういう個別の問題に関しては，いろいろあるんだろうと思うんです。特に，教育行政に関し

て言いますと，広島県内では，広島市というど真ん中に大きな別ブロックがあったりして，なか

なか県としての取組姿勢というところが，連絡調整が難しいというようなところがあるかなとい

うような気がしております。 

   あと，これは大枠な話になるので，次から，事務局にどういうお願いになるのか，うまく言え

るかどうか分からないんですけど，この委員会のミッションはビジョンですよね。10 年後のビ

ジョン。しかし，その 10 年後のビジョンという，かなり抽象的というか理念的なものを作るた

めに，具体的な現状認識でこういう課題があるからというところをやらなきゃいけない。現実，

地面に足がついたところと，言わば空を駆けるところとをつながなきゃいけないという，そんな

難しさがあるというのを，前回といいますか，今回のフォローアップのこの資料を見ながら，ち

ょっと感じたことなんですけど，確かに「人づくり」に関しても，これをやって，これをやった，

こういう形で出てきたというのはあるんですよね。 

ただ，前回のこのプランの資料が，ちょっと手元になくて，うろ覚えで申し訳ないですが，や

っぱりもう少し理念的な，「元気な」とか「生き生き」とかというようなそういう言葉で語られ

ていた姿があったはずなんですよ。それが具体現実として，国語の正答率何点という形できてい

る。少し，この間をつないでもらわないと，そのビジョンがどうなったのかというのが，ことん

と落ちない部分があるので，フォローアップと合わせて，次のビジョンを作るときにも，少し御

配慮いただけたらなと思いました。 

（委員） 

   いろいろお話をお伺いしていて，一つは資料４の，先ほどからいろいろ御指摘があった１ペー

ジ目にあるんですけど，信頼される学校づくりと教職員の資質・指導力の向上。正に右に，不祥

事が続いておると，学校の先生に対する質の問題というのを問題視されているということは，現

象としては非常に分かりやすくて課題だという認識のあることは，否定はできないですけども，

先ほどからありますように，一人一人の教員の先生方が，どういう仕事ぶりをされているか。数

が多いとか少ないとかじゃなくて，一人一人，児童にどういうふうに向き合っておられるかとい

うのは，個別にヒアリングをしていただくと，本当に熱心で，時を忘れて，子どもたちの指導に

当たっているというのは，教育の現場で働いている組合員から聞いています。 

   ひとつ，問題かどうかは別にして，民間の労使関係からすると，企業が生き残るかどうかとい

う，非常に厳しい競争をする中で，大前提となるのは労使の信頼関係があってこそ，初めて安心

して仕事がしっかりできると考えたときに，ストレートに言いますと，教育委員会と一人一人の

学校の先生たちとの信頼関係というのは，この広島県において，どういうふうに醸成されてきて

いるのか。どういう努力がなされているのか。これはまあ，私も一方的に，片方からだけ発言す

る気は毛頭ないんですけども，ぜひ，教育委員会の人事のあり方も含めて，しっかり学校の現場

の意見が反映されるようなことを望みたいなと。こういうことがあってこその信頼関係の下に，

学校の先生たちも，ここに取り組むべき方向であるとか，内容に書かれているようなことに，心
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から取り組めるのではないかなと思っております。 

   現実に，例えば，昨今，県議会等でいろいろ御論議があった中山間地域等を含めて，学校の統

廃合の方針が，一度出たものが見直しをされるということもありました。この辺りも含めて，や

はりいろいろな施策についても，その地域，地域の実情であり，保護者の方々の声が反映されて，

軌道修正すべきときはしっかりと，教育委員会と学校現場の先生たち，そして保護者の方，もっ

と言えば地域の方が話し合って，軌道修正できる，大きな目標は見据えながら，年度，年度の細

かい計画については，ローリングできるような柔軟性を教育の現場においても，お願いをしてお

きたいなと思っております。 

   それからもう１点，先ほどから地産地消についていろいろお話がありまして，「ＢＵＹひろし

ま」ということについて，委員から経営者の立場でのお話もありました。私ども労働組合の立場

でも，この数年来この「ＢＵＹひろしま」を働く者の立場で，一度しっかりとサポートするよう

な体制づくりをしていこうということで，危機的な状況の中で，同じ働く者がお互いに作ってい

る商品を紹介し合おうとか，そういった取組をこつこつでありますけれども，展開をさせていた

だいています。 

   そういった意味では，それぞれの組織の中で，この地産地消ということと，「ＢＵＹひろしま」

ですか，そういったことを県だけの，行政だけの取組ではないような形で，幅広く展開していく

ことが，意外な，そういうものをお互いに作っていたのかと。意外とみんな知らなかったという

こともあるので，そういうこと，「ＢＵＹひろしま」の細かな商品なりについて，もっともっと

ＰＲしていけば広がっていくんじゃないかなと思っていますが，一方で，外に対してということ

で懸念されることは，県の事業仕分けの中で，アンテナショップについての一部見直しがあった

と聞いています。こういったことについては，ぜひ単純な廃止方向ではなくて，前向きな形で県

外での拡販についての一層の御努力をお願いをしたいなと思っています。 

（委員） 

 アンテナショップの話が出ましたので，ちょっと補足しておきますが，私もびっくりいたしま

して，ああいうものを落としちゃいけないんですけども，発言したんですが，あそこの場所，家

賃とか契約の期間があるので閉めるだけで，場所を探して継続してアンテナショップ的な機能は

更に充実したものをやっていくという答弁を聞いておりますので，また議会の方で続けてその辺

は声を出していきたいと思っております。 

   それと，今日は本当，先ほどからいろいろ聞かせてもらっております。こういった意見は議会

の方も，今日は３人ほど議会から来ておりますが，執行部からの直の返事というのではなくて，

その辺の，私たちは逆に県民の代表として出ておるわけで，県民の声として議会の方に上げられ

るものは，皆で考えていくということで，御意見を参考にしていきたいと思っております。 

（委員） 

   内容的に，これまでの議論を把握し切れていないところではございますので，的が外れていた

ら申し訳ないんですけれども，「人づくり」という観点の中で，いろいろキーワードが書いてあ

るんですけども，そういった要素に追加をしてではないですが，一つ，「考えて行動する人材育

成」といいますか，悩みが発生したり，自分自身の悩みや問題点が発生したときに，いかに這い

上がって立ち直ってくるか。そういったものが，やはり自殺云々というところにも関連してくる

のだろうと思いますし，逆にそういった人たちが自分たちの思いを実現していくという切り口の

中で，広島のことを考え，行動していくということにつながっていくんであろうと思います。 

   ですので，確かに学力とか知識とかスキルということも大事だとは思うんですけれども，自分

自身が考えて行動する人材育成という切り口も重要なのかなという気がしております。ただ，そ
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ういった人材育成を進めていく上において，じゃあ，どうしていけばいいのかということを考え

た場合に，私はなかなか子どもといいますか，そういう学生層をターゲットにしていても，我々

親世代と言いますか，社会人世代自体がそういった考え方をしていなければ，子どもというのは

全くそれについてこないだろうと思うんです。 

   ただ企業側，あるいは今の社会というものに目を向けてみると，どちらかといいますとマニュ

アル主義というようなものの見方という部分が非常に多くて，社員自身も考えて行動していくと

いうよりは，企業のやらなければいけないことに追われているということも現実なのかなという

気がしております。 

   そういった中で，逆に行政という立場の中で，そういったいろいろな企業の取組，あるいは進

め方，企業としての成果の出し方という部分に対してのアプローチをする上での手助けといいま

すか，そういったものというのは行政の立場からも重要なのかなという気もしますけれども，や

はりこの広島が目指す人材育成という部分の切り口から見ますと，そういった観点があってもい

いのかなという気がしております。 

（委員） 

   資料２の真ん中辺に，総合計画審議会の審議の進め方ということで，①②③④それぞれ，行政

課題というか，地域課題というか，そういうものが載っていまして，先ほど委員から，道州制の

話が出ました。16 日にシンポジウムがありましたけれども，道州の形であるだとかは別にして，

いわゆる国があって，広域自治体があって，基礎自治体があるという三層構造については，ほぼ

共通認識になっているなという印象を私は受けました。 

   だから，広島県という形が残るのか，例えば中国州という形が残るのかは別にしても，国と基

礎自治体の間に，広域自治体は向こう 10 年間は残るんであろうなと。その分担する機能の中か

ら言えば，今回の総合計画の中で，やっぱり一番気を付けておかなければいけないことは，いわ

ゆる広域自治体がどういうふうに補完性を発揮していくのかというような方針なのではないか

と思っていまして，例えば中山間地域の方に行きますと，そこの基礎自治体でやっていることは，

本当に中山間地域対策がほとんどです。はっきり言えば。例えば病院をどうやって残すんだとか，

学校はどうするんだとか。例えば，介護サービスをどうやって確保するんだとかいうのは，ほと

んどのエリアの行政分野にわたって，中山間地域対策なんです。そのときに，広域自治体である

ところの県が，どういう役割を発動していくのかというところが，まず一つ，審議の進め方の中

でいるのではなかろうかと思っていまして，農林水産業でも一生懸命やっているのは，やっぱり

中山間地域です。 

   だから，うまく表現できていないと思うんですが，道州制の話から考えてみるときに，例えば

台湾では，台中市と台中県が合併をするんですね。広島県でいうと，広島市と広島県が合併して，

二層制になるという時代が，もう既に来ているんですが，日本では多分，そういう二層制には向

こう 10 年はならないという感じを持っていますので，そうすると，広域自治体の特色を生かし

て，どういう補完性を，そういう地域に合ったように結び付けていくのかというのが，総合計画

の中に一つの方針としているのではなかろうかなと。 

   この状況からすると，ほとんどもう，総花的といいますか，何でもしなきゃならないみたいな

ことになっているんですけれども，ある意味，基礎自治体でできないところをどうやって賄うの

かと，そこを効率的に合意の上でというような考え方を持っておいた方が，私は正解なのではな

いかなと。それが，もし，基礎自治体がもう少し規模が大きくなってくれば，県はいりませんと

か，あるいは基礎自治体が今やっていますけれども，県がまとめてやってくれればスケールメリ

ットで安上りになるんじゃないかとか，基礎自治体が広域自治体に業務を委託をするとか，そう
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いったことも起こり得るんじゃないかと思っておるんですが，今のところは，一義的には，基礎

自治体をどう補完するか，広域自治体の特色を生かすかというところがいるんだろうと思ってい

ます。 

（委員） 

 この総合計画審議会の委員のメンバーを見ていると，経済界が少ないような気がするんですね。

先生方が多いし，経済界はこういうところでしゃべってもあまり役に立たないかもしれませんけ

れども，この総合計画の目的が，概ね 10 年後を展望した本県の成長戦略を明らかにするビジョ

ンを作るということですね。 

   これは，私，経済界から言わせていただければ，②の小委員会に「新たな経済成長」，これが，

この中にそういうものが含まれると思うんですが，今は広島の経済が，緩やかな回復傾向にあり

ます。これは全国も大体そういう方向であるんですが，ただその緩やかな成長を引っ張っている

のは，アジアの成長に助けられた製造業です。これはもう，完全に水面上に出て，２月の経済状

況調査ではプラス 7.8 というような数字になっているんですが，まだ非製造業は，雇用の悪化と

か消費の不況とかで，まだマイナス 34 ぐらいですか。そういう意味で，全体では製造業，非製

造業を合わせて，まだ水面下です。 

   だけど，本県を本当に元気にしようと思えば，そうしたデフレ状況から脱出することが，最大

の本県の成長の鍵だと思うんです。私は，先般２年以内にデフレから脱出する具体的な政策を，

政府に要求したんですけども，広島県もやっぱり２年やそこらでなかなかデフレからの脱出は難

しいと思うので，やはりそういうこれも 10 年の中には入りますから，そういう広島県の成長を

支えるために，どうしたらこの２番，「人づくり」とか「暮らしの安心・安全づくり」，それは重

要なことですから，それでいいんですが，２番の「新たな経済成長」，それをどうしていくかと

いうこの小委員会の役割って非常に大きいと思うんです。 

   これは，小委員会でしっかり議論していただいて，できるだけ本県のデフレ対策のようなもの

が，本当に作れるような，これはやっぱり各県とも経済構造が違いますから，企業状況も違いま

すから，そういうのはやっぱりその地域，地域による特性で，きちっと考えていただかなきゃな

りませんので，ぜひそういうところを重点的に今後進めていただきたいとお願いをいたします。 

（会長） 

 確かに御指摘のように，経済界がちょっと少ないんじゃないのかという感じはしておりました。 

   小委員会の委員長としての立場で，今までの御意見に対して，総括的に何か加えることがあっ

たらお願いします。 

（委員） 

 特に小委員会の委員の方々には，昨年の夏から秋にかけまして集中的な御審議をいただきまし

た。一旦，緊張感が途切れたような状況になったかと思いますが，再開されましたので，本日の

知事のお話，それから今日の委員の方々の問題提起，御指摘等を踏まえながら，もう一度仕切り

直していきたいという具合に思っております。 

 特に，先ほど委員の方からも御指摘ございましたように，今日出てきた項目の中には，結構，

市・町，基礎自治体の役割にかかわるお話も少なくなかったように思います。そうは言いながら，

県としてそれを補完する広域的な調整役等の役割が欠くことはできないでしょうから，本格的な

分権に向けて，広島県あるいは今後新たな広域自治体としてどういったことを行うべきかをにら

みながら，今後また，特に小委員会の方々には，御協力をよろしくお願いしたいと思います。 

（会長） 

   先ほどの委員の方々の発言について，事務局から特に今この場でコメントしておきたいことは
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ありますか。 

（事務局） 

 確認ですが，小委員会は，昨年から御審議をいただいておりまして，小委員会のメンバーは，

来年度も小委員会のメンバーとして引き続き御審議をいただくということです。別に新たな小委

員会を設けるということは考えておりません。 

   それと，商工関係ですけれど，平成 22 年度に新たな産業のビジョンを検討することになって

おりまして，そちらの方のメンバーというのは産業界の方がたくさん加わっていただいておりま

す。そこら辺の審議状況なりデータなりは，連携を取って，できるものは小委員会の方に提供し

ていきたいと考えております。 

（会長） 

 ぜひ，そこのところをお願いします。 

   それから，委員から出ました今まで検討してきたことと，今の出されているものとの落差がち

ょっと大きいんじゃないかなということについて，ぜひその辺のつなぎの部分を資料的に御配慮

していただきたいということでございます。 

   非常に活発な御意見を賜りましてありがとうございました。ただ今の御意見や視点も加えなが

ら，この論点整理に沿って，今後，小委員会で御審議をお願いしたいと思います。県の方で参考

となるデータ，あるいは資料等の御準備の方もよろしくお願いします。 

 

【閉会】 

（会長） 

   以上で，本日予定しておりました議事はすべて終了いたしましたが，特に何もないようでした

ら，これで終わりたいと思います。 

   それでは，以上をもちまして，第４回総合計画審議会を閉会いたします。長時間にわたり御議

論いただきまして，誠にありがとうございました。 

 

８ 資  料   資料１ 広島県総合計画審議会委員名簿 

資料２ 新たな総合計画の策定方針等について 

資料３ 時代潮流・社会経済状況の変化について 

資料４ 分野別の「取組・成果」，「現状・問題点」，「今後取り組むべき課題」 


