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第７回 県政運営評価戦略会議 会議録

１ 日時 平成２７年８月２６日（水） １５：０５～１６：５０

２ 会場 県庁１０階 大会議室

３ 出席者

委員 県

石田 和之（敬称略，以下同じ） 清水 英範 監察局長

井関 佳穂理 石本 寛子 危機管理部副部長

坂本 真理子 東端 久和 県民環境部副部長

田村 耕一 松浦 博 保健福祉部副部長

鳴滝 貴美子 仁木 弘 商工労働観光部副部長

南波 浩史 楠本 正博 県土整備部副部長

浜口 伸一 岡田 芳宏 監察局次長

福島 明子 辻 雅人 評価検査課長

ほか

（会議次第）

１ 開 会

２ 議 事

（１）「いけるよ！徳島・行動計画」の評価について

（２）その他

３ 閉 会

（議事項目と概要）

１ 評価私案の説明（資料１）

２ 質疑（以下，概要は別に掲げる）

３ 評価結果の決定
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■質疑

（班長）

それでは，質疑に移りたいと思います。総合的な観点からの意見・提言も含めま

して16時40分を目途に評価を終了したいと思っておりますので，よろしくお願いい

たします。こちらにつきましても，５－１と５－２というような，５－１から５－

５までになっておりますので，まず，５－１と５－２，最初の489番，１ページの4

89番から，528番，13ページです。１ページから13ページの528番までにつきまして，

御協議いただきたいというふうに思っております。質問につきまして，あるいは委

員の方々の御意見等ありましたら，どこからでも結構ですのでよろしくお願いいた

します。

（Ａ委員）

４ページの500番です。０人の目標に対して41人ということで，目標の達成度が

△で最終的に受入れ枠を拡大されているということで，Ｂ評価にされているのです

が，ただ当初の21人，21年度の30人から人数も増えているということもありまして，

希望者が受け入れ枠を拡大したのは，更に希望者が増えるということで，いたちご

っこのようなことになってなかなか追いつかないということだろうとは思うのです

けれども，女性の社会進出を非常に後押ししてほしいということもありますし，こ

ういった情勢なので，ここはＣ評価で厳しくやっていただきたい。非常にハード面，

ソフト面の整備が必要なのでなかなか，枠の拡大というのは難しい面もあると思う

のですけれども，ここはＣ評価でお願いしたいかなと思います。

（班長）

今の点も含めまして御意見，あるいは他の点も結構ですが，御意見，御質問等あ

りましたらお願いいたします。

私の方から質問なのですけど，今の点なのですが，これ恐らく今，Ａ委員さんが

おっしゃったように，多分いたちごっこというか，その状況がつくので受入れ枠に

ついては，今後も拡大していく，方向としては拡大していく方向だとは思うのです

が，現実問題としてその拡大，この待機児童の数ではなくて，この受入れ枠の拡大

についての見通しというか，もっとどんどん増やせる状況にあるのか，なかなか厳

しい状況にあるのかというか，そちらの方について，どんな状況なのかというのを

ちょっとお伺いしたいのですけれども。

（県民環境部）

500番の待機児童の解消について御質問を頂きました。受入れ枠の拡大について

の方針についてということでございます。御承知のとおりでございますけれども，

地方創生，人口減少対策として，子ども子育て，安心して子育てができる環境づく

りが，大きな柱となってございます。ここの部分につきましては，待機児童解消ゼ

ロという大きな目標を掲げて実施をいたしておりますが，定員については，記載の

とおり15,915人から16,701人と拡大をいたしております。実数の利用児童数につき
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ましても23年度ですけれども，13,961人から27年４月が15,003人と1,000人超増え

ておる状況でございますが，やはり潜在ニーズといいますか，女性の社会進出も相

まって今後とも需要はどんどん増えていくと認識をいたしておるところでございま

す。

国全体としまして，子育て支援の充実ということで，子ども子育て支援新制度を

この４月から実施いたしております。昨年度の段階で，市町村で子育てのニーズ調

査を行っておりまして，今後の保育のニーズを詳細に調査いたしております。それ

に従いまして，28年度子ども子育て新制度，認定こども園という制度もできるわけ

ですけれども，保育所の充実，施設の充実を市町村が積極的に実施をして，国全体

で待機児童ゼロを目指すと，そういう大きな方針もございますので，施設の整備に

ついては，県としましては，これ市町村と相まってということになりますが，今後

とも定員は増やしていく，そういう方向で努力したいと考えております。

（班長）

ありがとうございます。今の点，あるいは他の点，含めましていかがでしょうか。

はい，お願いします。

（Ｂ委員）

同じようなテーマなんですが，507番のこの病児医療ですね。このテーマも身近

なところの話で言うと，やはり働きたいんだけれども，病気になったときに子ども

を預けるところがないから，あるいは働きだしたけど，パートにちょっと行ってみ

たけど子どもが病気になって休みがちで仕事がちょっとなかなか続かないという方

が，私の身近でも結構おいでになりまして，健康なときばかりじゃなくてやっぱり，

かなり小さい１歳から５歳くらいだと結構病院に行ったり来たりしますので，この

辺の体制がどの程度整ってるのかというのがちょっと非常にわかりにくいのですけ

れども，各市町村で設置としているけれども，かなり充実しているのか，あるいは

まだまだなのか，この辺の県の御判断をちょっと教えいただきたいというふうに思

います。

（班長）

お願いいたしいます。

（県民環境部）

507番の病児・病後児の保育の実施についての御質問です。これにつきましても，

子どもさんが保育所に預けた場合に熱が出たというような場合は「親御さん迎えに

来てください」，ということにもなりますし，お母さんが働くということとの両立

をするために，この病児・病後児を保育する施設というのは非常に重要なものだと

いうふうに認識をしております。

今，実施市町村が24の目標に対して17市町村，市町村単位で書かせていただいて

おります。市町村に１つあったらそれでいいのかということにはならないと考えて
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おりますし，市町村でもクリニックでありますとか，あるいは保育所で病児・病後

児対応をしますとか，そういう施設もどんどん増やしていくという，県としてはそ

うしたいと考えておるところでございます。

例えば，徳島市でありますと，病児対応の施設が５つありますが，お母さんが働

きやすい環境整備の観点から言うと，まだまだ増やしていかなくてはいけない，そ

れから未設置の施設，市町村もありますので，広域的な市町村を越えての利用とい

うのもしておるというところもございますけれども，ここについても市町村と一緒

になって，充実を図らなければいけないと認識をいたしております。

（班長）

ありがとうございます。この点，あるいは他の点も含めまして，いかがでしょう

か。はい，お願いします。

（Ｃ委員）

２点質問をさせてください。４ページの498番が１点目です。ここで「ホームフ

レンド派遣事業」をしてます，ということなのですが，私が不勉強で大変申し訳な

いのですが，どんなふうにしてその派遣をする，行く方の側ですね，大学生とか大

学院生とか書いてましたけど，そんな人たちってどういうふうに選んでて，それは

県が何か設定をして保障をした形で出していっているのかというのをちょっとお教

えいただけたらと思います。２点目は８ページの513番です。こちらはもう一般事

業者さんに行動計画を作ってもらいましょうというようなことなのですが，順調に

というか，年々伸びてはいっていますが，最後の年度だけ達成ができてなかったと

いうところだと思います。これってどういうところに問題があるのかなというとこ

ろ，策定するのに時間がかかるし，いろんな手続もあるからめんどくさいって言っ

て嫌になるというか，作ってくれないのか，もしくは子育て等にあまり時間を使っ

てもらうと会社的にちょっと嫌やなとお思いのところが多いのが，どんな状況かと

いうのがおわかりになればお教えいただけたらと思います。

（班長）

それでは498番の方からお願いいたします。

（県民環境部）

498番のひとり親家庭の自立支援に関して，御質問の内容は大学生の「ホームフ

レンド派遣事業」についての状況をということであります。この事業は，ひとり親

家庭の児童の支援のために大学院生が，主には教員だとか，保育士さんだとかを目

指している方が多いのかと思いますけれども，ホームフレンドとして月２回程度，

その家庭を訪問し，児童の話し相手，相談相手になっていただいて，生活指導，学

習指導を行うという事業でございます。

募集の方法ということでございますけれども，ホームフレンドの登録を大学院生

の方にしていただいて，一方でそういう派遣の申出がある御家庭も登録を頂いて，
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そしてその家庭の申出に応じて大学生の方に訪問していただく制度としておりま

す。現在のところホームフレンドの登録生は33名で，27年３月時点で大学院の方28

名，大学生の方が５名，家庭としては48世帯で，運用いたしております。

登録者については，関心と熱意のある方は是非参加していただきたいということ

で，我々としては周知に努めておるところでございますけれども，まだまだ周知が

足らないということもあろうかと思います。大学の先生とかを通じてホームフレン

ドの登録者数についても増やすよう努力したいと思っております。

（商工労働観光部）

513番ですね。「ワーク・ライフ・バランス」の周知のところで，企業数280に対

して277ということで，足りてないのだけれどもどういったのが要因かというよう

な御質問かと思います。この制度を少し簡単に説明させていただきますと，ここに

計画に載せておりますのは100人以下の事業所の数でございます。それより多い人

数の企業も当然あるわけでございまして，100人以上の企業につきましては，策定

したり，届出したり，公表したりという，それから労働者への周知義務，こういっ

たのが義務となっておりまして，それは国の徳島労働局がそちらの方は所管いたし

ておりますけども，例えば従業員301人以上の企業，これは県内48企業あります。

これは100％できております。それから101人から300人までの企業，これは180企業

ございます。こちらの方も100％できております。

私どもが書かせていだいておるのは，それより人数の少ない，非常に小さい企業

さんの場合でございまして，先ほど言ったのは義務があるわけでございますが，10

0人以下というのは努力義務，努力規定というようなことになっておりまして，ど

ういったアドバンテージがあるかということも含めて会社側で判断なさっているの

ではないかと思いますけれども，残念ながら少し足りなかったというような状況に

留まっているところでございます。私どもとしましては，例えば仕事と家庭の両立

支援に取り組むようなところを「はぐくみ支援企業」として表彰するとか，そうい

ったことを通じまして，できるだけ取り組みやすいような環境を整えて，なおかつ

重点的に周知して啓発も行っているところでございますけれども，残念ながらこう

いう結果，少し足りなかったということでございます。

（班長）

ありがとうございます。他に御質問，御意見等ありましたらお願いいたします。

はい，お願いします。

（Ｄ委員）

子育てで男性の育児参加がこれから重要になってくると思うのですけれども，県

内企業の男性の育児休暇取得率とか，そういう統計っていうのは何かあるのですか。

（班長）

いかがでしょうか。
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（商工労働観光部）

すみません。準備できているかどうか確認させていただきます。

（Ｄ委員）

それ各都道府県と，もし比較できるようなものがあるのであれば，例えばそうい

うのも目標の中に入れるようなことも可能ではないかなという感じはいたしまし

た。

（商工労働観光部）

各都道府県別というのはないようです。県内の分については，県が調査したもの

が，この前準備したのがあるようなのですけども，ちょっと今日この項目のことで

持って来ておりませんので，また個別に御説明させていただければと思います。今

日ちょっとデータをお持ちしておりません。

（Ｄ委員）

あとで説明は結構です。

（商工労働観光部）

よろしいですか。

（Ｄ委員）

県内の企業さんからそういうのを取っているのであれば，そういうのが趨勢的に

増えているかどうかとか，そういうのもちょっとよく見られたらいいんじゃないか

なというのがちょっと思った点です。

それから３ページの494番の若者未来創造塾というのを平成23年に作られて，そ

れで参加者も増えているということで，評価はＡになっているのですけれども，こ

の若者未来創造塾というのは，どういう方々が参加して，参加した結果，何か効果

は上がっているのでしょうか。何か，こういうものをやったというだけで，終わっ

てないかどうかという，ちょっとそういう懸念があるのですけど。

（班長）

いかかでしょうか。

（県民環境部）

若者未来創造塾についての御質問でございます。この若者未来創造塾につきまし

ては，徳島の未来を担う若者が徳島の現状をより知って，将来について自らの頭で

考えていただくということを趣旨として実施をしているところでございます。

私どももそうでございますけども，徳島の現状を徳島の人がなかなか知らないと

いうようなところもございます。そういうことも含めて若い方に徳島の状況を座学

ではなくて，フィールドワークの形で知る中で，徳島の今後の在り方を若い方に考
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えていただきたい。例えば，子育て現場のボランティアをするだとか，あるいは神

山のアーティストインレジデンスの現場を視察するだとか，あるいは徳島ヴォルテ

ィスの運営ボランティアを体験する。あるいは県内で活躍をされている若手経営者

のショップの見学をいたしまして，活躍している若手経営者の御意見をお聞きする，

お話を聞いて何かを感じてもらおうと，そういった主旨でございます。対象としま

しては，大体18歳から30歳くらいまでの方ということで，募集をするわけですけど

も，県内大学生の方が多いような状況になってございます。

何かを残したかという御質問でございますが，そこはなかなかストレートにお答

えするようなものというか，形として残ったということを明確に申し上げることが

できませんが，こういうことを継続的に取り込むことによりまして，参加した徳島

の若い方々が徳島のことを自分の頭で考え，徳島の魅力を気づいていただく，その

方が将来的には徳島を背負って，何らかの形で役割を果たしていただくと，そうい

うことにつながっていければとに考えているところでございます。また，節目の会

合には知事もできるだけ参加したいということで，出席しておりますので，そうい

ったところで，知事が直接，若者の意見を聞きまして，施策，県政に反映するとい

うような取組みをさせていただいておるところでございます。

県総合計画審議会若者クリエイト部会の若手の委員さんにも御参加を頂いて，若

者の意見を聞いていただいて参考にしていただく，そういった主旨で取り組んでお

るところもございます。

（Ｄ委員）

今のを伺ってますと，要するに子育てに関する意識を高めるという主旨の内容よ

りも，もっと徳島の今のいろんな，若者に関心を持ってほしいような，徳島の取り

組みを知ってもらうような，そういう内容が主という感じですかね。

（県民環境部）

はい，発足した際は子育てに特化したといいますか，若い世代から子育てに興味

を持ってもらう，そういうところで自分の将来を考えてもらおうと，そういう主旨

があったわけですけども，事業を実施する中で子育てに特化するというよりも，若

者が徳島の未来づくりに参画してもらいたいと，そういう主旨の事業ということで，

ここ数年間は取り組んでおります。

（Ｄ委員）

知事とか議員さんがそういうのに加わって，若者から出てきた意見が施策に反映

されればいいんですけど，何か一種のガス抜きみたいなことだけで終わるようなこ

とのないように是非やっていただきたいなというふうに思います。

（班長）

今の点，あるいは他の点につきまして，御意見，はい，お願いします。
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（Ｃ委員）

今の件に関連してなんですけれども，この創造塾に私も若者クリエイト部会とい

う総計審の部会のメンバーで参加させていただいたときがありまして，結構この学

生たちが自分達でそのイベントを盛り上げようとしてて，一生懸命議論をするんで

すね。その中で，知事が来てくださったときは，知事に「こんな，こんなんです。

状況はこんなんです」と熱心にお話をして，やっぱり徳島出身の子が外に出て行っ

て帰ってきて，その夏休みとかにお話しするとか，あとは全然徳島に関係ないんだ

けど関西から来ましたという子たちも，いろいろ徳島のことはもちろんなんですけ

ど，自分たちがどうやってよりよく生きていくだとか，何かそんなことを熱心にお

話をしてて，本当に活性化している感じでしたので，そこでまたその塾があって，

その出て行った方々と今の人たちがもっとつながれたらいいのかなという気はして

おりますので，そこの辺りはまたちょっとまた工夫がする余地があるかなというよ

うな気はします。でも何かすごいいい雰囲気でした。報告です。

（班長）

他に御意見いかがでしょうか。はい，お願いします。

（Ａ委員）

12ページの525番なのですけれども，介護サービス従事者の指導者等の養成研修

参加者数ということで，目標値を下回って△というふうになっているのですが，成

果等の記載のところで，これまで県が実施した研修のうち，平成26年度においては

職能団体が主体的に実施することになった研修があるため実績値が減ったというこ

とがございまして，この職能団体が主体的に実施することになった研修というのは，

この指導者等の養成研修等を通じ，介護サービスの質の向上を図るという目的に合

致した研修であるということの確認と，そうであるならば，県が実施しなくても職

能団体が自主的に実施してくれたら，そっちの方がいいわけであって，こっちの方

が評価が高いというか，この200人も加えていい評価にした方がいいのではないか

なというふうにちょっと思うのですけれども，いかかなんでしょうか。

（班長）

今の点，いかがでしょうか。

（保健福祉部）

委員がおっしゃるように，具体的にはケアマネ協会，こちらの方で，いわゆる介

護サービスの従事者の指導者の養成を26年度から始めまして，200名はこの中に入

っておりませんので，実際は県主催の141プラス200名程度というような数字になっ

て，そこの記載，まじめに県主催ということで考えて，そういう記載をしたのだろ

うと思いますけれども，おっしゃるようにいつまでも県がこういうことをやってい

くよりは，おっしゃるようにそれぞれの当事者がそういう研修というか意識向上を

図っていくということは，非常にありがたいことでもありますし，そうあるべきだ
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ろうなというふうに考えております。ありがとうございました。

（班長）

評価につきましては，また最後のところでしたいと思います。今の点も含めまし

て，いかがでしょうか。私の方から質問なんですけれども，11ページの523番なの

ですが，シルバー人材センターの数値に関わる話なんですけれども，これも登録し

ている人というか，そのシルバーの方の問題と，それからそういう人に来てもらい

たい企業であるかどうかわかりませんけれども，その行き先というか受入先という

か，その数とのバランスという話になるのですが，シルバーの方自体は当然今後も

増えていくという話だし，こういうことについては当然積極的にやっていただいた

方がいいと思うのですが，その受入先というか企業であるかどうか別にして，そち

らの方の数値というか，数字がそのマッチングしたこの数字かもしれませんけれど

も，積極的に受け入れるよというようなことなのか，それとも特に景気の問題にも

関わるかもしれませんが，そうでなくて，もうちょっと本当はもっと若い人に来て

ほしいけれども，一応受け入れますというような感じで，あまり積極的ではないの

かという，そういうような，一概には言えない話だと思いますが，その辺の事情，

受入先の方の事情なんかについてちょっと教えていただきたいのですが，いかがで

しょうか。

（商工労働観光部）

シルバー人材センターの件で，お問合せ，御質問いただきました。このシルバー

人材センターは高齢者の方が臨時的かつ短期的に，あるいは就労を希望する高齢者

ということで，一般の方からお話があれば派遣，シルバー人材センターを通して派

遣して，よく言われておりますのが庭木の剪定でありますとか，障子を貼ったりと

か，そういった作業に，軽易なことですけども従事していただいてというような意

味合いでございます。この高齢者の就労環境というのは，高齢者雇用安定法という

のが改定によりまして，65歳までの継続雇用の引上げとか，その他の就労理由によ

る退会というようなことで，実はシルバー人材センター以外での就労機会が増えて

いるという事情がございます。

例えば，地元のＮＰＯ法人でありますとか，ボランティア団体とか，そういった

ところで，お金をもらうためにシルバー人材センターに行くというよりは，御自身

のその生きがいといいますか，そういった時間を利用して社会に貢献するとか，そ

ういった中での活動だったわけですけれども，いろんなそういう団体があって，そ

ちらの方に参加される方も多くなったということと，それから，これまでシルバー

人材センターでお願いしていて，同じ方がずっと行ってますと，その方をどうして

もということになりますと，人材センターを通さずに，その方に直接というような

話もあるように聞いております。したがって若い人がいいとか，そういう意味合い

ではなくて，その相対的に会員数も増えてない，高齢者の方の会員数が増えてない

という状況の中で，人材センターを通さずにいろんな活動をなさっている方も多く

なっているということで，残念ながら現状においては，その目標を５年前に数値目
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標を設定したとおり数値が上がっていないというような状況がございます。

これ，ちょっとこれから先の話をさせていただきますと，このシルバー人材セン

ター，高齢者が社会の中でそういった生きがいを持って勤労していただくというこ

とは非常に重要なことだと，我々も思ってますし，高齢者の方々もそうだと思いま

す。特に今，国の方で都市部での高齢者を地方部に移住した上で，人生の最後のと

きまでを有意義に過ごしていただくという「ＣＣＲＣ」という名称で言われており

ますけども，そういった取り組みが行われようとしております。我々もシルバー人

材センターをこのままでというよりは，その機能を何とかできないかということで

考えておりまして，そういった中で高齢者の方が有意義に働いていただけるような，

そういうセンター機能を何か持ち合わせながらできればなというふうに，これから

先のことですけども考えているところでございます。

（班長）

ありがとうございました。

（Ｄ委員）

シルバー人材センターは，私の知り合いでもすごく活用してらっしゃる方がおら

れまして，夫婦で旅行して家を空けたときの犬の世話とか，それから本当にこの庭

の草抜きとか，それから木の剪定とか，ちょっとしたことでもシルバー人材センタ

ーに頼むとすごくいい仕事される方々がいるということで，すごく重宝してらっし

ゃる方が私の周りにもいるのですけども，そういう一般の家庭でも，シルバー人材

センターの方にいろいろ活躍していただけるということを，利用者サイドの方であ

まり知ってない方も結構いるのではないかという感じがしますので，こういう使い

方，シルバー人材センターで一般の家庭でもできますようというような広報も更に

力を入れられたらいいんじゃないかなという感じはいたします。

（商工労働観光部）

ありがとうございます。シルバー人材センターそのものが，組織的に連合会があ

りましたり，いろんな活動をＰＲさせていただいておりますけども，確かにまずど

こに電話するのかとか，今まで１回も使われてない方はやっぱりそういうのもあろ

うかと思いますので，周知啓発に努めてまいりたいと思っております。

（班長）

他にいかがでしょうか。はい，お願いします。

（Ｂ委員）

525番です，12ページです。これは介護サービス従事者の指導者の研修など，介

護サービスの質の向上を図りますということで，やはりその徳島県は介護福祉の先

進県ということで，大分謳われているいるし，実際そうだと思うのですね。老人ホ

ームのキャパを含めて相当充実した内容の中でいろいろ研修なさっていて，極端に
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ぼんと数が平成26年に落ちているなと思って見てみましたら，右の方で付記があっ

て，いろいろ職能団体がサポートされて，相対的な数は確保されているように思う

ので，そういった意味で，かなり力を入れてらっしゃるので，これ私はＡでいいん

じゃないかなと，かなり目標値に近い数字に合わせると，数がなるように見てあげ

た方がいいのかなというのが１点，525番でございます。

それから，あと520番ですね，ちょっと戻りまして，10ページなのですけれども，

これもＣ評価になっていますけれども，着実に人数が増えているわけですよね。そ

れで目標数字と乖離しているということなので，この辺ちょっとどんな感じなのか

をちょっと教えていただいたらと，また評価に結び付けたいと思います。

（班長）

520番につきまして，いかがでしょうか。

（保健福祉部）

この県の健康福祉祭の参加者数ということでございますけれども，実はこれ23年

は2,900人と，あと26年は3,689人ということで，実はこの参加者の内訳がかなり年

を追って変わってきておりまして，例えばゲートボールであるとかグランドゴルフ，

今まではそこの参加者の方が多かったのですけれども，競技団体の方にお聞きしま

すと，競技者数がゲートボールとかグランドゴルフはかなり減ってきつつありまし

て，あとのいろいろ，その例えば多いところであればソフトボールであるとか，あ

とサッカーであるとか，そういうその今まで少なかった参加者のところが増えてき

まして，大きなその例えば具体的に申し上げますと，このゲートボールであれば，

東部大会の方でゲートボールで参加していただいたのが，例えば23年であれば310

人の方が参加されていたのが，26年には64人ということで，競技人口以上に人数が

減ってきてまして，そういうその全体的にいろいろなそのスポーツの参加者も増え

てきているのですけれども，一方こういった大所が競技人口が減ってきているとい

うこともありまして，全体的にこの目標を達成はできなかったんですけれども，我

々としましては，いろいろなスポーツの競技で参加してくださる方が増えるという

ことはありがたいことやなと，大きなところが減るのは時代の流れで，そこは仕方

がないのかなというふうに思っております。

（班長）

他にいかがでしょうか。それでは時間もありますので，評価の方に移りたいと思

います。まず最初，１ページから489，490につきましては原案通りでよろしいでし

ょうか。次の２ページ，３ページにつきまして491から496につきましては，これも

原案通りでよろしいでしょうか。では続きまして，４ページの497から499につきま

しては，原案通りでよろしいでしょうか。では次の500番ですけれども，これにつ

きましては，Ｂ評価になっておりますが，Ｃではないかというような御意見いただ

きましたが，他の委員の方いかがでしょうか。Ｃということでよろしいでしょうか。

では500番につきましては，Ｃ評価というふうにさせていただきます。それから５
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ページの501番から504番につきましては，こちらも原案通りでよろしいでしょうか。

次，６ページ，７ページですけれども，505番から511番につきまして，こちらも

原案通りでよろしいでしょうか。では次，８ページ，９ページですけれども，ここ

について512から517に関しても，こちらもよろしいでしょうか。次，10ページの上

の518，519につきましては，原案通りでよろしいでしょうか。ではその次，520で

すけれども，これＣ評価ということになっておりますが，もう少しというようなお

話もありましたが，Ｂ委員さんいかがでしょうか。

（Ｂ委員）

そうですね，お聞きすれば年々，そのトレンドというのですか，やはり変化する

のだなと思いました。それで，それに対応していろんな種目も増やされているよう

ですから，やはりかなり積極的に取り組まれているのではないかと思いますので，

私はＢでもいいのかなと。ただ，競技人口をもっと頑張って増やしてくださいとい

うことですね，はい。

（班長）

ありがとうございます。今，Ｂでいいんじゃないかというような御意見いただき

ましたが，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では520につきましてはＢ評

価というふうにさせていただきたいと思います。それから521から523につきまして

は，いかがでしょうか。原案通りでよろしいでしょうか。では次，12ページにいき

まして，524についてはこのままでよろしいでしょうか。その下，525ですけれども，

これＢ評価になっておりますが，先ほどからの議論ではＡでいいんじゃないかとい

うような御意見が多いかと思いますが，Ａ評価ということでよろしいでしょうか。

では525につきましては，Ａということにさせていただきます。それから，526，27，

それから次のページの528につきましては，原案通りでよろしいでしょうか。では

一応，528番までにつきましてはそのようにさせていただきたいと思います。

残りになりますが，529番から最後560番までということで，５－３，５－４，５

－５，ちょっとセットになりますが，まとめということで，御審議を頂きたいと思

います。どこからでも結構ですので御意見，御質問ありましたらよろしくお願いい

たします。

１点，私の方から質問なのですが，15ページの535番のところになるのですが，

民間企業の障がい者雇用率というようなところですけれども，こちらについては目

標値にはちょっと達していないということなんですが，伸びてることは伸びている

のですけども，なかなかその増えないというようなことに関しまして，以前と比べ

て最近何か変わったとかというようなことがあるとかないとかいうような，ちょっ

とその辺のお話をお伺いできればと思うのですが。

（商工労働観光部）

この障がい者の雇用につきましては，これは確か１回目の会議のときもどなたか

から御質問いただいてお答えさせていただいたかと思うのですけども，国の法定雇



- 13 -

用率が２％ということで，それを大きな目標ということで徳島県も掲げさせていた

だきまして，できるだけそれに近づけていこうと，それをクリアしていこうという

ことを今，取り組みを展開いたしております。前年1.78％ということの数字だった

のですけども，これを最初年度ということで，戸別訪問をかけまして，担当者がず

っと各，達していない，達していないというか，雇用が未達成の企業のところに回

りまして，１件１件お話をさせていただいて，雇用の際には是非これをということ

で話をさせていただいて，1.90％まで上がってきたところでございます。法定雇用

率の達成企業の割合というのは，今57.5％ということで，これは全国５位まで伸び

てまいりました。私どもとしては，伸びてる数字は1.9まで上がったのですけども，

法定が２％ということなので，それに向かってなおさら，なお努力をさせていただ

くということでございます。ちなみに平成24年までの法定雇用率は1.8でございま

して，25年に引き上げて2.0になっているという状況の中で今，取り組みを進めて

いるところでございます。

（班長）

すみません，もう１点，お答えできる範囲でお答えいただければと思うのですが，

その比較的規模の大きい企業であるか，あるいはそうでない企業であるか，あるい

は業界別に何か比較的雇用率が高いとか，高くないとか，何かそういう特徴がある

ようでしたら，もしわかるようでしたらお答えいただければと思いますが。

（商工労働観光部）

はい，業界別にという，今そこまでの詳細のデータが今，お持ちをしてないので

すけども，この障がい者の方というのは，障がいがどういう部位が障がいがあるか

ということと，それからどういう職業に就かれるかということで，いろんな制約が

あったり健常者と同じように働いていただけたりというような部署がございます。

例えば車いすに乗っている方は製造業の現場というようなものは，なかなか移動が

多いところは難しいところがあったとしても，事務方の作業では全く支障なくでき

るというのもございます。そういったところで御理解を頂いて，それぞれの業種で

それぞれ可能な中で雇っていただくというような取り組みを進めているところでご

ざいます。

（班長）

ありがとうございました。他の点，あるいは今の点でも結構ですが，御意見御質

問いただければと思います。はい，お願いします。

（Ｄ委員）

20ページの548番で，ここは非常に評価が難しいと思うのです。ユニバーサル社

会の実現に向け，あらゆる人が自立して「安全」に，「安心」して「自由」に移動

することが可能な社会基盤の調査・研究を進めますということで，いろいろ東京の

「ユビキタス計画・銀座」とか，いろんな対象プロジェクトの「ユビキタス特区」
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の先進事例の調査・研究を行ったというのはあるのですけれども，それで成果が上

がったという，Ａの評価まで付けていいのかどうかというのが，この調査・研究は

まだ進めていらっしゃる段階なので，あまり成果が上がったとはちょっと言えない

のじゃないかなという感じがちょっとしてます。それで，いろいろこの「ユビキタ

ス特区」の対象プロジェクトの先進事例の調査・研究とか，東京の事例を調査・研

究されて，具体的にはそれを踏まえて徳島でどんなようなプランを作ろうとしてら

っしゃるのかというのが，具体的にあればちょっと教えていただきたいというのが

第１点です。

それから，22ページの553番，多くの外国人旅行者が快適に移動できるように，

主要観光地等において，多言語化した案内標識の整備を推進しますということで，

確かに推進する地域の数は，26年度８地域で達成されているのですけど，この地域

というときのエリアのこの広さが，どれくらいの広さのことがこの１地域になって

いるのかというイメージがちょっとわからないので，狭いエリアだったらこれ８地

域くらいやっても，まだまだもっとやらなきゃいけないんじゃないかなという感じ

もしますし，この地域のエリアの広さが全然この表からはわからないので，これは

ちょっと何とも評価しがたいという感じです。

（班長）

548番からお願いできますでしょうか。

（県土整備部）

ユニバーサル社会の調査・研究ということで，ソフトもハードも含めたものにな

っております。県土整備部で具体的にやってますのは，徳島県ユニバーサルデザイ

ンによるまちづくりの推進に関する条例に基づきまして，既存公共施設であります

とか，そういったユニバーサルデザイン，具体的にはハードに取り組んでいるとい

うことになります。それとＩＣＴを活用した，そういった「ユビキタス社会」の実

現というのが，都内等で進んでおりますので，具体的には東京都，携帯端末，最近

スマホですね，それから周辺整備や観光スポットのルート案内，そういったものを

やっておりますし，東京の事例でございましたら，銀座地下鉄とか，専用端末によ

って無線マーカを利用しまして現在地を特定して，個人属性に応じたバリアフリー

の経路や通路を音声案内等での提供，車いすの使用者の方とか，高齢者の方とか，

そういった歩行者移動の支援の実証実験をやられたもので，そういったものか，ま

た多言語でのそういった情報提供とか，そういうのをやってこられてます。スマー

トフォン等を活用した情報提供からいろんなのがたくさんあるんですけど，具体的

な，徳島県では視覚障がい者の方に音声による施設案内のシステムでありますとか，

聴覚障がい者の方に対する情報表示システムというような分を，徳島視覚支援学校

と徳島聴覚支援学校において設置ということで，そういった最先端でやっていると

ころもあるのですけれども，その中ではいろんな考えと，実現可能なものを徳島で

も取り入れる，反映させていくというようなことで，いろいろ研究・調査を行って

いるというところでございます。
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具体的にはこの案内システムというのは，いろんな観光案内でありますとか，そ

ういった分からスマホを活用した情報提供というのがあるのですが，県土整備部と

しての取組ということでちょっと表題が大きいというようになっているのですが，

反映できる分もいろんな形で調査・研究して，すぐできるもの，それから将来にわ

たって取り組んでいけるものというようなので，まだ表現は研究・調査という形で

させていただきますが，できるものから取り組んでいきたいというふうに考えてお

ります。

（班長）

553番につきましては，いかかでしょうか。

（県土整備部）

ちょっとこの地域の表現なんですが，まず道路標識等の多言語表記ということで，

中国語や韓国語などのそういった分の外国人観光の方に効果があるということで進

めておりまして，具体的にどういったことをやるというのを，まず関係課とも連携

をしまして，県内の主要観光地エリアに，まず中国語や韓国語といった多言語表記

による道路案内標識を設置するということで進めております。具体的には，まず22

年度に徳島駅から阿波おどり会館があるんですよね。この国道の438から徳島駅前

停車場線で６枚。それと，道の駅「藍ランドうだつ」ですね，そこの表示とか，道

の駅「ひなの里かつうら」で３箇所，それから23年度は192号の交差点から「文学

書道館」，これ徳鴨なんですけど，５枚。それから，かずら橋の山城東祖谷線とい

うような形の，こういった地域という表現だけでは非常にわかりにくいのですが，

そういったやはり主要観光エリアということを念頭において，それぞれ動線であり

ますとか，大浜海岸，日和佐駅とか，そういった分で観光客が楽しく訪問できるよ

うに，そういったことでいろんな連携をしまして，主要観光地のエリアということ

で，ちょっと地域という表現がはっきりわかりにくい，具体的にはそういった観光

誘導みたいなところを中心に，１地域でありましても，この動線であれば６枚とか，

この地域というのは，そういった観光，スポットエリアということである表現をさ

せていただいておるところでございます。

（班長）

ありがとうございます。他に御意見等ありましたら，お願いいたします。

（Ｂ委員）

533番，14ページなのですけれども，これはグループホーム・ケアホームの定員

数というところなんですが，数字は確かに全面クリアなんですけども，これ施設を

いくら作ったかという話になるので，例えば平成25年460人の予定だったのが，579

人の定員数が確保できて，平成26年で580人の予定が617人だったということで，あ

る意味，冷ややかに見るとオーバーストックではないのかと。それか将来，まだま

だいるのか，それでこれちょっと余分に作っているのだというようなことなのか。
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確かに身の周りにグループホーム・ケアホームって増えてきましたよね。それが適

正なのかどうかというところの目標値とのオーバーストックじゃないかと言われな

いかどうなのか，その辺ちょっとよくわからないので，御説明いただいたらと思い

ます。

（班長）

お願いいたします。

（保健福祉部）

グループホーム・ケアホームでございますけれども，以前，昔は障がい者の方が

施設でケアを受けながら生活すると，それが主体であったわけですけども，そうい

うことではなくて，自分でできるところはなるべく自分でしていこうという，あと，

その施設の定員も大勢，大人数の中での１人ということではなくて，10人程度の規

模の中で生活をしていこうという，そういうその障がい者の地域復帰といいますか，

そういうその大きな流れがございまして，そういう中で今までの入所施設から自宅

ではないのですけれども，地域地域にある，こういうグループホームで生活する方

が，やはりまず第一，本人にとっても良いですし，いわゆる財政的な面も，社会保

障費が年々増加していく中で，そこら辺もある程度増加を抑えることができる。そ

こは主な目的というわけではないのですけれども，本人にとっても良いし，公にと

っても良いと，そういうようなものでございますので，県としてはなるべくこうい

う施設は増やしていきたいと。

一方，実はそのおっしゃるオーバーユースではないのかというか，定員自身が大

きくなってないのかという，そういう御懸念も，我々としたら，県内どこで障がい

者の方が住んでおられようとも，そういうサービスを提供できるようにしたいなと

いう思いはあるのですけれども，いかんせん，東部圏域にある程度固まって，偏在

がやはり一部みられますので，我々といたしましては，そこら辺の偏在を解消する

という意味でも，そこらの薄い地域，そこら辺を重点的に支援をして，グループホ

ームとかケアホームを作るのを支援していきたいなというふうに思っております。

（班長）

他に御意見等いかがでしょうか。一応まだ時間あるようですので。はい，お願い

します。

（Ａ委員）

17ページの539番なんですけれども，ここで補助犬の登録頭数というのが，目標

では毎年１頭ずつ増えていくような形で設定されているのですけれども，結果とし

て２頭少なかったと，４年間で２頭だけ申請したというので，横のところに23年度

は盲導犬１頭，24年は申請者なし，25年が介助犬１頭と，26年度は育成中止という

ふうに記載がありまして，これは何か，その需要の方がなかったのか，それとも供

給の方の何らかの事情なのか，ちょっとその辺だけ教えていただきたいなと思いま
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して，需要がもしないんだとしたら，別にこれでもいいんかなというふうには思っ

たのですけれども，ちょっとそこがわからなかったのでお願いします。

（保健福祉部）

そこの24年の場合，申請者が，盲導犬，聴導犬等を利用したいという方があって，

そこから育成が始まりますので，24年はそういう意味で利用者，申請者がいなかっ

たと。あと，それから26年は申請は頂いたのですけど，育成している途中で，申請

された方が体調不良になられたというようなお話を聞いておりますので，そういう

ことで結果的に辞退をされて育成できなかったと。我々としては，申請をいただけ

れば可能な限り育成していきたいなという思いはあるのですけれども，そこら辺，

どういうふうにすれば盲導犬，聴導犬等を利用できるのかというあたりもあろうか

と思いますので，そこら辺は広報などを通じて，利用される方であるとか，またそ

の利用された方が飲食店とかに入った際に，店頭に入ることを拒絶されたりする場

合がありますので，あくまでも身体障害者補助犬法という法律があって，飲食店な

んかは拒むことができなくなっておりますので，そこら辺も含めて積極的にＰＲを

していきたいなというふうに思います。

（Ａ委員）

何かもっと利用，利用というか，需要が多いのかなと思ってたのですが，そうで

も実はないということなんですかね。だからあまり情報がないから手を挙げないの

か，その辺の事情はよくわからないのですけれども，何か介助犬がおったら便利だ

ろうから，みんな使いたいけども供給が追いつかないのでなかなか回してもらえな

いのかなというふうな，そんなような認識でいたのですけども，そうではないとい

うことなんですかね。なので，だからこれ目標に対して，頭数が少ないことに対し

て△なのかどうなのかというのがちょっと実際のところよくわからないなと思った

のですけども。

（保健福祉部）

今年度もお１人，申請を頂いておりますが，申請いただく人数が多くて，お断り

しているということではございません。県内にも育成していただける団体が１団体

ございますので，この辺は，申請いただければ，育成にやはり１年くらいいります

ので，そこら辺は少し時間はかかるのですけれども，利用はしていただけるという

ふうに聞いております。

（Ａ委員）

はい，わかりました。需要と供給に見合ったことができているならば△じゃなく

てもいいのかなという，ここの評価はね，というふうに思いますけども。

（班長）

はい，ありがとうございます。他に，今の点も含めましていかがでしょうか。
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（Ｄ委員）

また，質問でお聞きしたいだけなんですけども。20ページの547番で，電線類を

地中化した県管理道路の延長というのがございますけども，アレックス・カーさん

なんかも日本のその電線がすごく景観を損なっていて，外国人の目から見ても「非

常にこれ何とかしてほしいとみんな思っている」という話がいつも出るんですけど，

電線をなるべく地中化した方がいいと思うのですけども，やっぱり優先順位を付け

て順番にやっていく必要があるのですけれども，県の道路で電線を地中化していく

場合は，どういうところから優先順位を付けて先に地中化してらっしゃっているの

ですか。

（県土整備部）

電線の地中化のことなんですが，県としましては，電線の地中化につきましては，

県土整備部全体としましては，南海トラフ対策の安全・安心とか，緊急輸送路であ

るとか，そういうのをまず優先というのがございます。それから，老朽化対策で進

めていく上で実施するとかいうような，大きい公共事業などの重要性というのを持

っておりまして，電線の地中化につきましては，市街地におきましては，災害に強

い道づくりに有効であるということで，電気通信の需要密度が高い商業地域であり

ますとか，効果の高い区間から優先して実施するという方針でやっております。地

中化の場合，被害を受けた場合の復旧が難しいというのがあるのですが，先ほど申

したように，商業地域など，そういった効果の高いところ，実施可能なところから

進めていくという方針でございます。

（Ｄ委員）

この平成25年度，26年度は，地中化の計画もなくて，実績もないのですけども，

とりあえずあれなんですかね，県の管轄のところというのは，今後，地中化を進め

ていく予定というのはちょっと中断するという感じになるのでしょうか。

（県土整備部）

25，26というところがないということで，私も別の計画では11.8にするとか，そ

ういった計画がございまして，というのは，現在23年度から鳴門公園線の土佐泊浦

から歩道整備と併せた電力地中化というのを着手しておりまして，いろいろ用地交

渉等がありますので，具体的には整備の数字にはできてないのですが，今，事業を

進めるということでやっております。25，26に関しましては，そういった用地交渉

等などをしてましたので，具体的に実績としては上がってないのですが，終わりと

いうのではなくて，できるところは進めていくということでございます。

（班長）

他に御意見等ありませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは，時間もあ

りますので評価ほうに入りたいと思います。13ページの529番からのところの評価

に入りたいと思います。まず，13ページの529，530につきましては，このままでよ
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ろしいでしょうか。続きまして，14ページ，15ページですけれども，531番から535

番につきましては，これも原案通りでよろしいでしょうか。次のページの16ページ，

536から538番につきまして，これも原案通りでよろしいでしょうか。では次の539

番ですけれども，Ｂ評価ということになっておりますが，Ａ委員さん，どうしまし

ょう。Ａでもという気はしないでもないのですが。

（Ａ委員）

そうですね。この事業達成状況を○にしてるのは，結局補助犬の登録頭数が足ら

なかったという，そういう意味合いなのですか。そういうのだったら別にＡでもい

いかと思いますけど。他に要因があって，ちょっと達成できない何かを含んでいる

とかいうのだったらあれなんですけど，そうではないというのでしたらＡでもいい

かなと思います。

（班長）

先ほどの議論を聞いていると別にＡでもというようには思ってきましたので，Ａ

ということにさせていただきたいと思います，よろしいでしょうか。では，539に

つきましては，Ａということに変更させていただきたいと思います。それから540，

41番につきましては，いかがでしょうか。ではこれも原案通りということにさせて

いただきます。それから，18ページ，19ページの542番から，546番につきまして，

これも原案通りでよろしいでしょうか。次，20ページの547番につきましては，原

案通りでよろしいでしょうか。次，548番なんですけれども，ちょっとなかなか抽

象的な話でというような議論もありましたが，Ａ評価となっておりますが，Ｄ委員

さんいかかでしょうか。

（Ｄ委員）

ここはちょっと難しいんですけど，調査・研究をやったというのを成果が上がっ

たとするかどうかということなんですけども，この項目自体がなかなか掲げて評価

するというはちょっと難しいのはあるんですが，調査・研究された結果として，そ

の視聴覚障がいの方に対するシステム設置なんかは，実際にやられているので，そ

れはそれでいいと思うんですけど，もっと東京とか先進事例をやられて，もっと徳

島でもいろいろと今後展開して，それこそ成果として出していただきたいので，こ

こはちょっとＢくらいでもいいんじゃないかなと思うんですけどね，私としては。

他の委員の方の意見をちょっと聞きたい。

（班長）

はい，他に御意見等いかがでしょうか，今の点。非常にちょっと評価が難しいと

ころかなというふうには思うのですが。

（Ｃ委員）

すみません，これ本当に評価が難しいと思います，私も。でもずっと事業をして
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いく中で，多分なかなか現状分析とか，今のことを知るということをすっ飛ばして

しまってということが多い中で，こういうことを設けているということ自体の評価

は高いかなという気はするのですが，いかがでしょうかね。調査・研究するって，

皆さん実際，ふだんしているんじゃないかと思いきやなんですが，なかなか細かい

ところまでできてないというのが多分現状かと思います。私ももちろんいろいろで

きてないところがたくさんあるので，そういう点ではＡでもいいかなという気は私

はします。お任せいたします。

（班長）

他の委員の方，いかかでしょうか。たまたまですけども，お１人ずつで意見が分

かれてしまいましたので，是非とも他の委員の方の御意見を頂きたいと思いますが。

どうでしょうか。

（Ｄ委員）

皆さん，違和感なかったらＡでもいいです。

（班長）

はい，多分というか，どっちでもというような，一番難しいあれかなと思うんで

すが。

（会長）

もう少し議論のために，この調査・研究の内容を詳しく説明していただいて判断

してもいいのかなと思います。例えばこの「東京ユビキタス計画・銀座」における

云々という調査研究の期間ですね，どれくらいの期間かけてこれで一体何を明らか

にしたのか，恐らく報告書なんかも通常，こういう調査研究するとまとめてられて

いるかと思うので，そんな辺りでどんなことがわかったという，どれくらいのこと

やったんだというのを教えていただいて，みんなで判断してもいいんじゃないです

か。

（班長）

今の点につきまして，いかがでしょうか。お願いします。

（県土整備部）

はい，23年度はやっておりますので，これ報告するというと，多分調査報告から，

ものすごいお時間頂かないとなかなか難しいと思うのですが。

（会長）

限られた時間で報告していただければと思うのですが，別に我々も調査研究の報

告はしますけども，５年かけた調査研究だからといって５時間でしかしゃべれない

かというと，そういうものではないと思うのです。
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（県土整備部）

いや，そういう意味ではございませんので，短くまとめて報告させていただきま

すと，おっしゃった調査報告書から見ればいろんなことが出てくるかと思いますの

で，今言った意味で言えば長くなるのですが，予定時間あと10分くらいで終わりま

すので，24年の１月から，１月20日に銀座によりまして，車いすを使用の方とか高

齢者，ベビーカーを対象にした歩行者移動支援実証実験というのをやられてますの

で，銀座におきまして，そのときは専用携帯端末，スマートフォンというのを無線

マーカを利用した現在地の特定ということで，個人属性に応じたバリアフリー経路

を地図や音声案内する，提供するという歩行者移動支援の情報提供システム検証と

いうのを，これを調査等しております。

実験内容としましては，モニターを最大１日８名ということで，地下から地上へ

の移動支援とかにつきまして，個人属性に応じた経路案内を体験できる，そういう

調査をしております。それから，この同じく銀座におきましては，「東京ユビキタ

ス計画・銀座」というのをやられておりまして，このときはアンドロイド対応スマ

ートフォンを対象としてやっておりまして，この分は町の魅力や活力を高めるとい

うことで，実験実施エリア，これは自動的にｕｃｏｄｅ，これを御存じだと思うの

ですが，場所やものに付けれる固有識別子というのがつくようになりまして，それ

を識別して銀座の店舗や名称，イベント情報，そういった情報を入手できるという

こと，それから見どころ情報をまとめたツアーガイドを再現できるということで，

それからまた情報提供についても日本語，英語，中国語，韓国語というような，最

初は障がいある方とか，そういった方に対してのバリアフリーとか，次は観光とか

活用した分ですので，25年に関しましては，これも東京でやっておりますので，ス

マートフォンを活用した移動経路案内実証ということで，街路灯や地下鉄の案内，

バス停などに設置された固有識別子ですね，そういうタグを活用して，利用者に応

じたバリアフリールートを含む経路案内サービスをスマートフォンで提供すると。

これは日本語と英語ということで，次はスマートフォンを対象として，そういった

情報を提供するというのが取組でございました。

それと，スマートフォンを持って歩くと実験エリア内を自動的に識別されて，い

ろんな情報が入手できるということで，まずは徳島視覚支援学校，聴覚支援学校の

ＩＣＴの活用ということで，具体的には視覚障がい者の方に対しての音声案内を行

うシステムということで，点字ブロックの下部に磁気センサーを埋め込みまして，

磁気センサー上部を杖ですね，磁石が移動することで，センサーが磁気反応して音

声で案内を行うとかですね，聴覚障がい者の方には校内の情報表示システム，薄型

ディスプレイ設置しまして映像文字に音声等を組み合わせて，アイキャッチ効果の

高い校内情報画面を映すというのに，まずは反映をさせていただいております。

姿勢としまして，道路を作ったら道路というのが従来の土木なんですが，利用者

の方に対する情報，それから利用される方でも健常者の方以外で利用する場合に，

現在のＩＣＴを使って情報提供をいろんな形で将来的に利用できないかとか，そう

いったものを含めるためにいろんな先進的な調査・研究等をしまして，できる限り

今後とも反映していくということから調査・研究ということで実証しておりまし
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て，過去した分につきましては，いろいろ蓄積ございますので，何度も言いますが

今までは道路を作りました，渋滞緩和であるとか目的達しましたとかではなくて，

スタンスとしてそういったストックを活用しまして，いろんな情報提供とか，将来

の情報提供，先ほどの多言語表示，観光案内等ございましたが，外国人の方が来ら

れる場合にそういった情報提供もできるとか，こういった方に関して，災害時に情

報提供が視覚障がい者と聴覚障がい者の方に，できないかとか，そういったものい

ろんな形で生かせるように，こういった調査・研究で蓄積して利用するということ

で実施している分でございますので，また具体的にこれこれこれと実証のお話しで

きたのが徳島視覚支援学校と徳島聴覚支援学校におきましてシステムにしたという

のが26年度までの御報告になっておりますので，今後ともそういった調査を生かし

たユニバーサル，やさしい，そういった情報提供等に尽くしてまいりたいと思いま

す。ちょっと短くて申し訳ないのですが，以上でございます。

（班長）

いかがでしょうか。今の内容を含めまして。１つは，今の話を聞けば聞くほど，

このユニバーサル社会っていうか，ここに別に特化する話でもないのかなというか，

もっとその，こことはあまり関係ない商工関係の話の方にも全然応用というか適用

多分できると思いますし，もっと広げていただくという１つのきっかけという意味

にはなるのかなと。もう１つは，東京の話がそのまま徳島で置き換えることができ

る内容とそうでないところが多分あるかと思いますので，その情報の利用の方法と

いう意味でいうと多くの部分はできるかと思いますが，東京でやっているから一概

に徳島で適用できるかという，ちょっとそこの難しいところもあるのかなという印

象は持ちました。いかんせん，調査・研究の評価という，ちょっと評価することな

のか，そもそも論の話ですけれども，あくまでも今後に生かしていただくという位

置付けだと思うのですが，いかがでしょうか。

（Ｄ委員）

この県土整備部さんが，単に道路を作るだけではなくて，そういう先進的な研究

をいろいろとやってらっしゃるということ自体は非常にすばらしいことなので，こ

れはＣ委員が言われたようにＡでもいいかなと思っております。これをこのあと生

かして，是非実際の成果として出していただくようにつなげていただきたいと思い

ます。

（班長）

他の委員の方，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では，ここについては，

元のままＡ評価ということでお願いしたいと思います。それから次，549番から551

番につきましては，このまま原案通りでよろしいでしょうか。そのあと22ページ，

23ページですが，553番のところもちょっと議論にはなってましたが，552から555

までにかけていかがでしょうか。原案通りでよろしいでしょうか。では続きまして，

24ページ，25ページの556番から558番というところにつきましては，いかかでしょ
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うか。ではこれについても原案通りということで，最後の26ページの559番，560番

ですが，こちらについても原案通りでよろしいでしょうか。ありがとうございまし

た。

それでは最後に基本目標を全体的に見て，こういうことが足りないとか，あるい

はこのような観点を追加すべきというような，御意見や御提言をいただければと思

いますが，委員の方々いかかでしょうか。

私の方から意見というか感想というかということなんですが，今日の，毎年では

ないかもしれないですが，１年置きくらいかもしれないですけれども，こういう評

価を見てるんですが，今回のテーマのところで言うと，当然ここの会議は県がされ

ている事業についての評価でということになりますが，ここの目標の中にあるのは

一義的には多分市町村が担う役割が多い事業，それを県がどれだけ手助け，あるい

は後押しをできるかという内容がすごい多いように思いました。ということは，も

しかするといくら県が頑張ったとしても，文字通り現場に近い市町村が動いてもら

わないと，市民であるか，あるいは県民であるかという人のためにはなってないと

いうような部分が多いのかなと。ということで言うと，非常にそういう意味合いに

おいて県の役割というのが難しい事業が多いかなと。でありながら，そのもう１つ

は子育ての部分，あるいは高齢者というか，介護も含めてというような部分は，以

前だったら個人というか，あるいは個々の家庭レベルでやってくださいというとこ

ろを公が担いましょうという方向になってきているというのは間違いないですし，

今後も一層，その方向は続くだろうということになると，県であるか，市であるか，

公共部門が担わなければならない役割が多いということになると，その中で県がど

ういう役割を担うかというのは，非常にちょっと難しいとは思います。県がいくら

こうすべきだと，こうやってくれと言っても，市町村がなかなかそうでないという

ところ，あるいはそれは数字でも結構あったと思うのですけれども，そういう部分

の役割が比較的多いテーマかなと思いますので，他の基本目標のところは県がやれ

ば結果が出るという部分が多いかと思いますが，そういうわけにはいかないテーマ

が多いかなというような印象を持ちましたが，かなり個人に関わる，一般の人々に

対してという意味で言うと，非常に重要な役割が今後ももっと大きくなっていくと

思いますので，是非ともより一層力を入れていただきたいなというような印象を持

ちました。他に御意見等いかがでしょうか。

（会長）

同じようなことなんですが，すみません２班ではないのですが，ちょっと一言，

同じようなその市町村とのというところで，班長さんからは優しめの言葉があった

のですが，多分厳しめの 言葉で言うと，もっと積極的な働きかけが多分求められ

ているのかもしれないというふうに言ってもいいのかなと思います。例えば，今日

の事業に関連して509番なんかに全国トップクラスとなる子どもの医療費の助成を

実施するというのがございました。これは一例ですけども，これはまさに県の積極

的な働きかけで実現したようなものだと私は理解しております。他の分野でも同じ
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ように積極的に働きかけていって，市町村を動かしていくということがもっとあっ

てもいいのかなということをいろいろ思いました。

（班長）

他の委員の方々，御意見等いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では，いろ

いろ貴重な御意見いただきましたが，時間の都合もございますので，このあたりで

終了とさせていただきたいと思います。

本日の会議内容につきまして，何かご意見等ございましたら，後日でも結構です，

事務局まで御連絡いただけたらと思います。なお，第１回目の会議で決定したこと

になりますが，本日御議論いただいた評価結果や基本目標ごとの意見，提言等につ

いては，事務局で整理し，私の方で確認させていただいた後，更に会長にも御確認

していただいた上で，総合計画審議会に提言したいと考えております。また，会議

録の公表につきましても，私が確認し，それから会長に御確認いただいた上で，ホ

ームページなどで公表したいと考えております。以上をもちまして，本日の議事を

終わらせていただきます。委員の皆さま方，長時間の会議お疲れさまでした。また

終始熱心に御議論いただき，ありがとうございました。県の関係部者の皆さまにも，

一言お礼申し上げます。おかげさまをもちまして有意義な会議を開催できたと思っ

ております。ありがとうございました。それでは，マイクを事務局の方にお返しさ

せていただきます。

（監察局長）

班長さん，大変ありがとうございました。おかげをもちまして，本日で全ての基

本目標についての評価は終了いたしました。委員の皆さまに当たっては，本当に長

時間，熱心に御議論いただきまして大変ありがとうございました。それでは，これ

をもちまして，平成27年度第７回県政運営評価戦略会議を閉会させていただきます。

大変お疲れさまでした。ありがとうございました。


