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第６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） １３：００～１４：５０

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 仁木 伸一 総務課長

田村 耕一 東端 久和 県民環境部副部長

鳴滝 貴美子 山本 俊也 農林水産部副部長

南波 浩史 梅崎 康典 農林水産部副部長

浜口 伸一 楠本 正博 県土整備部副部長

福島 明子 森 繁生 南部総合県民局副局長

森 裕二 西部総合県民局副局長

石井 裕通 企業局副局長

木下 慎次 教育委員会副教育長

田中 功 警務部警務課企画官

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。なお議事の都合上，総合的な観点からの意

見，提言も含めて，14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，御

協力の程よろしくお願いいたします。

基本目標の４に関しましては，４つの重点項目に分かれております。時間の制約

もありますので，重点戦略ごとに協議するのではなく，幾つかをまとめてというこ

とで協議したいと思っております。

まず，数がちょっと多いので，４－１「未来へつなぐ環境首都とくしまづくり」

というふうなところで，390番から424番までということで，１ページから12ページ

というようなところまでにつきまして，まとめて議論をお願いしたいと思っており

ます。理事者に取組内容や実績をもう少し詳しく聞きたいとか，それから評価案に

関する御意見や御質問など，何からでも結構ですのでお願いできればと思いますが，

いかがでしょうか。

（Ｆ委員）

１ページ目の392番でございます。この項目は，事業計画として目標値が設定され

ておりませんが，1990年比で，2020年段階で25％削減ということなんですけれども，

これはかなり厳しい状況かなというところです。多分書いてくださっているのは，

実質の増減かと思いますので，実質で25％削減を目指しているのか，もしくは排出

権取引とかも含めて検討なさっているのかということを，少し簡単に御説明いただ

けたらありがたいです。

（県民環境部）

環境首都の部門につきまして，お答えさせていただきます。

Ｆ委員から，冒頭，環境部門につきましては，なかなか評価が難しいというお話

を頂きました。目標を，県で完結をして実施するというよりも，県民お一人お一人

の行動，事業者なり県民の方の行動でもって，環境保全を図るというようなケース

が多くございます。項目につきましても，目標値を達成できたとしても，効果が見

えてこないというような御指摘も幾つかございました。おっしゃるとおり，我々も

そこが非常に悩むところと言いますか，施策を実施する中で目標値を定めています

が，それと県民の実際の行動で，どういう効果があるかということの検証は難しい

ところと御指摘のとおり考えています。

御質問いただきました392番について，温室効果ガスの排出量，2020年段階で199

0年と比べて25％削減の目標値は，これは，温室効果ガスの削減量だけを含めている

のか，それとも国外のクレジット購入，そういったものも含めておるかという御質

問でした。

これは，県の目標としてかなり大きな目標と言いますか，踏み込んだ目標を立て

させていただいています。このうちの15％が，森林吸収量を含む温室効果ガスの削

減量，残りの10％が国外クレジットの購入で削減するという計画をさせていただい
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ていますが，実績値の４％削減，それから24年度は8.5％増加というのは，国外クレ

ジット部分を除く，目標としては15％削減に対して，どれだけの数字かということ

です。24年度につきましては，1990年度に比べて15％削減という目標に対して，8.

5％増加ということになってございます。

これにつきましては，御承知のとおり，2011年の東日本大震災による原発の事故

に伴いまして，原子力発電が停止になったということを踏まえまして，日本全体の

発電による温室効果ガスの排出量が増加したということでございまして，エネルギ

ー消費の多くを占める電力の消費の部分で，8.5％増加になったということが，大き

な要因でないかと考えております。

（班長）

他によろしいでしょうか。

それでは４－１，12ページまでの部分につきまして，今の点も含めまして，委員

の皆様方，御議論願いたいと思いますが，どのテーマでも結構ですし，今のテーマ

でもよろしいですが，御意見いただければというふうに思います。はい，お願いい

たします。

（Ａ委員）

今のいわゆる温室効果ガス，総排出量に関する件の関連なんですが，11ページ42

2番，ここに県の方々の事務及び事業に伴い排出される温室効果ガスの総排出量とい

うのが記載されていますけれども，我々民間の者がここに入りますと，まずすごく

暑いなあと。今日は涼しいんですけど，いつもは大体クールダウンに30分くらい，

私はかかるんです。太っているのもあるんですけど。そのくらい，官庁の皆さんは

いろいろ御努力されているなあというのは，すごく良く分かっているんですけれど

も，そういった意味で，数字の上でも年々目標値に対して，県庁の皆さんの関連す

るところではマイナス，特に平成25年度はマイナス8.3％というような記録を出され

ていますし，かなり御努力されているなあという跡が見えるわけなんですね。

今の392番に関する御回答によれば，やはり東日本大震災の，いわゆる原発が止ま

ったことによって，「かなり相対的な総量というのは増えたんだよ」ということなん

ですが，それは置いておいて，それ以外のものについては，全体的に県民自身がど

ういう意識で動いたかというのが，もし分かれば数字で出したらいいんじゃないか

なあというふうな気がします。これは，かなり国政的な問題も絡んでいるので，全

くＣというのもどうなのかなと思うわけなんですね。我々民間も，やっぱり県庁の

方々や市町村の方々が，省エネ，省エネ，エコっていうようなことで，啓発活動を

されて，少しずつではありますが，それに準じて努力はしてきたように思うんです

けどね。何かこう，総量でないところで評価をできないものかなというふうに思う

んですけど，そういった意味で，その内容によっては，このＣという評価を少し上

げられてもいいのかなというような気もするんですけど。

（班長）
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ありがとうございます。今の点，あるいは他の点も含めましていかがでしょうか。

392番に関しては，数値目標であったり，あるいはデータっていうか，数字に基づ

いて議論するという意味で言うと，なかなか26年のデータっていうものが存在しな

い状況で，どうするかということ。それから先ほども説明がありましたけれども，

もしかすると前提条件が変わっているというか，つまり1990年と2020年を比べてっ

ていう，比べる意味がないとは言いませんが，比べるときの基準が原発が止まって

以降というところで，原発が動いている前提のもとでの物差しになっている部分を，

環境が変わった状況で，その25％削減をどこまで受け入れるというか，目標だから

頑張るべきだという議論と，それからそもそもまた別の基準を設けるべきではない

かというような，多分こういう議論があるかと思いますし，それは徳島県の問題だ

けではない，大きな問題だとは思うんです。

それで言うと，先ほどのＡ委員さんおっしゃったようなデータは多分ないと思う

んですけれども，原発の問題だけではないというようなところも含めた総合的なデ

ータであったり，あるいは数字があると多分，分かりやすいんですが，ということ

になると，実績の部分で，そういう環境下にありながら努力しているとか，やって

いるというところを評価すべきなのか，あるいは元々の基準に基づいて，というよ

うなところからくる評価をするのかという，ちょっと評価基準が変わっているわけ

ではないですけれども，変えてもおかしくないという状況の中での評価になるので，

非常に難しい評価になるとは思います。

だからと言って，ＣがいいのかＢがいいのかは，なかなか難しいですが，という

ことで，委員の方々からいろいろ議論いただければというように思います。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。

（Ｂ委員）

402番なんですが，エネルギーの地産地消のところなんですけれども，私もエネル

ギーの地産地消の重要性をすごく感じていて，今ちょっと勉強中なんですけれども，

ここでは，環境や農林分野での新産業や雇用の創出というふうなことが図られるた

めの実証モデル事業というふうに書かれているんですが，平成26年度の取組内容を

見ると，電気自動車のことが書かれていて，新産業や雇用の創出に物足りなさを感

じたのと，そのエネルギーなんですけれども，ちょっと調べてみますと，エネルギ

ーの家庭での使用状況なんですが，主に電気に頼る動力，照明が一番多いんですが，

次に多いのが給湯，暖房ということで，給湯が全体の２割強，暖房が同じように２

割強を占めていて，両方を足すと，半分近くが給湯，暖房に家庭のエネルギーは使

われているということを，この前勉強しました。

特に私は山間地域の方を見ているんですが，後の方で出てくる，山にある間伐材

の利用というふうなことで，例えばこの間伐材，どんどんやっているんだというの

が出てくるんですが，例えば，それを木のエネルギー活用というふうなことも考え

られると思うんです。そういったことが，１つのアイディアとしてあるんですが，

いろんなエネルギーの地産地消のやり方があると思うんですけれども，もっと幅広

く取り組みがされたらいいのではないかなあと思いまして，ちょっと今回，どうな
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のかなあと。

他に取り組みがあれば教えていただきたいのと，他の委員の皆さんどうかなあ。

Ａと評価されているんですが，ちょっと私は物足りなさを感じて，もっとやっても

らえたらなあと思いましたけれども，いかがでしょうか。

（班長）

ありがとうございます。今，質問の部分が半分くらいあったと思うんですが，い

かがでしょうか。

（県民環境部）

402番の御質問でございますが，これの指標につきましては，電力の自給自足実証

モデル事業ということで，先進的，意欲的な電力の自給自足に関しますモデル事業

を実施しようということで，毎年１か所ないし２か所を定めて実施をしておるとこ

ろでございます。26年度は，御指摘もございました電気自動車を走る蓄電池として

活用するということで，モデルケースを想定した実証実験をさせていただきました。

農業を始めとして，新産業の分野での雇用創出につながるような，エネルギーの

自給自足ということの観点という御指摘でございます。おっしゃるとおり，26年度

は雇用を産むという取組ではございませんでしたが，モデル事業を実施しました。

過去を見てみますと，シート状の太陽光パネルを農業のハウスに利用して，農業

の振興に使うとか，あるいは木質のバイオマス発電の実証の研究などもしておると

ころでございます。

雇用の創出という観点は，非常に大事な点でございます。エネルギーの自給自足

と雇用の創出というのが合わせて実施できるという観点は，26年度について，この

実証実験ではございませんでした。御意見も踏まえまして，今後そういう点は非常

に大事なことで，視点として持っておりますので，エネルギーの自給自足の観点の

中で，合わせて雇用を産む方法ということも考えていきたいと思っております。

（班長）

はい，お願いします。

（農林水産部）

ただいま，木質バイオマス発電のお話も頂きましたので，若干かぶる話もござい

ますけれども御説明もさせていただきます。

昨年度までのこの評価を頂いております現計画の中でも，実は経済の分野，基本

目標２のところで，農林水産部が所管しております設定項目としまして，バイオマ

スの利活用モデルの地区数というような項目を実はあげさせていただいておりまし

て，その中では，木質バイオマスを使った発電というようなことも，一応取り組み

を入れさせていただいておりました。

更に今年度からの新しい行動計画の中では，より焦点を絞る形で，具体的な設定

目標として木質バイオマスによる発電量というのを，新たに目標項目と言いますか，
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目標として立てさせていただいて，そこに項目設定をさせていただいているという

ような状況でございます。農林水産部といたしましても，木質のバイオマス発電，

あるいはこの後出てまいりますけれども，いろんな形でのバイオマス発電という形

に取り組んでいきたいと思ってございます。よろしくお願い申し上げます。

（Ｂ委員）

ありがとうございます。やっぱりバイオマスは発電じゃないと駄目なんですか。

例えば良く言う薪ボイラーとか，ペレットとかそういう物もあるのかなと思ったん

ですが。

（農林水産部）

おっしゃるとおり，ボイラーで実際に使っている数が，一番県内で多くございま

して，例えば木材加工所，いわゆる製材工場で製品の乾燥とか，あるいは農業用の

ハウスの加温，それからスポーツ施設の給湯，さらには公共施設等のペレットスト

ーブとかそういった物がございます。現在，約40基稼働しております。今後もそう

いった木質系の総合的な利用というのは，進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

（Ｂ委員）

ありがとうございました。

（班長）

今の点，あるいは他の点も含めましていかがでしょうか。はい，お願いいたしま

す。

（Ｃ委員）

この最初の「環境首都とくしまづくり」というところで，いろんな施策をやって

らっしゃるんですけれども，日本全体だと，かなり広いまとまったエリアで，スマ

ートコミュニティとか，スマートシティーとか。これは，民間のいろんな企業が合

同でいろいろ関わることによって，そのエリア全体が，この省エネのエリアを作っ

ているという，そういう地域は全国ではいろいろ出てきております。

そこに向けて，視察がどんどん行くという地域が，全国的にはあるんですけれど

も，徳島の場合は，そういう一定のエリア全体で，こういう省エネに取り組んだよ

うなものがあまり見えてこないので，「環境首都とくしま」という割には，ちょっと

インパクトが弱いんじゃないかなという感じを，前々から持っております。その辺

の民間のいろんな企業と一緒になって，そういうスマートコミュニティを徳島県内

の中で作っていくというような考え方というのは，今県内ではあまり議論されてな

いのでしょうか。

（班長）
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いかがでしょうか。

（県民環境部）

スマートコミュニティについて，徳島県内で議論がどの程度進んでいるかという

御質問でございます。おっしゃるとおり，スマートコミュニティ，地域全体で，環

境の配慮型都市と言いますか，環境に配慮した，地域全体で賢い電力消費と言いま

すか，そういうシステムは，全国各地で取り組みをされています。

徳島県につきましても，スマートコミュニティを実施したいと，実は考えを持っ

ておりまして，内部的には協議なり検討を進めておるところでございますけれども，

まだ，どこというようなことを申し上げる段階には，至ってございません。これは，

もちろん県だけでできるわけではなくて，事業所でありますとか，地域の住民の方，

様々な方の御協力を得て実施をしていくということだと思っております。

先ほど402番の実証モデル事業のお話がございましたけれども，その中で，25年度

に美馬市で，小さな集落ではございますけれども，スマートコミュニティ構想モデ

ルということで，集落の運営につきまして実施いたしました，太陽光発電，自然エ

ネルギーを利用するような形で，ＨＥＭＳを設置いたしまして，電力消費量測定機

器設置，美馬市の重清北地区，民家14世帯という小さな集落でございますけれども，

そこで太陽光発電，蓄電池，ＬＥＤ照明，ＨＥＭＳを設置して，電力の省エネを実

証実験したということがございます。

これは，実証実験の段階でさせていただいたものですが，恐らく委員の御質問は，

もう少し産業部門も含めた広い範囲で，事業所の取り組みも含めた形でなっている，

他県の例にあるようなスマートコミュニティだと思います。そこについても，内部

的には検討しておるんですけど，先ほど，申し上げたように，事業所なり地域なり

多くの方の御協力を得て，その地域で実施をするということでないと進まないとい

うことがございます。また，そこへ働きかけをしようかどうか

という段階にあるというのが実態でございます。

（Ｃ委員）

検討はしておられるということなんで，是非検討を進めていただいて，できれば

日本を代表するいろんな企業とも組んで，徳島県内で，全国というか世界の方が視

察に来るような，徳島ＬＥＤバレイ構想も進めておりますから，そういうエリアを，

是非徳島県内に作る方向の計画を実現に向けて検討していただければというふうに

思います。

（班長）

他にいかがでしょうか。はい，お願いいたします。

（Ｄ委員）

395番のカーボン・オフセットのことなんですけれども，非常にいい取り組みかと

思うんです。私もカーボン・オフセットに登録しまして，マルシェさんの方で去年，



- 8 -

今年はまだ参加させていただいてないんですけれども，去年は，そのカーボン・オ

フセットの中で，マルシェさんに参加させていただいてました。

その協議会の方でお手伝いいただく方もいたんですけれども，美郷の方の，すご

くきれいな景色のポスターも拝見しましたし，またのぼりもグリーンで，すごくき

れいな物も作ってはいたんですけれども，ただ「カーボン・オフセットって何」っ

て言う人の方が多いんですよね，来ていただくお客さんでも。だから「これは，シ

ールを張ってこういうふうなことを買っていただいて，山を守っていただく助けを

してもらってます」と言っても，「え，どういうこと」ということで，あんまり知ら

れてないかなと思うんです。

ここに，これはＡ評価が付いているんですけど，それだけ皆さんに，県民の方に

知っていただいているのかなと思って，ちょっと知りたいんですけれども。

（班長）

今の点，いかがでしょうか。

（県民環境部）

395番のカーボン・オフセットの取り組みについて御質問を頂きました。

これにつきましては，事業者とか個人とか，温室効果ガスの削減の努力を行った

上で，削減が困難な部分につきまして，他のもので埋め合わせをするという考えで

ございまして，御承知のとおりでございますけれども，具体的には森林整備とか，

あるいは自然エネルギーの導入による埋め合わせということでございます。

我々としましては，23年度に徳島カーボン・オフセット推進協議会を立ち上げさ

せていただいて，カーボン・オフセットの取り組みを進めさせていただいておりま

す。それから，関西広域連合におきましても，一緒に取り組もうと呼びかけさせて

いただいているところでございます。ただ，御指摘にありましたように，一般の方

が認識されるのに，ちょっと分かりづらいということで，仕組みの説明なり，そう

いうところが弱いのではないかということで，実は関西広域連合の取り組みの中で

も，進め方についていろいろと議論のあるところでございます。

一気に進めるということがなかなか難しい，お一人お一人理解を頂いて，御協力

いただくということが大事なんですけれども，県民の皆様への普及啓発は大きな課

題であろうと思っているところでございます。この取組につきましては，関西広域

連合を中心として，徳島県も参入して実施をいたしておりますので，今後とも御指

摘の部分も含めまして，取り組んでまいりたいというふうに思っております。あり

がとうございます。

（Ｄ委員）

ありがとうございました。

（班長）

今の点，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。
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（会長）

例えば，評価としてはどれぐらいがよろしいと思います。

（Ｄ委員）

評価ですか。評価としては，やっぱりＢぐらい。Ｃって言うたらどうかと思うん

ですけど，ちょっと遠慮してＢぐらいかなと思っているんですけど。

取り組みとしては，本当にすばらしいんですよね。シールも，ニュースのゼロに

ちょっと似ているっていうので，変えるとか言ってね。そういった認証シールも，

そういうふうなことも聞いたんですけど，私もちょっと今，しばらくカーボン・オ

フセットの方とお付き合いがない感じで，今年は全然，本当にさっきも言ったよう

にマルシェにも行けてないんですけれどもね。

やはりもっともっと，やっぱりいい取り組みなんでね。私達は，海で漁師で魚を

捕ってする生活をしてますので，やっぱり山が大事というのを，もっともっと地元

でも広めていかなくてはいけないなということで，ただ，それが本当に知られてな

いんですよ。お客さんももちろんだけど，自分達も本当に知ってないっていう人が

多いんで，本当は厳しくＣでもいいかなと思うんですけどね。本当にすごいきれい

なものを作っているんだけど，勿体ないからね。目にする機会が全然ないんちがう

かなと思うんですよ。

（会長）

私がこんなことを聞くのも変な話なんですが，徳島カーボン・オフセット推進協

議会を平成23年度に私が作りまして，会長ということで，27年度にそれを，これは

環境省との関係で名称を変えていったんですけれども，県域カーボン・オフセット

推進ネットワークということで，現在も私が代表を務めておるという団体がここに

あるものですから，マルシェでは一度お会いしているような気がするんですけど。

遠慮なくＣを付けていただいても構わないんですよという含みでお伺いさせてい

ただいて，おっしゃる意味は本当に良く分かるんです。県の方々からは，要所要所

できちんとサポートを頂いてやっておるんですけれども，本当に自己批判的ではご

ざいますが，全然普及ができていないというのは，自分自身でも，うまくいってい

ないなあと。正直言いますと，子供にも「何それ」と言われ，子供が学校で，どう

やら教科書にもカーボン・オフセットとか，カーボン・オフセット商品というよう

な物が出てくるらしいんですけれども，授業中にも「徳島にはこんな物ないよね」

って，クラス中で「そうだね。どこに行ったらこんな物あるかね」と言って帰って

きたという話を子供から聞き，世間でと言いますか，世の中で全く認知されていな

いんだな。知られていなんだな。まだまだ力不足だなあということを日々痛感して

いるわけです。

そういう意味では，成果のところで，全然広がっていないからＣだと言われると，

おっしゃるとおりとしか，この協議会の活動に関して言えばですが。県の取り組み
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としては別ですけど，私自身としては，ごもっともでというところで，自覚できて

いるというところではございます。遠慮なく評価していただいて構いません。

（班長）

ありがとうございます。ここのテーマだけではなくて，他のところもそうなんで

すけれども，どうしても片仮名の言葉が出てきて，恐らく元々日本で定義された言

葉ではなくて，輸入した言葉の場合は，それを日本語の言葉がないから片仮名読み

にするとかっていうようなことになると，詳しい人には分かるけど，一般の人には

やっぱりピンとこないというか。たまたまですけれども，パーク・アンド・ライド

とか，メガソーラーとか，ハイブリッド車，何でもいいですけれども，ここのペー

ジのところにあるようなやつでも全部，特に環境も含めてというところになると，

日本はちょっと後進国って言っていいのかどうか分かりませんけれども，そういう

ことになると片仮名が出てくると。たまたま小学校みたいな所で教えてもらえば，

それが常識というか当たり前かもしれないですけれども，ある程度の大人になった

ら「何じゃ，その言葉は」っていうことになって，よっぽどマスコミとかで取り上

げられれば分かりますけどと。もしかすると，今のカーボン・オフセットもその１

つの例かなというふうには思います。

時間の制約がありますので，それでは評価の方に移らせていただきたいと思いま

す。まず最初の方から，ポイントになっていたのは392番Ｃということになっており

ますが，これもうちょっとＢでもというか，評価を上げてもというような御意見が

あったかと思いますが，392番はいかがでしょうか。Ｃのままか，あるいはもうちょ

っとＢとかということにするかと。これ非常に評価が難しいと思うんですけど，い

かがでしょうか。努力をしているというような評価でＢということになるか。なか

なか実績としては当然厳しいけど，そのとおりじゃないかというところでＣという

ふうに評価にするかの２つかなと思うんですが。はい，お願いします。

（Ｅ委員）

私，Ｃのままでいいと思います。直近の値が出ていないと分からないというのと，

直前に増えているというので，あまりいいような状況にはなっていないだろうとい

うことと，原発の話もあって，今と状況が変わっているというのは，次の計画で，

それをどうするかというのを考えていただいたらいいのかなというふうには思いま

す。だから，当初の目標に比べての評価のままでいいのではないかなというふうに

思います。

（班長）

そういう御意見いただきましたが，他の委員の方よろしいでしょうか。そしたら，

392番については，Ｃのままということにさせていただきたいと思います。

それから391番については原案どおりでよろしいでしょうか。

では，次のページにいきまして，395番がＡでもＢでもＣでもみたいになってます

けれども，ここ，他の委員の方々いかがでしょうか。Ｃという意見もありましたけ
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れども。コメントいただいたお二人の委員の先生方からは，ちょっと厳しめな評価

が出ていたと思いますので，ということになるとＣですか。他の委員の方いかがで

しょうか。

（Ｂ委員）

私は，１つ上げてＢでいいのかなというふうに思います。カーボン・オフセット

は，私も自分が関係するイベントで，「このイベントをカーボン・オフセットのイベ

ントにしよう」というふうな取り組みをしたりしているんですけど，時々私から主

体的にカーボン・オフセットの活動を見たりすると，やっぱり検討はされ続けてい

るような感じはするし，担当者が頑張っているというのがすごく伝わってくるとこ

ろがあって，それでもなかなかこのカーボン・オフセットというのが難しくて，テ

ーマ自体がですね。それでちょっと伝わりにくいというのはすごく感じるんですけ

ども，担当者の方もそのことをすごく悩んでいらっしゃるのも聞いたりしますし，

何か推進ネットワークというふうな組織を新たに立てられたりだとか，やっぱり前

向きな動きが見られるような気がするので，１つ上げてＢぐらいでいいのかなと。

全体のバランスから見て思いました。

（班長）

ありがとうございます。他の委員の方いかがでしょうか。そうすると395番，Ｂで

どうかというような御意見ですが，Ｂという評価でよろしいでしょうか。

それ以外の393番，394番，それから次の３ページの396番，397番，398番，この２

ページ，３ページについては，他の部分については原案どおりでよろしいでしょう

か。ではそのとおりとさせていただきます。

４ページ，５ページのところで言うと，まず４ページの399番から401番について

は，このままでよろしいでしょうか。

次は，５ページの402番のところがＡ評価ということになってましたが，「どうで

しょうか」というような意見もあったと思うんですが，402番についてはいかがでし

ょうか。数値目標のところという意味で言うと，達成はされているということには

なっておるんですけれども，いかがでしょうか。

（Ａ委員）

これやっぱりＡでいいんじゃないかと思うんですけども，先ほどＣ委員からもお

話がありました，スマートコミュニティの分野って，これからだと思うんですよね。

私も見学に行きたい所が幾つかあって，本当に都市部周辺でもどんどんどんどん，

そんな物ができていますしね。やっぱりＨＥＭＳというものが，これから一般家庭

におもいっきり普及，どんどんしてくるわけですよね。そういったところで，少し

ずつこういう実験的な小さなモデルをこしらえてらして，またそういう次年度以降

の計画もおありになるということですから，かなり積極的に取り組まれているんじ

ゃないかということで，Ａでいいんじゃないかと思います。
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（班長）

他の委員の方いかがでしょうか。それでは，402番につきましてはＡ評価というこ

とでよろしいでしょうか。

では，次403番はＢということですが，これもよろしいででしょうか。

では，次のページにいきまして，６ページ，７ページ，404番から409番までのと

ころについてはいかがでしょうか。原案どおりでよろしいでしょうか。

では，409番までは原案どおりということで，次の８，９ページですが，410番か

ら415番までについてはいかがでしょうか。これについても原案どおりでよろしいで

しょうか。

では，その次10ページ，11ページで416番から422番までについて，ここについて

も原案どおりでよろしいでしょうか。

では最後，12ページの423番，424番ですが，これも原案どおりでよろしいでしょ

うか。それでは，12ページまでについては，そのような形でさせていただきたいと

思います。

続きまして，13ページの４－２「循環型社会とくしまづくり」，13ページから18ペ

ージの上のところ，425番から440番までで質問あるいは御意見ありましたら，よろ

しくお願いいたします。はい，お願いします。

（Ａ委員）

14ページの429番です。その中で使用済み農業用フィルム云々ということで，数値

目標があるんですが，これ100％達成するという目標を設定したにも関わらず，97％

で終わったというようなことの，きちんとした数字が出てるわけなんですけども，

全国的に見て，かなり高い回収率と見るべきなのかなと思うんですね。やはり全部

が全部回収してしまうというのは，難しいこともあるのかなという推測なんですけ

れども，この辺どういう状況かを御案内いただいて，評価をしたいと思うんですけ

ども。

（班長）

今の点，よろしくお願いいたします。

（農林水産部）

この使用済み農業用フィルムの回収につきましては，大分システム的には古い歴

史がございまして，平成８年ごろに，当時この廃備品の野焼きですとか，あるいは

不法投棄が問題になって，そしてきちんとした回収システムを作ろうということで，

県と市町村のそれぞれの協議会が連携する形で，このシステムを作ってやってきて

いるということでございます。実は当然そういうことでございますので，回収とい

うのも100％，姿勢としては，なければならないであろういう形での目標設定をさせ

ていただいておるところでございます。

実際，当然有料で回収していますので，分子は正確にきっちり分かるものなんで
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すけど，分母の方は農家の方が，ＪＡだとかいろんな所から買われているというこ

とで，実は見込み量ということで，一定の推計値の元で分母を設定しているという

状況にはございます。だからというあれではないんですけれども，そういうような

形の中の数字という形で，システムとしては，非常に確立してうまく，手前味噌で

すけれども，うまく運用できてきているものであるというふうには思ってございま

す。

（Ａ委員）

私も西の方で住んでますので，かつては野焼きって言うんですかね。そういった

ことで，農業資材も燃やしてビニール臭いのがあったりいろいろしましたけれども，

最近ほとんどないですよね。そういった意味では，かなり高い回収率になっている

のかなという印象はあるんですね。ですので，もう少し評価をかなりＡ近く，限り

なくＡに近いＢぐらいで，いかがかと思いますけれども。そういう提案です。

（班長）

今の点，あるいは他の点も含めまして，いかがでしょうか。

すみません。今の点，ちょっと質問なんですけれども，参考のところに香川県の

数字がありますけれども，分母と分子の計算の部分ということでは，一応都道府県

単位というか，全国の数値としては，同じ基準に基づいて計算をされているという

ことでよろしいんでしょうか。

（農林水産部）

正直申しまして，これ香川県の例はあげさせていただいておりますけれども，統

計的に全国的な全ての県のデータは，実は持ってございませんで，分かるデータ，

低いところを入れているというわけではないんですけれども，という形であげさせ

ていただいております。

そこの回収率としての考え方は，もしかすれば微妙に，どこの県さんも，さっき

言いましたように，確かに回収した物についての数値は，絶対数値で間違いなく分

かると思うんですけど，お答えになってないかもしれませんが。

（班長）

はい，分かりました。多分，今のお話だと，分母のところは，結構自治体レベル

で定義が微妙に違っていると。そこから出てきた回収率の数字を都道府県レベルで

比較するのは，あまり意味がないかもしれないかなとちょっと思いましたので，そ

ういう質問です。

他に，あるいはこの点を含めましていかがでしょうか。はい，お願いします。

（Ａ委員）

この次のページの430番ですけれども，これも鶏の分野のお話ですけれども，これ

も私どもの方の美馬の方で，結構鶏業者たくさんいらっしゃって，やはりインター
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チェンジを下りたらプーンと臭ったり，すごい嫌な臭いがする時期が随分ありまし

たけれども，大分改善されたなという気がしています。

これも同じように，同様の県があれば，どのぐらいの比率で達成しているのかに

よっては，かなりまあまあ前向きに，いろんな施設をこしらえていると思うので，

この辺の評価が少し厳しめなのかなという気がするんですけど，これも先ほどの42

9番と同じような話なんですが，ちょっと状況をお知らせ願ったらと思うんですけれ

ども。

（農林水産部）

まず全国的なデータ，こちらについて申しますと，申し訳ございませんけども，

そういった数字はちょっと持ち合わせていないというのが正直なところでございま

す。

中身について若干説明をさせていただきますと，家畜排せつ物，こちらにつきま

しては，当然排せつ発生量というのは，ブロイラーを含めまして，牛，豚，全ての

県内での発生量というのは，毎年きっちり数字が分かってまいりまして，その内で

堆肥化している物，それから一旦焼却した上で灰にした形で肥料に使っている物，

この数字を分母としておきまして，こういう数値をあげさせていただいております。

残りは何かと言いますと，直接の農地の還元，一部には，そういう直接還元も引

き合いがあると言いますか，そういうニーズはあるわけなんですけれども，やっぱ

り環境のサイドから言いますと，今委員がおっしゃっておりましたように，例えば

量が出ると，やっぱり臭いとか云々とかいう話がございますので，そこのところを

除いた分子の率という形での，ここの目標設定をさせていただいているということ

でございます。

（班長）

他に御意見いかがでしょうか。恐らくここのテーマは，この２つかなと思います

ので，評価の方にさせていただいてよろしいでしょうか。

それでは，13ページの425番から，次の14ページの428番までについては，原案ど

おりでよろしいでしょうか。

では，次429番がＣということですが，「Ｂでもいいんじゃないの」という御議論

ありましたけれども，この点429番につきまして，他の委員の方いかがでしょうか。

はい，お願いします。

（Ｅ委員）

私もＢでいいかと思います。もともとの水準が高いというのと，毎年やはり少し

ずつ改善されているというのもありますし，誤差もある程度出てしまうというお話

もあるので，なかなか100％にするのは難しいと。目標値は，100％に置かれるのが

いいのかなと思うんですけれども，Ａにはちょっとしにくいので，Ｂでいいんでは

ないかと思います。
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（班長）

他の委員の方いかがでしょうか。では429番につきましては，Ｃとなっております

が，Ｂ評価というふうにさせていただきたいと思いますが，よろしいでしょうか。

では，これについてはＢということでお願いいたします。

次の430番についても，Ｃということになっておりますが，これも「Ｂでどうでし

ょうか」という御意見を頂きましたが，他の委員の方いかがでしょうか。これも先

ほどの意見の中にも，お答えの中にもありましたけれども，429番と同じような考え

方の数値のような気がしますので，私もＢでいいのかなというふうに思いますけれ

ども。430番，Ｂ評価ということでよろしいでしょうか。では430番につきましては，

ＣをＢというふうにさせていただきたいというように思います。

431番，432番については，このままでよろしいでしょうか。

次，16，17ページですが，433番から439番につきまして，原案どおりでよろしい

でしょうか。では，ここにつきましては原案どおりで，18ページの440番ですが，こ

れも原案どおりでよろしいでしょうか。では，そういう形にさせていただきます。

続きまして４－３，441番から465番までということで，18ページから27ページま

でにつきまして，御議論いただきたいというように思います。質問あるいは御意見

等いただけましたらと思います。はい，お願いします。

（Ｅ委員）

18ページの441番，それと442番，444番，これそれぞれ関連する分だと思うんです。

ちょっと私も国交省のホームページを見てみましたら，１年前の25年の数値があっ

て，徳島がワースト１で54.1，和歌山が２番で57.4，確か60％台がなくて，あとは

70％台ばっかり。結構全国平均も88.9とかで，かなり徳島の状況は出遅れていると

言うか，何とも言えない状況です。

短期的に設定した目標を達成しているというのは，当然良く分かるんですけれど

も，そういった全国的な傾向に対して，どういうふうに評価するのかなと。今回，

この３つが絡んでいると思うんですね。下水道なのか，合併処理浄化槽にしている

のかっていう辺りだと思うんです。ちょっとその辺り，去年とか過去の評価はどう

だったのか。今後それでいいのか，というのもちょっと議論した方がいいのではな

いかなというふうに思います。

（班長）

ありがとうございます。ちょっとデータがあるようでしたら，お願いします。

（事務局）

過去３年間の評価結果について御報告いたします。まず441番ですけども，過去３

年ともＢ評価でございます。続きまして442番につきましては，3年前から申します

と，Ａ，Ａ，昨年度はＢ評価になっております。444番ですが，これも３年前から申

しますとＢ，Ｂ，昨年度はＤ評価となっております。
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（Ｅ委員）

それは，Ｂだったのは目標は達成していたけど，あえてＢにしたという。特にそ

こまではないですか。

（事務局）

申し訳ございません。手元の過去の評価シートを見ますと，Ｂ評価の場合，あま

り委員の方からコメントを頂いていないケースが多くて，今確認はできておりませ

ん。

（班長）

今の点，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。

（Ｆ委員）

施設の整備はしていくんですけど，家庭までのつなぎ込みとかが結構大変で，こ

ちらから働きかけても住民の方々が，そこになかなか応じてくれないとか，そんな

問題だったような気もしないではないかなというようなところです。

おっしゃったように，441番，442番，444番というところは多分関連していて，「4

44番だけＣというのは何でやねん」というところかもしれませんが，そこの辺りは，

どこをどういうふうに見て評価するかだと思います。全体的に処理の状況というの

は，改善の方向に向かっているのかというのを，何か具体的なところとか，感じる

ところとかございましたら，お教えいただけたらありがたいです。

（班長）

はい，お願いいたします。

（県土整備部）

御意見にありましたように，一括して一番上にあります汚水処理人口普及率とい

うのが，下水道，合併処理浄化槽，それから集落排水事業，コミュニティプラント

と，そういった分を合わせて，全体の汚水処理人口ということで，これもお話に出

ていましたように，全国最下位ということで，下水は県土整備部，集落排水事業は

農林，それから合併処理浄化槽は環境と，それぞれの部門に分かれておりましたが，

25年度から一括して進めるということで，県土整備部で一括して進めております。

確かに，私も担当課長も，５月異動から全市町村，首長さんも回りまして，市町

村にとって，どういうやり方が一番やりやすいのか，下水と集落排水と合併処理と

を，いかに効率的にやるかということで，いろいろ話にも行かせていただきました。

それぞれ難しいのが，下水ができた，ただ接続の問題でありますとか，それから浄

化槽に関連しましては，法定検査や点検とか，そういった問題もあがっております

が，まず，個々の費用負担の問題ということで，一気に行政側だけで，なかなか進

めるのが難しいということで，この中で出前講座でありますとかいろんな，「認識し
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ていただきます」ということで，それぞれ目標をおきまして，全体の普及率を上げ

ると。

先ほどおっしゃったように，和歌山とのこともあるので，あまり胸を張っては言

いにくいんですが，いろんな問題を抱えながらも，それぞれの目標を決めて御理解

を得ながら進めていくということで，それぞれの目標値ということで，合併処理浄

化槽に関しましては，目標数値に達していないと。ただし，その分は下水の接続が

進んだということで，速報値でございますが，目標値よりも上ということで，なお

一層また市町村の理解と頑張り等が必要です。合併処理に関しましても，ＰＦＩ方

式による市町村型とかいろんな形がありますので，そういったことで最下位脱出を

目指して，努力は続けていきたいと思います。

評価いただくのが，個々目標は達成しているのだが，ただ全体ではもっと頑張れ

ということでＢという，結果となったこともありますので，それがどう評価してい

ただくかというのも，またいろいろ御意見あると思います。よろしくお願いします。

（班長）

今の点，あるいは他の点もいかがでしょうか。はい，お願いします。

（Ｅ委員）

今のお話を聞きまして，442番とか444番はそのままで，441番は，もうちょっと頑

張ってほしいなという意味でＢぐらいかな。Ｃはちょっと。

県としては，最終的にはどんなんですか。やっぱり高くもっていくんですか。そ

れか，60ぐらいにいったら「それでいいよ」というのがあるのか。その辺の川が，

そんなにものすごく汚れているという実感もあまりないので，ちょっとその辺が分

からないんですよね。

だから，全国的に値は低いんですけど，徳島としたら，「別に全国平均までもって

いかなくてもいいよ」と言うのか，あるいは「やっぱりそこまではいかないといけ

ないから，それに向けてまい進するんだ」と言うのか，ちょっとそれだけお聞きし

たいなと思うんですけど。

（班長）

すみません。お願いいたします。

（県土整備部）

徳島県，水がきれいなイメージがあります。確かに河川を見ましたら，私が小さ

い頃だったら，新町川にしてもすごく汚い。それから田宮川とか，そういったもの

がありますが，それから比べたら非常にきれいというのがあるのと，それと特徴的

に雨が降りますので，淀むっていうより，一気に流れたりするので，昔別の部署に

いても，なぜこういう処理がっていうお話，なかなかかみ合わないところもありま

した。

ただそのために，やはり小学生の方とかそういった子供達に，数値的なものでお
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話をしたり，じっくり理解していただかないとなかなか難しいというのがあるんで

す。見た目，他県と比べてきれいという印象が強くて，確かに河川の調査をしても，

皆上位にきますし，清流ということがあるので，なかなか難しいと。それと市町村

にお話すると，やはり治水の問題でまず第一が負担という，財政負担も要るという

ことがありますので，一気に目標値を上げるというのはなかなか難しい。

これ地道にやるんですが，まず最下位脱出の目標というのがあって，当然平均，

それからもっと，数字的にも，一番水のきれいな海のきれいな徳島県というのを目

指していくという目標では頑張ってはおります。だから，そこの数値をどこでって

いうのは，やはり日々御理解いただいて，進めていくということを目標で頑張って，

まず目の前の数字をまず頑張ろうということを目標でやっておりますので，御理解

いただきたいと思います。

（Ｅ委員）

分かりました。

（班長）

他に御意見いかがでしょうか。最初に，Ｆ委員さんから質問があったかと思うん

ですが，23ページの454番なんですけれども，ここに補助を行った民間建築数という

数字が出ていますが，補助を受けずにのケースはっていう，そんな話があったと思

うんですが，あるようでしたらと言うか，その辺につきまして，ちょっとお答えい

ただければと思うんですがいかがでしょうか。

（県土整備部）

ちょっと御説明させていただきたいと思います。まず，アスベストの問題ですが，

アスベスト自体が封じ込めされてたら，特に被害というのはないんですが，飛散し

た場合に，そういった地域が大変なことになるということで，平成17年度に1,000㎡

以上の建築物を対象に全国調査というのがありまして，徳島県におきましては，対

象1,757件でございました。それで調査が実際難しかったのが11件ありまして，アス

ベストが含まれている件数というのが39件ございました。39件のうち，34件は対処

済みということで，残り５件というのが残っておりまして，そのうち４件について

は解決するということと，もう１件についても指導中ということで，やはり除去す

るタイミングとか，現状がどうなっているか，あったのは機械室なので，除去する

場合は，それ止めて全部やるとかというようなタイミングがあるので，なかなかタ

イミング的にどうやったらという問題が，これが全体の1,000㎡以上の建築物に関し

てでございます。

それと平成18年，これ17年度ですが，この補助事業というのができまして，予算

の範囲内というのがあるんですが，国，県，市，要は補助ということで，吹き付け

のアスベストの除去工事に関して，これは補助に当たります。国が２分の１，県，

市が４分の１ということで，全体の３分の２を補助する。それと調査については，

吹き付けアスベストの含有，基本的に上限はあります。これ，全額補助。
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それで，御質問のありましたのが，補助を行った民間建築物が５施設ということ

でございます。除去工事が４と，調査１施設と。ただし，アスベストの解体をする

場合には，作業についても法律的なのもありますし，飛散の場合，その場で調査を

するというような対応もございますので，除去する場合は，必ずそういった措置を

してやるというようになっています。また，補助を使ってなくてやっているという

数字は，なかなか把握はできていないんですが，私の方で確認しているのが，建設

リサイクル法という届出がありまして，それの分でつかんだのが，23年と26年で，

17件というのは，これらの補助制度を使ってなくて解体を行ったという数字はあり

ますが，アスベストを含有している全ての建物1,000㎡未満を含めてっていうのは，

把握は全部はできないという状況になります。

それに関しては，県のホームページもこの点のＱ＆Ａとかで，まず建築団体とか

使われていた部分について，それぞれ確認を，広報とかですね。それから全国団体

ございますので，そういった所で確認というので広報はしているところです。私達

の目標は，市町村に対することになりますので，全ての市町村で制度を作っていた

だきたいんですが，それがまだできていないということがございます。これが現状

でございます。

（班長）

ここの点，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。

（Ｅ委員）

20ページの445番なんですけれども，こちらの浄化槽の法定検査受検率なんですけ

れども，実績値が目標を上回るということでＡ評価なんですけれども，これって法

定検査なんですよね。だから本当は全員が受けないといけないものですよね。とい

うので，多分全国的にすごい低いらしいというようには聞いてはいるんですけれど

も，ちゃんと受けられている方と，それを受けないでほったらかしている方の不公

平感というのが，やっぱりよろしくないと。制度としても問題があるのかもしれな

いんですけど，これはもうちょっと頑張ってほしいなという意味を込めて，Ｂ評価

にしていただきたいなというふうに思います。

（県土整備部）

全国が大体36％。徳島県は，全国順位でいけば，大体真ん中の19位ぐらいという

ところなので，ここに関しては低いというのではないですから。これに関しては，

法定でございますので，それと不公平感の問題もございます。だから，やりやすい

ように検査と点検を一括でするとかいうのはお願いしているんです。

おっしゃるとおり法定ですので，きっちり全て受けていただくという御説明も，

なぜ点検をやっているのに，またこれをやるというのが，やはり流れ出した分の，

そういった関連の検査というのと，浄化槽を維持するための点検というのとはまた

別で，というように説明するんですけど，従来単独で払ったりとかですね。そんな

点も，目標を含めて頑張っていっているところでございます。
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（Ｅ委員）

毎年数字が上がっていっているので，非常に努力されていることは認めるんです

けど，「100％に向けて頑張ってください」と言うしか，言いようがないんです。

だから全体的に見て，制度として法定されているものが，半分の人しか受けてな

い状況がいいのかと言えば，やっぱり良くないと思いますので，非常に頑張ってら

っしゃるのは分かっているし，徐々に効果も上がってきているんですけれども，ち

ょっとＡ評価というのはどうなのかなと思います。

（班長）

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。

それでは，評価の方に入らせていただきたいと思います。441番からで，早速441

番が議論になっていたと思います。Ａということになってますが，「Ｂでどうなんで

しょうか」という御意見を頂きましたが，441番につきましては，Ｂ評価ということ

でよろしいでしょうか。では，これについてはＢということで，442番，それから4

44番については，そのままでいいんじゃないかという意見でしたが，こちらについ

てもよろしいでしょうか。間の443番も原案どおりでよろしいでしょうか。

では，次のページで20ページの一番上の445番ですが，これＡ評価ですが，「Ｂ評

価でいいんじゃないか」という御意見を頂きましたが，いかがでしょうか。では，

これについてもルールから言えば，100％というようなことになるかと思いますの

で，Ｂ評価というふうにさせていただきたいと思いますが，よろしいでしょうか。

では，あと446番から450番につきましてはいかがでしょうか。原案どおりでよろ

しいでしょうか。

では，次のページにいって，22ページから23ページですけれども，451番から455

番についてはいかがでしょうか。原案どおりでよろしいでしょうか。

では，次の24ページ，456番から461番につきましてはいかがでしょうか。これに

ついても原案どおりでよろしいでしょうか。

最後26ページ，27ページの462番から465番につきましていかがでしょうか。これ

も原案どおりでよろしいでしょうか。では，そのようにさせていただきたいと思い

ます。

次は４－４なんですが，４－４と４－５をセットでということで，466番から最後

の488番まで最後までということで，４－４，４－５をセットということで御審議い

ただきたいと思います。どこからでも結構ですので，御意見，あるいは質問等あり

ましたらよろしくお願いいたします。はい，お願いいたします。

（Ｄ委員）

29ページ471番の野生鳥獣のことに関して，捕獲したニホンジカをどういうふうな

使い方をしているのかなということを聞きたいんです。

先日ちょっと新聞で見たんですけど，山梨の方では，捕獲したニホンジカを伝統

工芸の甲州印伝に使うというふうなことで，記事で見たんですけど，徳島県は処理
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したニホンジカ，捕獲したニホンジカをどうしているのか，ちょっと聞きたいんで

すけど。

（班長）

お願いいたします。

（農林水産部）

鹿の利用につきましては，現在検討中でございまして，業者さんも含めまして，

今研究しているという状況でございます。一般的には，鹿の利用については，肉を

中心に，今ジビエ料理とかで普及をさせていこうということで取り組んでいますが，

やはり総合的な利用を今後も図っていきたいというふうに考えているところでござ

います。

（Ｄ委員）

鹿の皮って柔らかいからいいんですよね。鹿の皮って柔らかくて，うちの犬はで

かいんですけど，リードも鹿皮ですごく柔らかくて丈夫でいいんで，できればまた，

そういうふうな感じで，せっかくなので，やっぱり１つの命なので，無駄にしない

ようにということで，できればお願いします。

（班長）

今の点，あるいは他の点も含めまして御意見いかがでしょうか。はい，お願いし

ます。

（Ａ委員）

このテーマは，生態系を維持しながら，特に徳島県は，鳥獣被害が結構深刻だと

いろいろ言われていまして，私自身はあまり実感がないんですけども，いろいろな

審議会に出ると，里山の人達が「サルが出た，イノシシが出た，ひどいんだ」とい

うことも随分聞かされているわけなんです。そういった状況の中で，かなりこのテ

ーマでＡが多いんですよね。いろんなことはやってらっしゃるんだけど，本当に，

冒頭ありました成果が，どこまで出ているのかというのが，ちょっと非常に見えに

くいところだと思うんです。

例えば31ページの477番，具体的にいろんな施策はやっておられるんですよね。だ

けど，これも分母が，大体被害がどのくらいあるのか，発生件数と言うのか，被害

額と言うんでしょうか。そういうのをお知らせ願って，それが改善したとかしない

とか，そういうふうなことを発表された方が，より県民にとって分かりやすい成果

となるのではないかなと思うんですけど。この評価自身は，Ａだと思うんですけど

ね。数値目標を達成されてますから。その辺をちょっと御回答いただいたらと思う

んですけど。

（農林水産部）

県内の鳥獣害による農作物の被害状況なんですけど，平成22年度に１億5,500万ぐ
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らいの被害がございまして，その後徐々に減っておりまして，平成26年度は，約１

億1,300万ということで減ってきてはおりますけれども，１億円を超える被害額があ

るということで，なかなか被害が減ったというところまで，実感として農業者の方

に至っていないというところでございます。

捕獲頭数もかなり増えてはいるんですけれども，まだまだだなあというような，

正直なところでございます。

（班長）

他に御意見，御質問等ありましたらお願いいたします。はい，お願いします。

（Ｃ委員）

32ページの478番で，ジビエ料理のお店を増やそうというところで，目標に比べて

実績がまだまだかなり少ないということで，評価はＢということなんですけども，

目標に比べてなかなか実績が伸びない一番の理由は，どんなところにあるのかとい

うのをちょっと教えていただきたいのと，実績値の直近の11店舗というのは，大体

三好市とか西部の方のお店がほとんどなんでしょうか。徳島市とかは，あまりない

んでしょうか。

（農林水産部）

質問を２つ頂きました。なぜ増えないかということなんですけども，その加工施

設が現在５か所でございます。その加工施設に安定供給するというか，捕獲した物

を速やかに一定量運んでいくというところが，なかなかできていなかったというと

ころで，ジビエ料理を行うお店の方に，必要なときに必要な物が安定的に出せない

という懸念がありまして，若干伸びてなかったということでございます。

しかしながら，普及を図りまして，平成26年度におきましては，６店舗が増えて

おります。合計で11店舗になっております。その内訳は，三好市が５店舗，それか

ら美馬市が４店舗，東みよし町が１店舗，それから那賀町が１ということで，全部

で11。残念ながら，徳島については，現時点ではないという状況です。ただ今後は，

27年度中には，更に増やしていきたいというふうに考えております。できるだけ身

近に，多くの方が食せるような場所をと，普及を図っていきたいというふうに考え

ているところでございます。

（Ｃ委員）

全国で，ジビエ料理をかなりアピールしている所というのは，結構あるんでしょ

うかね。それから，徳島が少々ＰＲしても，これでちょっと観光の食の目玉にする

っていうのは，なかなか難しいんでしょうか。まだまだこれぐらいの規模では。

（農林水産部）

観光の場合は，一定のお客さんが，ある程度バスとかで来て，そういうレストラ

ンタイプの所で飲食していく場合と，どこか民宿とか，そういった所でじっくり味
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わっていただく，そういう２つの面があるかと思うんです。

しかし今，どちらかと言うと，大型店舗というのはなかなか難しいので，農家，

民宿等で，こだわりの料理といった物を広めていきましてやっていく分と，外国人

の方に対してハラール認証を取りながら，そういった方々に提供できるような，そ

ういった面で，少しでも他県と違うような特色を出していきたいというふうに考え

て，取り組んでいるところでございます。

（班長）

今の点というか，私が答えるのも変ですけれども，結構観光でやっている所は，

単純においしいと，価格がそれなりであるにも関わらず味がおいしいということは，

その付加価値があるからこそ，わざわざ食べに行くと。珍しいというのもあるけど

も。

だけど，おいしくなかったら，恐らく１回行く人はいるかもしれないけど，わざ

わざ２回行くことはないからといったときに，私は詳しくないですけれども，その

おいしいというのが，その料理屋さんの能力による，おいしいか，おいしくないの

かなのか。そもそも食材であるところの，そういうのがいいのかどうか。当然養殖

しているわけではないので，その質は良く分かりませんけども。あるいは，それが

加工施設の能力に関わる話なのかどうか，多分その辺がちょっとなかなか難しい話

だと思うんです。

という意味で言うと，食材があるからと言って，それを観光産業，あるいは１つ

の目玉にしようと思ったとしても，恐らくそれをしっかり調理する人っていう話に

なれば，またちょっと違う切り口に出てくるのかなというようには思います。

ただ，ちょっと私質問なんですけれども，加工施設というのは増えているのかと

いう点と，先ほどのお話だったら，安定供給のための前提が，その加工施設が満杯

になっているからということなのか。それともそういう動物というか，そちらの方

が一定の数値を捕ることができないからとか。つまり，毎年毎年捕ってくる数が上

がったり下がったりするという，その供給できない理由というのは，施設のハード

の問題なのか，そもそもそういう動物がいない年もあるからなのかとか，その辺を

ちょっとお答えいただければと思うんですが。

（農林水産部）

まず加工施設の増加の状況ですけれども，平成21年度に那賀町で１か所できまし

て，その後22年度に美馬市，23年度に阿波市，25年度に東みよし町ということで，

徐々に増えてきて今５か所になっているきているという状況でございます。

それから，処理施設に安定供給なんですけれども，平成25年度の数値を見ますと，

シカだけですけれども202頭ということで，捕ってる数から言うと，約9,000頭捕っ

ていると思うんですけど，ごく一部しか利用できていないと。それは，捕獲して１

時間以内に運んで解体しなければいけないというふうなガイドライン，原則として

そういった目安がございます。そういったところから，現実的になかなか難しいと

ころがございます。



- 24 -

それから，狩猟者の協力をいかに取り付けていくかという協力体制を構築してい

くのに，少し時間がかかっている状況でございますけれども，今後，罠等で捕獲し

た分を，一時的に飼って，安定供給を図るという取り組みも進めておりますので，

今後は徐々に増加していくというふうに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す。他にいかがでしょうか。それでは評価の方に入らせてい

ただきたいというように思います。

27ページの466番からになりますが，27ページ467番につきましては，原案どおり

でよろしいでしょうか。

それから28，29ページですけれども，468番から473番にかけてはいかがでしょう

か。では，これにつきましても原案どおりということで，30，31ページについても

474番から477番ですが，これもよろしいでしょうか。

では，その後478番から482番にかけて，32，33ページですが，これもよろしいで

しょうか。 次34，35ページで，483番から487番ですが，これについてもいかがで

しょうか。よろしいでしょうか。

では，最後36ページ，488番についても原案どおりでよろしいでしょうか。はい，

ではそのとおりとさせていただきたいと思います。

基本目標につきまして，Ａ，Ｂ，Ｃの評価をしていただきましたが，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，御提言がありましたら，頂きたいと思いますが，いかがでしょうか。

私の方からちょっとお話させていただくと，最後のところなんかで，Ａ委員さん

からもお話ありましたけれども，「ざっと見るとＡ評価が多いけど，本当にどうな

の」という御指摘があったと思うんです。恐らくここに関わる話かなというか，個

別の評価項目からやっていくと，Ａというような評価が付くけれども，ちょっと引

いて見ると，本当にＡばかりでいいのかなというような。ただ基準は，目標値があ

って実績値っていうようなところでの評価基準ということになっております。そう

いう形では，今多くがＡという評価が付いていたと思いますけれども，多分地域の

問題もあると思うんですけれども，私なんかもイメージが，もうひとつ徳島にいる

とピンとこないようなテーマがちょっとありますので，いろいろともっとアピール

をしていただければいいかな，というのは率直な感想として思いました。

それから，前半部分に関してというところの，いわゆる環境問題っていうような

ところで言うと，水の話なんかもありましたけれども，これにつきましてもＥ委員

さんがおっしゃったように，数字としてはと言うか，目標値としては達成されてい

るけども，なかなか本当にそれでいいのかなと。単純に，私なんかも市内でいると，

特に水があんまり汚いというイメージは全く持たないんですが，客観的な数字を見

ると，非常に徳島県の数値が低いというような項目があったりということになりま

すので，是非ともと言うか，目標を設定するのは，この会議の役割ではないですけ

れども，目標値の達成だけではなくて，もう少し上の目標を目指して，努力いただ

ければなというような感想を持ちました。
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他に委員の方々意見，はい，お願いします。

（Ｃ委員）

他の施策のところで出てくるのかも分からないんですけども，「環境首都・先進と

くしま」ということで，ガソリンとかあまり使わないということをイメージすると，

例えば電気自動車を使うとか，それに向けるきっかけになるような施策は幾つか入

っているんですけれども，海外の先進的な国だと，オランダとかデンマークとかだ

と，相当通勤を含めて自転車を街中で使う方向に，いろんな施策が向いていってい

るんです。

徳島県の施策で，自転車をもっとそういうところに使うように仕向けるような，

そういう施策が，今日の中にも出てきてないですし，他のところで，もしかしたら

あるのかも分からないですけど，あまりその辺の施策はちょっと少ないような気が

するんです。自動車を飛び越えて，もっと自転車を，更に通勤も含めて使わせるよ

うな，そういう施策を考える必要性とか，その辺については，県はどういうふうに

考えておられるんでしょうか。

（班長）

いかがでしょうか。はい，お願いします。

（県民環境部）

自転車の利用について御質問がございました。県民環境部といたしましては，ス

ポーツ振興を担当いたしております。その中で，最近全国的にも自転車を利用する

方が非常に多くございますので，スポーツ振興という点から，自転車の振興という

ことを図っております。

県内で大きなサイクルイベントを，県南や県西など，各地で行っております。手

元に資料がございませんけれども，参加者も非常に増えて，県外からも多くの方が

来られて，自然の中を自転車で走るということが，非常に人気になってございます。

県民環境部としては，スポーツの視点から自転車振興に取り組んでいるところで

ございますけれども，委員がおっしゃいました，環境の視点から自転車の活用を図

るという視点につきましては，一定のところまでは公共交通機関で来て，街中を自

転車で走るという，そういう通勤の実証実験に取り組んできましたけれども，まだ

まだこれからというところがございます。自転車人口も増えておりますので，環境

の視点からも，御意見いただいたことを，今後の施策に活用させていただきたいと

思っております。ありがとうございます。

（班長）

今の話になると，多分自転車を増やしたら，今度道路は大丈夫かという，多分そ

の議論が出てくると思いますので，道路の関係部局の方いらっしゃったら，ちょっ

と一言いただければありがたいんですけれども。
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（県土整備部）

まず委員がおっしゃられた，東京の辺りとかだと地下鉄で行って，それで自転車

に乗り換えて，それでまた返却するとかいうような実証が進んでおるんですが，ま

ずおっしゃったように，安全面の確保とかですね。そういった面が出てくると思う

んです。

それと本当に渋滞だったら，自転車利用の方が早いとかあるんですが，道路の渋

滞緩和を頑張ると，また車の方が走りやすいということで，車利用という，そうい

ったことがあるんです。これはやはり，自転車の方が便利というような基盤ができ

ないと，なかなか進んでいかないと思います。まさに最初におっしゃったように，

そういったエリア内の移動であれば，公共自転車を使ってここまで行くというよう

な，まずそういった実証が必要であって，なかなか現状では，自転車専用というの

は難しいです。

それと，東京なんかもよく自転車で，車道を走るってやってるんですけど，安全

面の問題とか，それと徳島県は高齢者の方が多いということで，トータル的にどう

いったエリアだったら，自転車の方が有効であるかというようなことも提案して，

それに必要なインフラが必要であれば，検討していくということなので，今はまず，

いろんな安全面，そういった対策で進めていこうと考えています。

（班長）

ありがとうございました。まだまだ御意見あるかと思いますが，一応時間の都合

もありますので，この辺りで，意見交換につきましては終了したいと思っておりま

す。

ちょっと延長しましたが，これから休憩時間を取りまして，３時５分から第７回

の会議に入っていきたいと思っております。県の関係部局で，入れ替わりで退席さ

れる皆様には，お世話になりました。引き続き残られる方には，休憩後もよろしく

お願いいたします。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）

それでは，以上をもちまして第６回の会議を閉会させていただきます。

先ほど班長さんの方から申し上げたとおり，３時５分を目途に再開をさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。


