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第４回 県政運営評価戦略会議 会議録

１ 日時 平成２７年８月１７日（月） １３：３０～１５：１５

２ 会場 県庁１０階 大会議室

３ 出席者

委員 県

阿部 頼孝（敬称略，以下同じ） 清水 英範 監察局長

石田 和之 石本 寛子 危機管理部副部長

植田 美恵子 安原 寿人 経営戦略部副部長

橋本 延子 松浦 博 保健福祉部副部長

藤原 学 仁木 弘 商工労働観光部副部長

森本 長生 山本 俊也 農林水産部副部長

瀬尾 守 県土整備部副部長

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

三好 誠治 病院局総務課長

木下 慎次 教育委員会副教育長

岡崎 史朗 警務部参事官兼警務課長

岡田 芳宏 監察局次長

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，提言を含めて３時10分をめどに評価を終了したいと考えております

ので御協力お願いいたします。

基本目標３は５つの重点戦略に分かれておりますが，時間の制限もあること

からその重点戦略ごとに協議するのではなく，幾つかの重点戦略をまとめて協

議したいと思います。

まず，３－１「みんなで守るとくしまづくり」番号234から284と，３－２「い

のちを守るとくしまづくり」番号285から325について協議したいと思います。

理事者に取り組み内容や実績をもう少し詳しく聞きたいとか，私の評価案に対

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したいと思います。

いかがでしょうか。はい，どうぞお願いします。

（Ａ委員）

14ページの274番，自転車盗車上ねらいという，こちらなんですけど，数値

目標の振り込め類似詐欺の発生件数，これが23年が15件で，23年対比で抑止で

26年度は17件で，○になっているんですよ。これ，△違うかなと思うたりする

んです。で，評価がＢになっているので，これは△が３つになるとＣ違うかな

と思うんです。それで最近やたらメールで注意ですか，各警察署からも来るの

で，町内放送もよく掛かっているみたいですし，新聞にもよく被害が載ってあ

るので，Ｂではないような気がします。Ｃではないかなと思います。

（班長）

担当課，この件に関してレスポンスお願いします。

（警察本部）

先ほどの委員の御発言でございますが，振り込め類似詐欺というのは典型的

な振り込め詐欺と違って，ギャンブル必勝法であるとか，宝くじの当選の番号

を教える，そういった類の詐欺でございます。26年は17件でございまして，24

年と比較すると抑止できているということで，件数のみならず被害総額の関係

もありまして，一応○というに風にさせていただいております。

（班長）

被害総額というのは，分かりますか。分からなければ結構ですよ。
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（警察本部）

被害総額といいますのは，被害者の方が幾らのお金を盗られた，いわゆる被

害に遭ったということでございまして，26年ですと振り込め類似詐欺について

は約1億7,582万円でございます。27年は，現時点でその約１割の被害総額にな

っておりまして，そういったことも踏まえまして評価をさせていただいており

ます。

（班長）

発生件数が少ないということは，それだけ言えばいろんな面での周知という

か，そういうふうなことがある程度できているので未然に防止できていると。

（警察本部）

県警といたしましては，振り込め詐欺，振り込め類似詐欺を始めとする特殊

詐欺の対策については，最重点課題というふうに思って行っております。安心

メールを登録されている方については，そういった被害防止の観点からのメー

ル配信でありますとか，各警察署におきましては関係自治体，あるいは金融機

関等と連携して様々な対策を行っておるところでありますが，依然，関東圏の

ほうからの電話でありますとか，最近は首都圏へ出向いての被害が発生してお

りますので，そういった対策を重点的にやっておるところでございますが，な

かなか被害の防止といいますか，撲滅には至っていないところであります。た

だ，今後もそういった対策を重点的にやっていきたいというふうには考えてお

ります。

（班長）

これ，事務局，去年まではどうだったんですか。今までの経過をちょっとお

話を。

（事務局）

昨年までの３年間の評価としましては，３年間ともＢと評価いただいており

ます。なお，振り込め類似詐欺の発生件数については，数値目標の達成度が○

ということで表記させていただいておりますけども，これにつきましては他の

数値目標の達成度合いの判断基準といたしました80％ということについてこれ

の指標を見ますと，それを適用できない，例外的な数値目標ということで考え

ております。上の２件の△につきましては，目標の23年度の228件に対して281

件とかなり差がありますし，その次の数値目標の13件に対しまして33件と，こ

れについてもかなり差があるということなんですが，最後の数値目標につきま

しては，15件に対して17件と，差もそれほど大きくないということと，毎年減
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少しているということから考えまして○という表記でいいんじゃないかと事務

局も判断をしております。

（Ａ委員）

結構です。

（班長）

結構ですか。じゃあ，もうこれ，そのままということでお願いします。じゃ

あＢ委員さんお願いします。

（Ｂ委員）

２つ質問なんですが，241番 とですね，259番なんですが，まず241番のとこ

ろで消防団ですね，Ｂ評価なんですけれども，23年から26年の４年間での，そ

の消防団の団員の方々の年齢がどういうふうに変遷をしているのかというふう

なことと，団員の数が増えているのか減っているのかちょっと教えていただき

たいということです。

それから，259番のですね，これは備蓄資機材の充実を図ったとありますけ

れども，備蓄資材，例えば食料なんかの場合は，その消費期限みたいなのがあ

りますよね。その期限を過ぎたものについてはどういうふうにされているのか

というふうなことを少しお伺いしたいと思います。

（班長）

241番と 259番について御質問がありましたので，担当課の方からお願いし

ます。

（危機管理部）

まず241番の消防団の年齢構成と人数の変化でございますが，確かに人数も

減少してきておりまして，年齢も高くなっております。平均年齢にいたします

と，昭和60年，一番最初の古いデーターなんですけれども，平均年齢が36.8歳

だったのが，平成26年には43歳というふうに高齢化してきております。また人

数につきましても，昭和60年が1万1,924人だったものが，平成26年には1万975

人というふうな推移になってございます。

追加で，この241番について若干説明させていただいても，折角の機会を頂

きましたのでよろしいでしょうか。

（班長）

はい，どうぞ。
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（危機管理部）

確かに，創設が１年遅れたということではございますが，消防団，確かに就

労形態が変わっておりまして，このようになかなか若年者が参加しにくくなっ

てきております。また意識の変化というようなこともございまして，241番に

ありますような事業所の表彰制度を設けたところでございます。この１年遅れ

たのは，ちょうど23年24年というのが東日本大震災がございまして，その準備

等に，そっちの東日本大震災の対応等の方に少し主力を注いだというようなこ

とで遅れております。ただ，将来の消防団を増やそうということで，各消防団

におきましては大学祭に参加していただいたり，それから大学生に働きかけた

りですね，それからリーフレットの配布とかフォーラムとかシンポジウムで消

防団の入団の促進の事業を行っております。

また，少年消防クラブというのが現在徳島県に39クラブありまして，平成25

年に西日本で初めて全国交流会を開催いたしました。昨年全国大会を全国で初

めて本県で開催する予定でございましたが，ちょうど８月の初めに台風で流れ

ましたので，今回８月５，６，７日ということで全国大会を徳島県で初めて開

催することができまして，県内の各少年消防クラブも見学，本県から参加した

のは２チームだったんですけれども，参加していただいて将来の動機付けに役

立ったかと考えております。こういうふうに減ってはきておりますが，消防団

の入団のほうの促進に働きかけているところでございます。

もう１つが備蓄の方でございますが，確かに５年とか10年とかいったような

備蓄用の食品でも期限がございます。大体は防災訓練等にですね，期限のぎり

ぎりの物はその炊き出し訓練等とかに使いまして，それでローリングしていく

ようにしておりますし，御家庭の備蓄におきましても，そういうふうな使って

いきましょうという，ふだん多めにストックしておいて使用していきましょう

というようなことをＰＲしているところでございます。

（班長）

Ｂ委員さん，いかがですか。

（Ｂ委員）

はい。241番の方はですね，確かに年齢も高くなったりとか，人数も減って

きているということで，やはりある意味ではもう少し消防団を増やさなきゃい

けないというふうなことで，かなりの取組みをしっかりしてるというふうに思

っておりますし，今もありました大学生に対する呼びかけであったりとか，少

年少女消防教室，消防隊を作ったりとかですね，いろいろ苦労されて作ってい

ると，こういう実態もありますので。ただ，創設が若干遅れたということがあ
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りますけれども，全体としてはちょっと甘いかも分かりませんけれども，私は

ＢからＡでもいいのではないかというふうに今の説明で考えました。

それから259番の方はですね，備蓄資材を効率的に使われているのならいい

んですけれども，もしそういう消費期限とかがですね，そのサイクル的に投棄

するようなことがあるのならですね，今のフードバンクとかですね，そういう

社会的な取り組みなどもありますので，計画的にそういうところにその備蓄食

糧がね，期限内にお分けをするようなことができればいいのかなというふうに

思っただけの話で，効率的に使えていればそれはそれでいいというようなこと

でございます。

（班長）

Ｂ委員さん259番の方は，評価はもう，変えない。

（Ｂ委員）

評価は，いいです。そのままで。

（班長）

で，241番の方は事務局の説明を聞いて，ＢをＡにしたらどうかという，そ

ういう御提案なんですがいかがでしょうか。他の委員の方々，どうですか。

会長，いかがですか。いいですか。じゃあ，この241番をですね，ＢをＡに

変えたいと思います。でもその創設が遅れたというのもね，今御説明を聞けば

確かにそれは大震災がありましたのでね，優先順位から考えればそちらの方を

優先するということが当然のことだと思いますので。他にはいかがでしょうか。

どうぞ，はい。

（Ｃ委員）

32ページの293番なんですけれども，自主防災組織の関連のことなんですけ

れども，自主防災組織というのはもう本当に大変だろうと思います。地域の人

たちも県市町村の方たちもこれは大変だろうと思うんですけれども，やっぱり

災害というのはいつどこで起こるようになっているか分からないので，非常に

そういう自主防災組織というのは頼りになると思うんですけれども，これ，集

計中ともありますけれども，徳島県では全国的に見てどうであるのかというこ

とが１点と，それと26年度に自主防災組織率が100％となっていますけれども，

その取り組みはどのようにお考えなのでしょうかという２点をちょっとお伺い

いたします。
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（班長）

293番，担当課の方からお願いします。

（Ｃ委員）

Ｃという評価になっているんですけれども，この集計中というのもあるんで

すけれども，先ほど先生がおっしゃったように自主防災組織というのはやっぱ

り地方とかそういうふうな要だろうと思うんですけれども，非常にその皆さん

高齢化もしているのでそういう，どういうふうに動くかということもやっぱり

組織的に考えなければいけないと思うんですが，この今実績値としては 25年

では92.7％ ，26年はまだ集計中となっておりますけれども，その辺は全国的

に見たらどういうふうにな位置というんですか，どういうふうなところになっ

ているのかということが１点と，これ100％を達成するのはそうなんでしょう

けれども，大変なかなか難しいと思うんですけれども，そのような取り組み，

どのような取り組みをこれからやっていこうと考えられているのかの２点をち

ょっとお伺いしたいと思います。

（班長）

事務局お願いします。

（危機管理部）

確かに自主防災組織というのは，委員がおっしゃいましたように地域住民が

相互に助け合う共助の中核として非常に重要な役割を果たすものでございま

す。若干数字，全国的なものを申し上げますと，平成20年，全国では組織率が

71.1％でしたが，徳島県は72.1％，ほぼ全国平均並みでございました。それが

平成25年には本県91.9％，全国が77.9％ということで７位に上昇しまして，こ

の26年４月１日，この92.7％は全国80％に対しまして第４位というふうに，非

常に近年努力して数値を上げてきたものでございます。これはもう本当に関係

者，市町村いろんな方の御努力によりますが，まず県の方としましても自主防

のリーダーさんの研修会ですとか，それから交流大会，それから企業との連携

モデル事業，あるいは活動マニュアルの配布とかいったようなこともございま

すし，特に自主防で非常に活躍されているようなところに対しては，知事表彰

を行ったりして顕彰しているところでございます。特にこの○の下の２つにご

ざいますように，地域防災推進員養成，目標値が26年500人に対して現在665人

というふうな数値が上がっておりますが，これは防災士の資格が取れる養成講

座でございまして，こういう方々が地域に育っていきますと自主防の中核にな

るというようなことで，こういう研修に取り組んでいるところでございます。
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また下の○の防災出前講座につきましても，目標値が年250回でございます

が，これも県職員，県民局等が出回っていきまして講座を開催し，非常に高い

400前後の開催を挙げております。平成25年には４講座新しい講座を追加しま

したので，454回というような高い数値を上げております。ただし，その２番

目にございますように，市町村の連絡会の結成が24全市町村の目標にしており

ますところが，14市町村ということになっております。これは県レベルでは24

市町村参加した連絡会がございまして，市町村レベルで結成されていないとこ

ろがあるということで，結成されているのが14。結成されていないところは，

連絡会総会とかにおきましては市町村の担当職員とか出てきていただいている

ところなんですけれども，いろいろ市町村のほうに組長さんのほう，回ったり

とか市町村担当者会で働きかけたりしておりますが，理由を聞いてますとどう

しても今おっしゃったように高齢化でなかなかリーダーがいないということと

か，それから小学校単位で結成してから作るよとかおっしゃっているところと

か，他に替わる自治会があるからあまり必要性を感じていないとかいったよな

うなところもあるようでございます。これからも各市町村に働きかけていきま

して，こういった連絡会とかそれから自主防の組織率を上げたいと思っており

ますが，この連絡会も今年度中に若干数箇所結成していただけるようなところ

もあるようでございます。本当に大切な自主防組織でございますので，これか

らも市町村とも一丸となって組織率を上げていきたいと考えております。

（Ｃ委員）

はい，ありがとうございます。

（班長）

Ｃ委員さん，今の御説明をお聞きになって評価は。

（Ｃ委員）

はい。評価はですね，１つ上げてみてもいいのではないかなと思うんですけ

れども。

（班長）

全国的な数値の比較等を今担当部局の方から御説明を頂きましたけれども，

かなり検討しているということは言えると思うんですよね。293番，私が付け

た評価案はＣなんですが，事務局の説明を聞いてＢに上げてもいいのではない

かという御提案があったんですが，いかがでしょうか。よろしいですか。はい，

どうぞ。
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（Ｂ委員）

ちょっと関連をしましてですね，293番と294番さらには297番がありますけ

れども，297番は県庁災害避難応援隊というのがありまして，県庁舎に避難を

してくる住民のみなさんを誘導したりという応援隊なんですけども，自主防災

組織というのは文字どおり自主的にするのが自主防災組織なんだけれども，徳

島県の場合は近い将来に大地震が想定をされるというふうなこともありますの

でね。で，特に地域的な自主防災組織も大切ですけども，ある意味では８時間

は働く，職場で働いておりますからね，特に企業のところにですね，そういう

働きかけをしてですね，企業内の自主防災組織を作った上で，いわゆる企業と

の連携をどう図るかということが必要なのではないかなというようには思うん

ですね。去年もそんなことを私言ったような記憶があるんですけども，次年度

以降にですね，もし企業のところにそういう働きかけができていないというこ

となら，是非企業のところにもそういう働きかけをしてですね，県民が一体と

なって24時間そういう防災組織のところでカバーができるようなね，そういう

体制が必要ではないかというふうに思いますので，次の取り組みとして是非お

願いをしたいなということです。評価は今おっしゃっておりましたんでそれで

結構だと思います。

（班長）

じゃあ，評価を293番の評価をＣからＢに上げるということで，今のまたＢ

委員さんの御意見に対して何かお考えの方はございますか。

（危機管理部）

ぴったりではないかもしれないんですけれども，先ほども若干申し上げまし

たが，企業とその企業の周りの地域の自主防との連携したモデル事業というの

もやっているところでございます。そういったものを始めとしまして企業内で，

委員さんおっしゃったような自主防的な役割を担えるようなものというのもま

た取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございました。

（班長）

他，いかがでしょうか。どうぞお願いします。

（Ｄ委員）

小さい問題なんですけど，308番の都市公園施設の防災拠点施設等の耐震化

率という項目なんですが，これは100％なのに○ということは，結局これが24

年度に達成しないといけないのが26年度に達成したからということなのでしょ

うか。達成がやっぱり今現在100％でも◎にはならない。



- 10 -

（班長）

308番ですね。

（Ｄ委員）

308番の上から４項目目。都市公園施設の防災拠点施設等の耐震化率。

（班長）

はい。

（事務局）

この数値目標につきましては平成24年度100％ということになっております

ので，26年度には達成はされておりますが，２年遅れということで◎ではなく

てと○いう形で表記させていただいております。

（Ｄ委員）

今現在できとったらいいというわけではないんですね。

（事務局）

目標が24年度でございますので。

（Ｄ委員）

はい，分かりました。それとすみません。もう１点これはお尋ねなんですが，

311番，次のページです。堤防等の耐震化なんですが，私，今切川のすぐ近く

に住んでおりまして，今耐震化，確かにしてくださっているんですがこれで終

わりっていうのではないんですね。これ，Ａ評価なので。この先も続けてして

くださるっていう予定があるのかないのかお尋ねしたいと思います。

（班長）

はい，担当部お願いします。

（県土整備部）

今切川，旧吉野川，地震・津波対策として今進めております。それでこれで

終わりということでは当然ございませんで，順次ですね，進めてまいりたいと

いうふうに考えております。

（Ｄ委員）

あのままではちょっと危険やと思いますので，よろしくお願いいたします。
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（班長）

他にどこか何か，じゃあＡ委員さんお願いします。

（Ａ委員）

評価ではないんですけど，４ページの246番。すだちくんメールのことで，

これ，登録者数が目標から下回っていますけど，この原因をどのように考えら

れているのかということと，あと迷惑メールを受け取らないために高齢者とか

若い方でもパソコンからのメールをシャットアウトしている人もおるので，そ

ういう方もこの数字に入っているんちがうかなと思うんです。実際すだちくん

メール，私ちょっと登録してないような気がするんですけど，そういうことも

あり得るんちがうかなと思うので，この辺の仕組みの，ちょっと確認ですね。

迷惑メールで排除されているのかどうかという，それとこの下回ってる原因を，

はい。

（班長）

何か分かりますか。

（危機管理部）

すだちくんメールにつきましては，ガラケーかスマートフォンに登録してい

ただくようになっておりまして，迷惑メールを排除しているのであれば，元々

登録してないのであれば件数には入ってはないとは思うんですけれども。この

数が増えていない理由につきましては，登録作業にそのパソコンとかスマート

フォン等からある程度の操作をしないといけないような，少し最初加入してい

ただくときに操作が必要になるので少し面倒だということで，登録が進んでい

ないというようなことが若干ございます。それと，もう１点，今年の５月にす

だちくんメールについて提携しておりますＹａｈｏｏ！のサービス変更により

まして，従来ガラケーでサービスを受けるためには，従来のガラケーでサービ

スを受けられている方が，本文転送機能等の設定が必要になったということで，

本当に面倒になったということで若干減っているというような，増えていない

というようなことでございます。いろいろ働きかけは法人関係とか，特にこれ

に入っていただいて県が持っている災害時の情報なんかを共有していただくよ

うな，関係者に施設とか医療機関ですね，そういう仕組みになっておりますの

で，そういうような働きかけだとか，いろんなマニュアルを作ったりとか，そ

れぞれ会社に働きかけたりとかやっているところなんですけれども，そういう

導入のところが少し面倒だということがございまして，今年度ですね，従来型

の携帯電話などに操作向上を図るようにすだちくんメールの機能強化を図る予



- 12 -

定にしておりますので，かなり導入のところが簡単になるのではないかと考え

ておりまして，今後どんどん増やしていきたいと思っております。７月31日現

在では若干ちょっと増えておりまして，現在2万6,777人，法人が320法人とい

うことで，目標の約88％までにはきたところでございます。

（Ａ委員）

ありがとうございました。

（班長）

Ａ委員さん，これ評価はもうこのままで。はい，分かりました。他にどなた

か。じゃあ，Ｂ委員さんお願いします。

（Ｂ委員）

32ページの315番のところで，先ほど説明がございましてですね，国，県の

支援が不明確というふうにおっしゃっておりましたけども，これは事業概要が

「全ての市町村に，補助制度の創設・拡充を促すとともに，国・県による支援

制度の拡充を行います。」ということなんですよね。それで取組内容と成果の

ところはですね，「該当建築物のある全ての市町に補助制度の創設を促し，26

年度末に補助の制定ができた」とこうあって，県側は◎なんですよね。で，な

ぜＢなのかなということなんですけども，県の方で反論がございましたらお出

しを頂きたいということです。反論の結果によっては僕は変えてもいいのでは

ないかと思いますけれども。

（班長）

担当部局何かありますか。

（県土整備部）

班長さんの明確でないという理由のところがちょっとよく分からなかったん

です。すみません。

（班長）

これはですね，資料の「主要事業名・事業概要・数値目標」のところで「補

助制度の創設・拡充を促すとともに，国・県による支援制度の拡充を行います」

と，こう書いてあるんですね。それでその，この補助制度創設市町数というの

はここで出ているんですが，取組内容と成果のほうでこの文章からはその支援

制度の拡充というのが具体的にどうなんだろうかということが，私は十分に読

み取れなかったんですね。それでＢにしたんですけれどもね，もし分かればお
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願いします。

（県土整備部）

この補助制度はできておりますし，その支援の制度の拡充というのは国の補

助率の引上げですとか，そういうことでございまして，それもこの義務化建築

物につきましては，事業年度28年の３月31日までなんですけれども，補助率の

引上げがなされております。ということで，理事者側としては◎で付けさせて

いただきました。

（班長）

事務局，これ去年まではどうなっていましたか。

（事務局）

25年度までは数値目標が補助金交付要綱策定市町村数ということでありまし

たが，26年度版で数値目標の設定が少し変わっております。昨年度までは旧の

数値目標を対象に評価を頂いておりまして，その結果は昨年度Ｄ評価となって

おります。

（班長）

Ｄだった。去年まではじゃあ非常に厳しかったんですね。

（事務局）

そうです。会議での御意見等を踏まえて数値目標の考え方が変更されたもの

と考えておりますが，それについては担当部局から御説明をいただけたらと思

います。

（県土整備部）

昨年度は全24市町村分でやるというような目標だったんですけれども，耐震

改修促進法の改正がありまして，全市町村が対象でなくなったということから

分母が変わったということで，前回はＤ，当時は24分の5,実際は５市町村しか

できていなくてＤ評価という。今は14市町村でできておるという，対象建築物

があるところで，全部できたということでございます。

（班長）

その法律が変わったことによって，評価の基準そのものが去年までは24分の

5だったと。
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（県土整備部）

そうです。はい。

（班長）

それでＤだったと。

（県土整備部）

はい。

（班長）

それで今年は。

（県土整備部）

今年は14，分母が14で，そのうち全ての市町村でできた。

（班長）

該当建築物のある全ての市町が14しかないわけですね。

（県土整備部）

義務化がある建築物については14市町村が対象。

（班長）

14市町村が対象になる。

（県土整備部）

要綱が14できた。

（班長）

なるほどなるほど。これ，ちょっと悩ましい問題ですね。法律が，主が変わ

ってくるとね。

（Ｂ委員）

この診断義務付けのね，診断義務付け建築物というのは14市町村にしかない

んでしょう。他の市町村，あとの10市町村にはないんですか。

（県土整備部）

対象となる建築物が14市町にしか存在していない。
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（Ｂ委員）

存在していないんですよね。

（県土整備部）

はい。法律の対象となる。

（Ｂ委員）

この左側の方はね，計画は７市町村なんだけど，これは変わってないですね。

法律が変わったけどもこれも変わってない。既にもう７市町村はできていると

いうことですか。

（県土整備部）

昨年度目標は７だったんですけども，まあ半分ぐらいということだったんで

すけれども，いろいろ要請をしまして全14で作っていただいということです。

（Ｂ委員）

７の目標が14全てになったということですか。

（県土整備部）

はい。

（Ｂ委員）

それならできているんじゃないですか。

（県土整備部）

当方としては◎を付けさせていただいたんですけれども，前回のこととか，

この目標値とか内容がちょっと曖昧でややこしかったというところで，班長さ

んのほうでＢになったんですけども，◎ということで御理解いただけたらなと

思います。

（班長）

じゃあこれ，今の説明だと◎でいいわけですよね。どうでしょうか，事務局

のほう。

（事務局）

数値目標については，達成の◎で結構です。
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（班長）

これはＡに変えたいと思いますので，315番をＢとなっているのがＡに直し

てください。お願いします。他にはどうでしょう。会長さん，何かこの辺りの

ところで。ないですか。はい。はい，どうぞ。

（Ａ委員）

295番，23ページです。これ，評価はＡになっていますけども，今年の県西

部の大雪があったじゃないですか。局地的な。あれ孤立したところがあったし，

秋か夏の台風で美波町でもちょっと孤立したところがあって，その辺のことを

踏まえてこれＡになっているのかどうか。何日かちょっと孤立されてね，電気

もなく過ごされているということで。Ａにするとちょっと経験が生かされてい

ないんじゃないかなと思ったりしないでもないので。299番にも関係してくる

かなとは思いますけど。

（班長）

私がこれＡにしたのはですね，ドクターヘリを導入したということと，関西

広域連合との絡みの中でね，それだけ評価するとＡかなというふうに考えたわ

けですよね。これは担当課の方，何かありましたら。はい，どうぞ。

（危機管理部）

確かに事象としては昨年の西部の大雪のときにですね，非常に停電が長引き

まして，なかなか住民の方々に非常に不便をお掛けしたというような事例がご

ざいました。この評価につきましては一応そういうことを，そういう場合にで

すね，病気を持った方々とかそれからそこでずっといるのが難しいような方々

を救出するために，臨時のヘリポートを整備していくということと，それと一

番，通信，救援を呼ぶにも通信手段が非常に重要ですので，そういう衛星携帯

電話等の通信手段を整備するというようなこと，あるいはアマチュア無線等の

整備というようなことで，それを指標的なものにしてございます。

臨時ヘリポートにつきましては，平成23年の当初では117箇所であったもの

が現在は230箇所というふうに倍増しております。それから衛星携帯電話につ

きましても県の補助等を使っていただきまして，市町村は現在149機配備され

ておるところでございます。また昨年の大雪の場合もいろんな雪害対策で孤立

化を防ぐようなものにつきましても，市町村の方で緊急に整備できるような補

助制度も設けましたし，県の方でも緊急に貸し出せるような物品等を備えてい

つでも貸し出せるように備蓄をしているところでございます。
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（班長）

私はですね，この右の説明だけを読んでね，具体的な去年ああいうことがあ

った，こういうことがあったっていうことはあまり念頭に置かずに評価したん

ですけどね。

（Ａ委員）

経験が生かされているんでしたら結構です。

（班長）

他の委員の皆さん，いかがですか。

着実に努力されていると思うんですよね。ということで，Ａでよろしいです

か。はい。じゃあ，構いませんか。ちょっと先へ行って。で，また後戻りあり

にしようと思いますのでね。それで次にですね，今度は３－３，３－４それか

ら３－５ですね。330番から389番ということになるかと思いますが。ここでは

いかがでしょうか。どうぞ，はい。

（Ａ委員）

347番，43ページです。評価はＢになっています。これは先ほど明確でない

ということでＢになったんで，この場で明確にしていただいたらＡにできるん

ちがうかなと思いました。

（班長）

担当部局。

（県土整備部）

明確でないというのはどこが明確でないのでしょうか。

（班長）

347番。どのような成果があったかが，ここからだけではなかなか読み取れ

ないということなんですね。

（県土整備部）

これ相談を実施しますということで，相談の回数の成果というのは今手元に

もありまして，例えば消費者情報センターでは相談件数は26年度だったら53件

あったとか，相談，安心リフォームの実績としても数字としては持っておるん

ですけども，その成果っていうのは非常に悪質なリフォーム会社から守られた

かどうかというのはちょっとよく分からないところがございまして，成果とい
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う意味では把握するには至ってないというのが実情でございます。ただ，ここ

にあります目標として相談をいろいろ実施するということに対しましては，相

談窓口を設けたり，いろいろ出張相談とかも行っておりますので，そういうこ

とではいいますと，当方では◎を付けさせていただいたところでございます。

（班長）

これ，事務局，去年はどうだったんですか。

（事務局）

昨年度までは３年間Ｂ評価でございます。

（班長）

３年間Ｂ評価だったと。

（事務局）

はい。

（班長）

指標は変わってないんでしょ。

（事務局）

はい，変わっておりません。

（班長）

今回は今までの成果を一応，全体的に見るということで。何か新しいことは。

（県土整備部）

新しいこと。

（班長）

ここはこういうふうにやって，今までＢだったけど，平成２６年度から，新

たに何か取り組んでこう成果が上がったと。

（県土整備部）

確かにその道路とかと違いまして，これだけの相談で例えば何件かの方が悪

質のリフォームから防げたとか，そういうのがちょっと数値としては残念なが

ら当方も把握していないというのが事実としてございます。ただその相談回数
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とかいう点では，数としては多くの相談は頂いてはおります。

（Ａ委員）

これ，専門家による相談というのは無料ですか。

（県土整備部）

相談自体は無料です。

（班長）

Ａ委員さんどうですか。今の担当課の説明で。

（Ａ委員）

別に相談を実施できているのでＡでもいいとは思うんですけど。数値目標が

ないわけなんで。

（班長）

できればだから，相談回数とかいうのを書いてくれとったらもっと分かりや

すいと。

（県土整備部）

目標にですね。はい。

（班長）

どうでしょう，これ。どうぞ，はい。

（Ｃ委員）

Ａ委員さんがおっしゃったように，やっぱりこれ数字で表すというのは多分

なかなか難しいかなと思うんですけれども，やっぱり相談ということで今まで

やられているのであれば私もＡでいいのではないかなと思います。

（班長）

他の皆さんＡでよろしいか。

（班長）

じゃあ分かりました。347番をＢからＡに。それで，もう少しサービス精神

を発揮していただいて，ちょっとここ書き方ね，ちょっと工夫して，
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（県土整備部）

はい，分かりました。

（班長）

他はいかがでしょうか。はい，どうぞ。はい。

（Ｂ委員）

376番のがん対策の推進ですが，切り口は先ほどと同じなんですけれども，

集計中なんですよね。で，26年度の計画と 25年度の実績を見てみますと，な

かなか40％の達成であるとか50％の達成は難しいということでＣなんですよ

ね。これに対して県の方からはですね，先生言われたことで甘んじて受け止め

てしまうのか，いやいやそうじゃないと。集計の結果を見てくれたらこれはＢ

になるぞというような反論がありましたらちょっとお答えを聞きたいんですけ

れど。

（保健福祉部）

委員さんの方からもですね，がん対策，実際にがんの75歳未満の年齢調整死

亡率がそこら辺が目標値よりも上回っているということがある一方ですね，検

診率，ある程度目標が例えばですね，胃とか大腸，肺，そこが40％と。大体胃

がですね，26年の実績を見ますと，35.1％でありますとかですね，あと，肺に

なりますと39％とか，ある程度いい線をいっているところではあるんですけれ

ども。一方子宮がんでありますとか乳がんでありますとか，目標は50％であり

ますけれども，ここが33％ ，34％そういう数字になっておりまして，一番下

のがん検診のチェックリスト，がん検診を受けていただいてその結果が適正で

あるかどうか，そこらの評価を全ての市町村で実施ができると，そういう状況

になっておりまして，実際にその例えば一番上のですね，死亡率を見ますと，

うちの県，25年度で76.6％でありますけれども，全国で言えば大体80.1％とい

うことで，全国と比較しますとですね，がんの死亡率は低くなっているとそう

いうところもありまして，政策評価の数値でいわゆる県が何か主体的にやって

いけることとですね，県民の方々にまずはがん検診を受けていただいて，その

結果早期発見早期治療に結びつくような，そういう指標がありますので，我々

としては一生懸命やっているという気持ちも含めて自分達の評価としては○を

入れさせていただいておるんですけれども，数字の目標から言えばですね，確

かに下回っていることも確かなものですから，Ｃと言われると我々も大分苦し

いなというところもあるんですが，まあ一生懸命頑張っているということだけ

御理解いただけましたらと思います。



- 21 -

（班長）

じゃあＢ委員さん，このＣをＢに上げたらどうかという。

（Ｂ委員）

いや，そういう，集計中のところでね，そういう実感が県の方にあればね，

Ｂにしてもいいかなと思ったんだけど，あまり実感がないような感じを今受け

ましたので，特に乳がん子宮がんのところがですね，やはり到達するのはなか

なか難しいのではないかと。未来健康づくり機構なんかでもピンクリボン運動

でね，運動をやってますけども，なかなか50％ に到達するのは実際上難しい

のではないかなと今思いましたので，一生懸命取り組んでいただいているとい

うふうなことは受け止めますけれども，Ｃでいいのではないかなというように

思いました。

（保健福祉部）

まあ，おっしゃるようにですね，こういうピンクリボン運動とかそういうこ

とを日々これやってはおるんですけれども，なかなかこれがですね，検診の実

績に結びついていかないと。ここが思いとしては隔靴掻痒の思いがありまして

ですね，なるべくがん検診をすることを早期発見が治療に結びつくがんもです

ね，肺がん，胃がんあるんですけれども，発見しても遅きに失するいう，こう

いうがんもあります。我々の思いはせめてですね，早く発見できれば治療がで

きて，成績も良いようなそういうものもありますので，せめてがん検診はでき

るだけ皆様方も含めて受けていただけたらというふうに思います。

（班長）

はい。ありがとうございました。

（班長）

ちなみにピンクリボンというのは何か東新町と，

（Ｂ委員）

阿波おどりやっていましたね。

（班長）

どうもなかなかＢにという声が出てこないんですが。

（Ｂ委員）

まぁ，企業なんかでもね，ピンクリボン運動は例えば金融機関などでもATM
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の利用率に応じて寄付金を積み上げてお渡しをしているような金融機関なんか

もありますから，そういうところも含めて啓発活動をしっかりやっていただい

て，受診率を高めていくと。そのことによってがんを抑えていくというそうい

う取り組みは必要だと思いますけれどもね。是非頑張ってください。

（班長）

割とあれですね，私の知り合いなんかでも従業員の方には経営者が絶対行け

よと言いながら，経営者の方で割と行っていない方がいたりしてね。という場

合もあるようですね。それからそのやっぱりそういう組織から外れちゃったね，

例えば県庁だとか，まあ我々大学みたいなのだとやっぱりある程度義務でね，

行かないといけないというのがあると思うんですけれどね。やっぱりだからい

ろいろタイアップしてやっぱりね，やっていただきたいと思います。残念なが

らＢの声があまり出なかったので，応援団も。はい，どうぞ，はい。

（Ｄ委員）

44ページ，349番の徳島県がん対策推進計画っていうものと今話題になって

いるこのがん対策とはどういう関連性というか。

（班長）

349番との関連性はいかがでしょうか。

（保健福祉部）

これがですね，がんの対策の目標値の中の１つがですね，そういうそのがん

検診であったり，死亡率を下げたり，そういうことになります。

（Ｄ委員）

全体的な計画は推進しているけど，細目でちょっと厳しいということなんで

しょうか。

（保健福祉部）

おそらくこの評価を，うちもですね，計画を作ってしっかりと取り組んでい

くと。そういうことをやっているということで◎にしているんですけれども，

なかなかこれが実績がですね，一人一人を水飲み場まで連れては行けても水を

飲んでいただくことはできないものですから，今Ｃ評価を頂いたということで。

（Ｄ委員）

はい。
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（班長）

それでこの数値目標というのは我々が設定したものじゃなくて，担当課が頑

張ろうということで一応出していただいている数値ですので，評価というのは

やっぱりまず第一義的にはここに書かれているものを評価させていただいて，

それでＢ委員さんがおっしゃったようにですね，強い思いとかね，そういうふ

うなものがあればね，それは多少勘案しましょうということだろうと思います

ね。他にはいかがでしょうか。

（Ｂ委員）

40ページの339番，食品表示の適正化のところでですね，食品表示Ｇメンの

立入調査事業所数とありますけれども，124事業所に立ち入ったと，この立入

結果の内容をちょっと教えていただけますかね。

（危機管理部）

Ｇメンの内容なんですけれども，食品表示ですので，加工品をはじめ，売ら

れている物の表示ですとか，それから飲食店メニュー表示で偽装が問題になり

ましたバナメイエビなど，そういう表示が適正かどうかということでＧメンが

立入りをして検査をしているところでございます。飲食店メニューの表示が適

正かどうか，それから商品の原産地が本当に徳島産かとかいう，そういう伝票

類なんかも確認しております。すみません，詳しい数字がないので申し訳ござ

いません。

（Ｂ委員）

立ち入り結果は適正にされているということ，立ち入り結果というか，そう

いう不法なことはないということでよろしいんですね。

（危機管理部）

口頭指導とか，いろんな指摘はその都度。大きなものは，違反というほどの

ものではないということです。

（Ｂ委員）

この臨検によりましてかなり成果も上がったというふうに理解をしてもいい

ですね。

（危機管理部）

徳島県ではワカメの偽装が平成19年に起こりまして，また，全国的には平成
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25年に飲食店メニューの不適正表示というようなことがございました。本県で

は食品を適切に監視するためにＧメンを今年度は70名に増やしまして，精力的

に立入検査をしているところでございます。

（Ｂ委員）

はい。分かりました。

（班長）

他にはいかがでしょうか。はい，どうぞ，はい。

（Ａ委員）

項目にはないんですけど，最近認知症による徘徊の老人とか，今月と先月だ

けでも周りでお二人ぐらいおって，町内放送がまず掛かりますよね。町内放送

が掛かって何日か，１日か，まあ何時間か経つと今度消防団員が出て探さなあ

かんという仕組みになっているみたいなんですけど，この辺，認知症のことに

ついて一切この，例えばＧＰＳを使ったら，発見機能とかそういう補助とか，

そういう全くその触れられてないかなと，この中には。どんなんでしょうかね。

（班長）

何か，事務局ありますか。

（保健福祉部）

認知症の関係ですけれども，後の評価の会議で評価していただくことになっ

てはおるんですけれども。

認知症ですね，最近増えてきておりましてですね，軽い方も含めてですけれ

ども，大体県内で５万人ぐらいの方がおられるのでないかと。それはですね，

それぐらいの方がおられるという中で，そういう中で徘徊でありますとかです

ね，いわゆる家で，家庭で介護するのが難しいようなそういうようなケースを，

最近在宅介護でありますとか，在宅医療とか，そういうふうな看護師さんであ

るとか介護士さんがですね，家庭を訪問して家族の負担を軽減したりですね，

１週間に１度はデイサービスへ行ってですね，その間お嫁さんなんかは休憩が

できたりとか，そういうふうな取組みを進めておりましてですね，認知症のい

わゆる病気としての発生メカニズム，そこは今現在まだ解明されていないんで

すけれども，どういう対応をしていくかという辺りはですね，今現在進めてい

るところでございます。
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（班長）

別のところで評価があるんですね。

（保健福祉部）

はい。

（班長）

他にいかがでしょうか。はい，どうぞ，はい。

（Ｄ委員）

引きこもりなんですけれども，関連してる385番59ページです。私もこの資

料を読んで，初めてこの「ひきこもり地域支援センターきのぼり」というのが

あるんやなというのを知ったんですが，いろいろ相談事に応じてたり，御近所

にも何人か引きこもりの方がいらっしゃるんです。で，これ，電話相談も288

件とありますので，知ってる方は知ってるんやなと思うんですけど，やっぱり

公開というか，ＰＲが少ないのではないかと。先ほどのリフォームの相談セン

ターもそうなんですが，せっかく県がいろいろな相談窓口を開いてくださって

いるんですが，ちょっと，どこに掛けていったらこの相談口にいけるのかが分

からなくて。ホームページとか何かで公開しているのか教えていただきたいと

思いました。

（班長）

はい。どうぞ。

（保健福祉部）

ここのひきこもり地域支援センターはですね，今現在新蔵町にあります県の

精神保健福祉センターのほうに置いておりまして，主には市町村でありますと

か保健所を通じて，おそらくはそういうところからの御相談が多いんだろうな

と。おっしゃるようにですね，引きこもりの子供さんとかお持ちの御家族の方

であればですね，どこに相談したらいいのかという辺りはまさにそれは心配な

ことでもありますし，人にあまり聞きたくもないしというようなお気持ちもあ

ろうと思いますので，県のホームページとかそういうばかりでなくてですね，

しっかりとこの辺りは広報をしてですね，せっかく設置しておりますので，ど

んどん御利用いただきたいというふうに思います。ありがとうございます。

（Ｄ委員）

はい，お願いいたします。
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（班長）

これもね，やっぱり大きな問題でしょうね。

（Ｄ委員）

はい。ものすごくこの頃増えていますね。

（班長）

他にいかがでしょうか。当初２時55分をめどにということでお願いをしてお

ったんですが今２時58分ぐらいですのでもう構いませんか。後で是非言いたか

ったという話がありましたら困りますけど，構いませんか。

はい。じゃあ，それでですね，今までのところでちょっとまとめてみると，

３ページの241番のＢをＡに変える。22ページの293番をＣをＢに変える。32ペ

ージの315番をＢであったのをＡに変える。43ページの347番をＢであったのＡ

に変える。それで，よろしいでしょうか。

次に総合的な観点からの意見提言をお願いしたいと思います。基本目標３に

ついて，ここまで156の事業についてＡＢＣ評価を行ってきたわけですが，基

本目標を全体的に見てこういうことが足りない，このような観点を追加すべき

など，意見・提言を頂きたいと思います。

口火を切るというわけではないのですが，まず私から意見提言を述べさせて

いただきたいと思います。まず３－１「みんなで守るとくしまづくり」につい

てですが，この重点戦略は地震を始めとする県民の生命，身体，財産を脅かす

危機事象に迅速かつ的確に対応できる体制準備を，体制整備を進めるとともに

犯罪や交通事故から県民を守り，安全で安心できる暮らしの実現を目指すとい

うものです。訓練の実施などの行動指標が多く，成果指標が少ないということ

も影響してか，比較的高めの評価になりやすい分野とは思いますが，今後もし

っかりと取り組んでいただきたいと思います。

特に防災教育については，これで終わりというものがなく，地域，学校，事

業所などが連携して防災活動の核となる人材育成に努めていただきたいと思い

ます。

また交通マナー先進県となるべく，交通マナーの向上の運動を展開しており

ますけれども，最近は自転車と歩行者との事故も増えており，自転車運転のマ

ナー向上にも力を入れていただきたいと思います。

それからもう１つ，３－４「しっかり医療とくしまづくり」ですが，この重

点戦略は誰もがいつでもどこでも安心して質の高い医療サービスを受けられる

よう，医療体制を整備し，県民が安全で安心して暮らせる社会の実現を目指す
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というものです。関西広域連合におけるドクターヘリ共同運航も目標のとおり

実施されており，これからも徳島だけでなく関西全体に安全安心の輪を広げて

いただきたいと思います。また，災害拠点病院における災害派遣医療チーム，

ＤＭＡＴの体制整備という数値目標についても，目標を大きく上回っておりま

す。今後は災害派遣精神医療チームＤＰＡＴの体制整備など，災害時における

心のケア体制の整備充実にも力を入れていただければと思います。

では，私の意見に対する御意見でも構いませんし，全くの関連のないもので

も結構ですので，御意見御提案をいただければと思います。いかがでしょうか。

大所高所からの御意見でも結構ですので。会長さん，いかがでしょうか。何か，

総評でも。

(会長)

先ほど班長さんからありましたように，この安全安心という分野の特徴とし

てその予防的なといいますか，事前のという取り組みが多くて，またそれに関

連した行動指標が多いというのはあろうかと思うんですけれども，例えば今後

といたしましては何か起こったときに，例えば孤立集落が，集落が孤立してし

まったときにどう対応したかとかっていう，そういう事後の対処にもやはり何

らかのアクションといいますか，行動があろうかと思いますので，何かそうい

うところからむしろ評価できるようなもの入れていただけると，事前の体制と

しては整っていると。で実際その通りにできたのかできなかったのかというと

ころから我々判断できるように，評価できるようになろうかなと思ったりいた

しました。まあ，今後に向けてということでございます。

（班長）

先ほどＡ委員さんからね，具体的に孤立化したケースがあって，それを今後

どういうふうに１つの経験として織り込んでいくのかというお話もありました

けれども，いい指摘だと思いますね。他にいかがでしょうか。

（Ｃ委員）

過疎地の医療なんですけれども，やはり大学病院それから県の方も頑張って

くださっていると思うんですけれども，やっぱり過疎の医療というのはなかな

か先生方をお迎えしにくいというか，なかなかそういう面があろうと思うので，

361番に自治医大の学生さんとか，徳大の学生さんも研修とかそういうふうな

ことでいろいろ来られると思うんですけれども，過疎のほうにやはりだんだん

と病院が少なくなっていくと思うので，やっぱり安心して先生に見ていただけ

るよう，御配慮をお願いできたらと思います。
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（班長）

確かに，買物難民という言葉もありますしね。同時に言葉があるかどうか分

かりませんが，医療難民というふうなね，そういう地域の要請もあろうかと思

いますね。民間ではやっぱりなかなか十分にケアができない部分もあると思い

ますけどね，他，いかがでしょうか。どうぞ，はい。

（Ａ委員）

阿南市の加茂谷中学校，２回も水に浸かったじゃないですか。あれ，何か対

策はもうされたのかなと。

（県土整備部）

昨年と今年とあったんですけれども，幸いにも１階部分がピロティーという

ことで，今年の場合は１階の浸水だったんですけど，昨年の浸水被害を受けて

この４月から国の緊急事業を採択していただきまして，支川の加茂谷の築堤，

それから本川の那賀川の築堤と，合わせて５年間で実施するということで，国

の方で今，今年度から既にもう測量ですとか，設計が今進められているところ

でございます。

（Ａ委員）

移転するということですか。

（県土整備部）

いやいや，移転じゃなくて，今那賀川の外水氾濫もありますし，加茂谷川の

氾濫もありましたので，それが氾濫しないように堤防を築堤，造っていくとい

うことでございます。

（班長）

よろしいですか。

（班長）

それでは，本日の会議内容について何かご意見等が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

で決定したことですが，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，私が確認した後，更に会長に確認いただい

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

いても私が確認した後，更に会長に確認して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。
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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。委員の皆様，長時

間の会議お疲れ様でした。また終始熱心に御論議いただきありがとうございま

した。県の関係部局の皆様にも一言お礼申し上げます。おかげをもちまして有

意義な会議を開催できたと思います。ありがとうございました。それではマイ

クを事務局にお返しいたします。

（監察局長）

班長さん，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，第４

回目の会議を終了させていただきます。どうもありがとうございました。


