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第３回 県政運営評価戦略会議 会議録

１ 日時 平成２７年８月５日（水） １５：００～１６：５０

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 相田 芳仁 政策創造部副部長

藤原 学 安原 寿人 経営戦略部副部長

森本 長生 東端 久和 県民環境部副部長

仁木 弘 商工労働観光部副部長

山本 俊也 農林水産部副部長

楠本 正博 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

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

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，ここから質疑に入りたいと思うのですが，まず５つの重点戦略，

その１つ１つをやっていきたいと思っております。まずは７－１「誰もが幸福

とくしまづくり」の645番から659番について，御意見，あるいは理事者側の意

見を求めたいということ，あるいは私の評価案に対する御意見や御質問など，

何でも結構ですのでお願いしたいと思います。どうぞ，お願いします。

（会長）

これは数字を確認させていただきたいことなのですが，653番に関連してで

す。653番県庁女性職員の県政運営への参画を推進しますということで，ここ

では女性役付職員数を人数300人ということで挙げております。3,000人体制に

向けてということですと，概ね１割ということになるのだと思うのですけども，

そもそも現状，全体のうち女性職員の数が何パーセントぐらいいて，あと管理

職のポストの人数。例えばその300人というのは，全体，管理職のうちの何パ

ーセントになるのかなと，そのあたりの比率といいますか，教えていただけた

らと思うのですが。

（経営戦略部）

女性職員の比率等の説明についてでございますが，平成27年５月１日現在，

一般行政部門では3,125名の職員が在籍しております。そのうち知事部局の男

性については2,289人，女性につきましては765人，女性の比率は25.0％となっ

ております。

（会長）

ありがとうございます。どういうふうに理解していいか，その例えば765名

女性職員，そのうち300名が役付というのを将来目指しているというか，現時

点でそうであるということは，女性は半分が役付になると，これ男性も同じ割

合になるのでしょうか。管理職の数が幾らぐらいあるのでしょうか。ここで言

う役付職員のポストの数は。

（経営戦略部）

ここで言う役職職員につきましては，部長級，課長級，補佐級，それから係

長ということで，男性につきましては，役付職員が1,420名，女性につきまし

ては348名，計1,768名の役職職員がおります。そのうち女性の比率につきまし

ては，19.7％でございます。
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（会長）

ありがとうございます。ということは，思ったより皆さん役に付いていると

いう理解でよろしいですかね。すみません，役付というと，そういう管理職と

いうか，もっと人数が少ないのかと思ったのですが，わかりました，ありがと

うございます。

（班長）

私の印象では，特に最近，副課長に登用される女性が非常に目立っておりま

して，聞きましたら副課長は，ほぼまちがいなく課長になる，というふうに聞

いておりますので，もともとこの前までは未来創造のときもこちらに来られて

る職員の方の中に女性の方が本当にあまりいなかった。それは男女共同参画会

議のときも委員さんからよくそういうふうな御指摘を受けていたのですが，ち

らっと私が見ましても，やっぱり適度に女性の方が混ざっておられて，しかも

その数は着実に近年増えておるということを実感しております。

どこか他で評価等に関するようなところがありましたら，お話しいだきたい

と思います。では，Ａ委員さんお願いします。

（Ａ委員）

659番ですけども，子どもの人権擁護というようなことで，「養育支援訪問事

業」ですね，市町村で実施をするということで，26年度は24市町村で実施がで

きている，実績値として上がっているということでＢ評価なのですけども，１

つは先生のところにＢ評価のその理由を，どういうことでなったのかというふ

うなことと，事務局の方では支援訪問事業としての，その具体的な方法と成果

というのはどこにどういうふうになっているのかということをちょっとお聞き

したいと思います。

（班長）

事業の達成状況は◎なのですが，子どものこの人権の擁護という全体的な観

点から見ると，やっぱりまだまだＡという状況ではないのかなというふうな判

断でＢとしたのですけどね。

（事務局）

ちょっと補足させていただきます。この数値目標につきましては，25年度，

全市町村で実施という数値目標になっておりまして，26年度に実施されたとい

うことなのですが，目標からしますと１年遅れということで，達成度は○とい

うことで表記させていただいております。
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（班長）

今，事務局から説明がありましたけど，１年遅れということで，数値目標の

達成度が○ですので，その点を考えてＢにしたということなのですね。だから

全体として，非常にオッケーですよということになれば，委員さんからの御意

見があればＡにしても差し支えないと思うのですが。

（Ａ委員）

事務局の方に，だからどういう成果が生まれてきているのかというのをちょ

っとお聞きをしたいと思うのですが。

（県民環境部）

「養育支援訪問事業」についての状況についての御質問でございます。これ

は児童福祉法の改正が17年４月にございました。児童家庭の訪問により相談に

応じるという業務が県から市町村の業務ということで位置付けられておりまし

て，17年４月から市町村の業務として，児童家庭への訪問，児童相談業務を実

施するということになっています。それに伴い市町村におきまして，まずはそ

の「乳児家庭全戸訪問事業」ということで，全市町村に対しまして，子どもさ

んが生まれた御家庭を保育士等が訪問しまして，健康状態を確認させていだく，

何か相談がないかをお聞きする，そういう事業がございます。それによって状

況を把握し，特に養育支援が必要と判断した御家庭に対しまして，再度，養育

支援訪問事業として訪問をさせていただきまして，特にその御家庭の子どもさ

んの養育に関する指導助言を行うという市町村の事業でございます。全市町村

で実施していただくのが望ましいということで，我々が働きかけておりました。

目標を作って働きかけておりましたところ，26年度にそれが達成したというこ

とでございます。訪問数とか具体的な数値があればよろしいのですが，今手元

にございません。よろしくお願いいたします。

（班長）

Ａ委員さん，これをＡに変える。Ｂのままでそのままいく。

（Ａ委員）

私はＢでいいと思いますけど。

（班長）

Ｂのままで，そのままで結構ですか。
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（Ｂ委員）

655番なのですが，家族経営協定の締結数なのですが，目標値からすれば少

し足りないのですが，締結の率で言えば中四国で１位になっているのです。ど

うして難しいかというと農業は本当に後継者不足で締結しようにも後継者がい

ない，高齢者家庭だけで農業をしているという部分もたくさんありますので，

なかなかここまで頑張って締結するというのは非常に難しいと思います。中四

国で１位になっているということは，よく頑張ってくださっていると思うので，

Ａでいいのではないかと私は思ったのですが。

（班長）

655番，もともとの評価はＢということなのですが，Ａにしてもいいのでは

ないかというお話なのですが，これは担当部局，何か補足がありましたら。

（農林水産部）

どうもありがとうございます。我々も確かに非常に厳しい実態の中で，後継

者不足云々ある中で，もちろん配偶者，女性の方の地位向上も含めて，きちん

といわゆるビジネス的な経営ができるような方向でということで，取り組んで

いる状況でございます。今，委員の方からも御指摘といいますか，お話しいた

だいたのですけども，中四国では本県が20.3％で１位ということで，２位が愛

媛県なのでございますけれども，愛媛県が２位で14.7％というような状況で，

まさしく委員がおっしゃっていただいたように，口幅ったいのですけれども，

頑張らせていただいている状況ということでございます。

（班長）

Ａにしたらとどうかいう御意見なのですが，他の委員さんいかがでしょうか。

実際に家族協定も後継者がいてはじめて可能になるわけですからね。いわゆる

世代間でそれを結ぶというのは。

（Ｂ委員）

男女共同参画で女性の地位向上というか，女性にも給与所得をということで，

これは協定があるのですが，実質のところ，周りを見ましてもなかなか後継者

が家族で入っているというのはなかなか少ない状況ですし，多分高齢者の方は

もう今更っていう感じがあると思うのです。なかなか一生懸命してくださって

いるのですけど，本当にこれはなかなか進まない。ここまでよく頑張ってらっ

しゃると私は思ったのですが。



- 6 -

（班長）

鳴門金時を実際にやられておるという，多分お隣近所さんもそうだと思いま

すので，そういうＢ委員さんからの御発言ですので，これＡに変えさせていた

だくということでよろしいでしょうか。655番について，ＢをＡに変える。ほ

かのところで何か委員さん，御意見ございませんか。

（Ｃ委員）

654番の女性の人材育成ということで，「フレアとくしま100講座」というの

が指標に載っています。徳島の自治体で女性の首長さんはいないと思うのです

けど，ここに講座の内容で「地域活動リーダー養成講座」というのを開かれて

いるということを書かれてます。それで，ものすごく細かいのですけど，この

講座の参加状況ですね，定員60人に対して60人全て埋まったとか，こういう資

料がありましたら。

（班長）

地域活動リーダー養成講座，御案内ください。

（県民環境部）

地域活動リーダー養成講座の状況についてでございますが，これは平成25年

度から新たな事業として実施をさせていただいた事業でございまして，地域で

活躍する新たな人材の育成ということで，地域活動のリーダーになる方の養成

を図っております。募集をいたしまして，７回程度の講座を受けていただき，

その方を地域活動リーダーとして認定しようということで，将来的な地域活動

の女性リーダーを養成するという主旨で実施をしています。定員としては20名

で実施をしまして，25年度は19名の申込み，26年度は17名の申込みがあり，受

講いただいています。今後とも継続的にリーダー養成に取り組んでいきたいと

思っております。

（班長）

実は私もこの７月31日に男女共同参画をめぐる状況ということで，ちょっと

お話させていただいたのですが，やっぱりずっと継続的にやっていくというこ

とは非常に重要ですよね。それで，女性の方もリーダーになろうという方が，

かつてはわりと活動家みたいな方もおられたのですけど，最近はそういう方，

ほとんどお越しになりません。それから，リーダーの中でやっぱり価値観が多

様化しているところもあって，例えば起業だったら行きますと。だから，一般

的にも男女共同参画という次元よりも，もっとはるかにもう状況が先に進んで

いるというふうな，やっぱりだから，その中身そのものも状況に合わせて変え
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ていく必要もあるのかなというふうに思います。

でも，この「フレアとくしま100講座」というのは，実際はすごいですよ。

これもっとありますよね。

（県民環境部）

はい，200講座くらいです。

（班長）

他に，よろしいですか。そしたら，振り返りありでいきたいと思います。次

は７－２，660番から673番ではいかがでしょうか。

（Ｃ委員）

評価には直接関係ないのですけど，666番の吉野川のアドプトについて，今，

実情は南岸も北岸もほとんど自動車の専用道路みたいになってて，ガードレー

ルもないし，朝や夕方歩くとすごくきれいな景色が広がってくるのですけど，

歩道を整備するとかいう計画はないのかなと，せっかくの景観なので。道幅が

狭いというのもあるとは思うのですよ。

（班長）

北側で死亡事故が多発してガードレール等ができたのもありますよね。

（県土整備部）

多分管理用の堤防の道路ですか。

（Ｃ委員）

いや，管理用は下を走っている分ですね。上の部分といいますか，通常みん

なが車で，信号はほとんどないので。アドプトは多分ここをやられているので

すよね。

（県土整備部）

アドプトでいろいろ，マラソンのところで桜を植えたりと，いろんな活動を

させていただいてるのですが，道路管理の目的とか，道幅の問題とかが出てく

ると思います。私も非常にあそこの景色，歩いていけば夏でしたら川からの風

もいいと思うのですが，私どもで一番大事なのは安全確保ですので，道路の目

的と，そういったものをいろいろ考えながら，今後そういった御意見を踏まえ

まして，県民の方に親しんでいただけるように検討してまいりたいと思います。
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（班長）

他，いかがでしょうか。ないようでしたら，では７－３に入っていってもよ

ろしいでしょうか。７－３が674番から701番までですね。

私からの質問ですが，674番で平成24年が県外からの移住者数が94人，25年

が171人，それから，平成26年が236人と，非常に目標を30％上回る形で達成し

ているというのはすごいことだと思うのですが，ちなみに具体的にはどういう

方が多いのでしょうか。例えば高齢者の方が多いとか若い人が多いとか，もし

何か資料があればお願いします。

（政策創造部）

移住者の状況ということでございます。全体的な傾向といたしましては，年

齢層で申しましたら，一番多いのが26歳から30歳くらいの方，その次が31歳か

ら35歳の方ということで，比較的若年の方が多いという状況でございます。御

家族連れで移住されている方もその中にもおられまして，20歳未満の子どもさ

んを連れて来られている方が多いという状況でございまして，高齢者の方より

はわりと若年，働き盛りの方が多いという状況でございます。エリアで，どち

ら方面から来られている方ということで申しましたら，東京の方が一番多くて，

その次が大阪，それから兵庫，神奈川県あたりというのが，直近の状況でござ

います。

（班長）

基本的には都市部からが多いということですね。

（政策創造部）

そうですね，都市部からの方が多うございます。

（班長）

いかかでしょうか。はい，お願いします。

（会長）

685番なのですけれども，こちらは再掲となっておるのですが，数値がとく

しま農林漁家民宿数，目標はもともと17軒で実績が33軒なのですが，本当に県

内にこれだけしかないのでしょうか。もっとあるのかなと一瞬，直感的に思っ

てしまったりするのですけども。

（農林水産部）

ここで，目標として具体的に掲げさせていただいております，とくしま農林
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漁家民宿数という形で制度といたしまして，委員さんが言う「とくしま農林漁

家民宿」という，確認といいますか，そういうことをやっておりまして，これ

はどういうことかと申しますと，県で要綱を策定しまして，それに基づきまし

て一定の規制緩和，例えば旅館業法ですとか，食品衛生法，一定の規制を緩和

した形の中で県独自でそういう確認をすると。それで体験型教育旅行の子ども

達を受け入れるとかいうことの数値として上げさせていただいております。だ

からそのいわゆる，いろんな広い意味でどういうのでしょうか，民宿的にいろ

んな方を受け入れられるという別途ございますし，あるいはここの中からでも

より，何といいますか，しっかり事業経営をしたいということで，いわゆる民

宿の方に移っていかれる方，事業者の方もいらっしゃるのですけども，ここで

の数値はそういう意味合いでの数値という形で目標設定をさせていただいてい

るものでございます。

（会長）

わかりました，ありがとうございます。

（Ｂ委員）

今のに関連してなのですが，このグリーン・ツーリズムの農家民宿というの

は，徳島という中山間がものすごい多い地域で，本当に売り出せるというか，

この次の702番ですか，それに教育旅行というのが出てくるのですが，本当に

これを合わせて，ある神戸の中学校の先生の話によると，「徳島ほどいろんな

資源が，自然的な資源がある地域はない」と，「子ども達が本当にものすごい

学びを持って帰る」と，「ずっと連続して上勝の方へ行っているのだ」という

お話もあるのです。やっぱり徳島の売りというのは自然ではないかなと思いま

すので，是非こういう施策というのは，本当に続けていってほしくて，中山間

の人にもう少しいろんな支援で，この農家民宿ができるような何か補助という

か，何かができれば，こういうのを続けていって徳島の自然，中山間とか棚田

を売り出すというのを是非続けてほしいなと，すみません，関連して願望なの

ですが。

（農林水産部）

どうも激励の言葉ありがとうございます。ここは確かに，私は農林水産部と

いう形でここで掲げさせていただいておりますけれども，今，一緒に来ており

ます西部県民局，南部県民局，県民局と共々，いろんな形で取り組みをさせて

いただいておりまして，地域では受入れの協議会，県南の協議会ございますし，

西の方では一般社団法人でしっかりした形で受け入れていただいて，実際，来
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ていただく方も，生徒さんも増えておりますし，非常に確かに好評を頂いてお

ります。

私も実際，そのそういう場面に実際に出向かせていただいたこともあります

けれども，田舎のおじいちゃん，おばあちゃんのところに子ども達が入ってき

て，おじいちゃん，おばあちゃんと慕われて，農業体験なんかもして，地域の

良さをわかって帰っていただくというような，非常にある意味いい事業だと思

っておりますので，まさしく徳島のその原風景をわかって，理解いただくとい

う形で積極的に取り組んでまいりたいと思います。

（Ｂ委員）

はい，お願いいたします。

（Ａ委員）

675番なのですけど，Ｂ評価なのですけれども，これは674番で236人が県外

から移住をされたということで，その方々に対する「移住後のフォローアップ」

ということなのですよね，これは。アンケートも採って，悩み等の聞き取りも

行ったというふうなことで，23年度から毎年１回そういう取り組みをしている

ということのように見えるので，私はなぜＢなのかなというのが，ちょっと疑

問に思いました。なので，そこのところ，事務局のところで，どういうアンケ

ートをして，どういう悩みなんかがあったのかということをちょっと教えてい

ただいて，それにどうお答えをしてということと，基本的には定住を促進する

ということですから，236名の皆さんがずっと定住されているのか，まだこれ

26年度ですから，その前は94人，171人と累計になっておりますので，ずっと

定住されているのかどうかというのをちょっとお聞きしたいと思います。

（政策創造部）

675番の「とくしま移住者交流会議」の関係で御質問いただいておりますけ

ども，この会につきましては，今，お話しいただきましたように，移住してい

ただいた方が定着していただく必要があるということで，今，御質問がありま

した，どれくらいの方が移住，一旦移住したけども帰られてるかという統計的

な数字は持っておらないのですけども，来られた方のうちの何人かは帰られて

いるという状況は確かにあるところでございます。そういったことを極力少な

くしようということで，移住者について，実際移住してみたけども，どういう

悩みがあったり，こういうことを行政に要望したいというふうなところをしっ

かりお聞きしていく必要があるだろうということで，23年度から始めた事業で

ございます。
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この事業の実施に当たりましては，事前に会議の前にその移住者の方にアン

ケートを採らせていただきまして，現状の悩みであるとか要望等をお聞きしま

して，それも踏まえた中で会議を年１回開いてきているという状況でございま

す。その会議の中でいろいろお話が出ますので，それを行政担当者も一堂に会

しまして，その中でお聞きした内容を行政担当者としても十分フィードバック

をして，その後の政策にも生かしていこうということで，取り組んでおるとい

う事業でございます。

（Ａ委員）

これはＢ評価というのは，何人かが定着しなかったというようなことで，Ｂ

評価なのですか。ということではなくて，アンケートも事前に準備をされて，

年１回，そういう会議を開かれて，フォローアップとしては，相当程度できて

いるのではないかというふうに思いますので，そういうことならＡ評価でもい

いのではないかというふうに思います。

（班長）

675番を，私の案ではＢ評価なのですが，これをＡに変えてもいいのではな

いかという御意見ですが，いかがでしょうか。しかし，本当の意味で定着率の

把握というのはなかなか難しいのでしょう。

（政策創造部）

そうですね，お世話するところまでは市町村が関わったものを移住者として

捉えてカウントしておりますけど，その後，帰るところまではなかなか十分に

は把握はできてないというところでございます。

（Ｃ委員）

県外からの移住者の中に，地域おこし協力隊の方の数も入っているのでしょ

うか。

（政策創造部）

はい，地域おこし協力隊ということで，各市町村の方でいろんな地域活動，

地域おこしに取り組んでいただくということで，市町村の方で何名かずつ入隊

されておりますけども，その方は人数も入って，住民票も移されて移住という

ことになりますので，カウントはしております。

（Ｃ委員）

私も，この年１回というのは，行政の担当者の会なので，何回やろうが別に
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いいのですけれども，目に見えて最近やっぱり移住者の方が増えてますのでね，

ＢからＡに変えられても。その方に話ししてたら，いろいろ理由は千差万別な

のでね，それだけ魅力があるのかなと思ったりしますので，フォローもちゃん

とできてると思います。

（班長）

ではこれ，675番はＢをＡに変えるということでよろしいでしょうか。お願

いします。それ以外に今のところでありますか。

（Ｃ委員）

班長に質問なのですけど，693番四国における広域連携という情報発信のと

ころですかね。これは何でＢなのかなと，理由をお聞かせいただけたらと思い

ます。

（班長）

これ去年のやつはないですか，再掲ではないですか。

（事務局）

再掲ではございませんが，昨年度も評価としてはＢ評価となっております。

特に委員さんからの御意見はなく，Ｂに決定したかと思います。

（班長）

四国における広域連携とか，関西における広域行政の取り組みについてとい

う，これ担当課からもう少し詳しい説明をお願いしてもいいですか。

（政策創造部）

693番の取組でございますけども，これにつきましては，県の方で四国との

連携，それから関西広域連合におけます関西との連携ということを各種取り組

んでおるわけでございますけども，それにつきまして，しっかりと県民の方に

向けて周知をしていく必要があるということで，様々な取り組みを行っておる

ということで，記載をさせていただいておるところでございます。中身につき

ましては，国の地方分権改革の動きでありますとか，関西広域連合での議論の

状況と，四国知事会での議論の状況といったようなことを，こちらに書いてご

ざいますようにホームページ，それから県政だよりのＯＵＲ徳島，メールマガ

ジンといったようなことで，そこに回数が書いてございますけど，できる限り

多くの形，回数で周知をさせていただいているということでございます。

ちょっとこちらに書かせていただいておりますが，平成26年の取り組みとい
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たしましては，徳島県で関西広域連合の委員会が地元で開催をされましたので，

その開催日に合わせまして，この関西広域連合委員会を生中継しようというこ

とで，県内の県南部，県西部の会場も結びまして生中継したと，合わせまして

総合大学校での講義という形で，関西でドクターヘリの一体的な運行というの

が進んでまいりましたので，そういった面についての取組みの紹介の講座とい

ったようなこともさせていただきまして，できる限りいろんな形で県民の方へ

の啓発を進めているというところでございます。

ちょっと１点，補足なのですけど，その生中継したのはケーブルテレビで，

県内各ケーブルテレビ16局を通じまして，県内全域にも放送させていただいた

ということでございます。

（班長）

私の評価は，去年の評価も踏まえて，一応Ｂとさせていただいたのですけど

ね。

（事務局）

今，確認いたしましたところ，過去３年ともＢと評価いただいております。

（班長）

ということで，何か新しいことがあれば，というふうに考えまして，ずっと

Ｂだったということがあったので，Ｂに付けました。これはＢでよろしいです

か。

（Ｃ委員）

はい。

（班長）

他は。では次は，702番から713番のところにお願いします。はい，どうぞお

願いします。

（会長）

711番に関連してでございます。この事業概要を見ますと，「来場者へのアン

ケートを実施し，意見を踏まえた取組やサービスを提供することで満足度の向

上を図ります」とあります。取組内容のところには，アンケートに関連する記

載が見受けられないのですが，実際どんなアンケートをして，満足度の向上と

いうのがどういう具合だったのかというのを教えていただけませんでしょう

か。
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（商工労働観光部）

ただ今，「渦の道」に関しましての取り組みの中で，アンケートを採ってど

のように反映しているのかというところの具体的な御質問だと思います。この

渦の道につきましては，指定管理者を定めておりまして，指定管理者の方で来

場者に対しまして大きな数値目標を持っておりますので，それを達成するため

にどういったことをしていくかということを逐次考察する中で，毎月報告いた

だいているというふうに聞いておりますけども，すみませんちょっと手元にそ

のアンケートの集計の方を持っておりませんので，それはまた帰りましてから

整理したものを御説明できたらというふうに考えております。

（会長）

「渦の道」だけでなく，事業概要を拝見しますと，「あすたむらんど徳島」「ア

スティとくしま」も含めたアンケートがあるのかなと理解したのですが。

（商工労働観光部）

はい，そうです。

（会長）

他ではやっていないということでしょうか。

（商工労働観光部）

いえ，他でもやっております。

（会長）

そうですか。わかりました。とすれば，事業概要がこれなのに，なぜ取り組

みの成果のところにアンケートのことを書いていただけなかったのかなという

のがちょっと不思議なのですが，何か特別な理由があったりするのでしょうか。

集計がまだ間に合っていなかったとか。

（商工労働観光部）

アンケートそのものは実施しているのですけども，指定管理者の方で取った

ものを頂いてというので，こちらの方に確かに担当の方で書かせていただいて

ませんので，今の御指摘を踏まえまして，次から工夫して記載できるものはさ

せていただきたいと思います。

（会長）

というところで評価なのですけれども，そうすると評価はどうしたものかな
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と思うのですが。もう既にアンケートは実施済みであって，あとは集計するだ

けであると。そのアンケート結果を踏まえてからでもいいのではないでしょう

かというのが私の意見です。この戦略会議自体，第３回は今日で終わりですけ

れども，この会議自体は今月いっぱいやっておりますので，これを総計審の方

に報告をするというのはもうちょっと秋になるとすれば，その報告をするとい

いますか，受ける総計審の方では「あれ，アンケートはもうやっているのに含

まれていないのだな」と向こうから我々が思われるのかなと思うと，その結果

を待ってから評価をしてもいいのではないかと思うのですが，いかがでしょう

か。

（班長）

事務局としては，今，書いているところで御判断いただけたらありがたいと

いうことなのですけどね。

（会長）

書いていることで判断をすると，アンケートは一旦脇に置くといたしますと，

よく読みますと，「交流拠点を活用したイベントの充実を図り」というのがご

ざいます。「渦の道」では，多言語表記は恐らくイベントではなく，イヤホン

ガイドもイベントではないのかなと思うのですが，「あすたむらんど」のクリ

スマスイルミネーションは確かにイベントであろうと。「アスティ」は平成26

年度のみの実績がございまして，「大型アーティストのコンサートを５件，あ

と全国大会についても３件誘致し」，とあるのですが，これのみで評価すると

いうことでしょうか。その事業の趣旨からすると余りにちょっと。もしこれの

みで評価するとすれば，実績としても乏しいと思うのですが。

（商工労働観光部）

重ねて申し上げますと，私どもはこの「渦の道」，「あすたむらんど」，「アス

ティ」，こういった交流施設を管理しておりまして，県外からの方，また県内

の方もいらっしゃいますけれども，来場者に御満足いただけるように，そして

多くの方に２度目，３度目と足を運んでいただいて，ひいては徳島県の観光行

政に役立てたいという思いでいろんな取り組みをしております。その取組の中

で，ここに記載させていただいているようなアンケートを実施したり，顧客の

方に満足，訪れた方に満足いただけるような複合的な取組をいたしておりまし

て，その結果として，例えば外国人の観光客は23年に3,000人あまりだったの

が，26年は14,000人に拡大しているとか，他の施設も年々老朽化が進んでます

けども，そういったことに対応しながらも，減らさないように，もっと増やせ
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れば本当はいいのですけども，そういったことに向けまして努力をさせていた

だいている中での取組を記載させていただいておりますので，個々に，１つこ

のイベントをしたからこれがどうだというのではなくて，最終的にこの私ども

が管理している，あるいは提供している，そういう施設に対して，どれだけの

観光に対する貢献があったか，そういう視点で見ていただけましたら非常にあ

りがたく思うところでございます。

（会長）

例えば「アスティとくしま」の来場者数とかは，わからないですかね。

（班長）

「アスティ」は観光協会がやっているのですよね。「あすたむらんど」は，

両方しているんやね。

（商工労働観光部）

「アスティ」は観光協会で，「あすたむらんど」はネオビエントです。「渦の

道」は観光協会とネオビエントのジョイントです。

（班長）

ジョイントですか。なるほど。だから，実際はみんな指定管理者に外注で出

しているわけですよね。

（会長）

もちろん。多分それを言ってしまうと，かなりそういうものが他にも含まれ

ているので，そういうのをもし評価対象から外すとなるとちょっと根本的にい

ろんなところに不具合があるのかなと思うのですけど，そもそも県が直営でや

っているものばかりではないとは思いますので，他も含めて。

（商工労働観光部）

アスティにつきましては，ホールの利用状況ということで申し上げますと，

稼働日数として26年度が197日，それから開館日が322日ということで，稼働率

61.2％でございます。ちなみに25年度が，稼働日数が200日，それから開館日

が329日，60.8％ということでございます。

（班長）

最近，私，ちょうど研究室の窓から「アスティとくしま」がもうくっきり見

えるのですけどね，「文化センター」が使われていないということも多少は関
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係があるのかもしれませんけども，結構中にバスがたくさん入ったりっていう

印象はありますね。何で今日はこんなに来ているのだろうというくらいバスが

たくさん来ていたりね。

（会長）

私としては，この満足度の向上を図るというのが趣旨であれば，本来そこか

ら評価すべきかなと思うのですが，あとは班長さんにお任せいたします。

（班長）

私の考えでは，もちろんアンケートをして，いろんな改善をして，それで満

足度の向上を図るということが，当然これはあるわけなのですが，でも本当の

目的はやっぱりこの「渦の道」，「あすたむらんど」，あるいは「アスティとく

しま」が，いかに観光の拠点として機能しているかという，その１つの機能さ

せるための方法として，やっぱりアンケートというものがあると思うのですよ

ね。だから実際に結果からすると非常によく健闘しているなと，私は思うので

すね。だからＡ評価にしたわけですけどね。他の委員さんいかがでしょうか。

ここは前回はどうなっているのですか。

（事務局）

平成23年から26年度取組内容の下のところに記載がありますように，少し文

言修正しておりまして，あくまでも参考ということでございますけども，昨年

度はＢ評価となっております。３年ともＢです。

（班長）

３年ともＢですか，そうですか。３年ともＢということですので，かなりＡ

ということで抵抗があればＢに，ということも考えられるのですが，いかがで

しょうか。

（会長）

すみません，私はＡに抵抗があるのではなく，アンケート結果を待ってから

判断してもいいのではないかという意味合いです。私の主旨です。ＡＢとかで

はなく，今日ではなく，まだこれ第７回まである，１班，２班と分かれてはい

るのですけれども，例えばもし次の第４回までに結果が出るのであれば，１班

の範囲なのでという，集計結果を待ってからでも遅くはないのではないかとい

う主旨でございます。

（班長）
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私の考えを，アンケートというのはやはり改善をするための一つのツールで

して，そのことにあまり拘泥するのはどうかなという気があって，私がＡにし

たのは，渦の道もあすたむらんどもネオビエントの社長を中心に，それから上

勝の横石さんのお嬢さんなんかも絡んでて，かなりやってるのですよね。実質

的にアスティも最近非常に前は福山雅治とか，そういうビッグな人が来るとき

だけ車があの周辺で混んでたのですが，最近，お客さんが割といっぱいなので

すよ。だから，そういう自分の体感もあって，これはよくやってるなというこ

とで，私はＡにしたのですけどね。

（会長）

恐らく私は多分この事業の本質は満足度の向上だと思ってます。おっしゃっ

た観光何とかというのは，その上の例えばこの上のレベルで，「３.多くの人が

集まる大会，会議，イベントの誘致・開催」そういう観点から見たときに，そ

こでそういう観光だなんだ，更にもっと言いますと，この上のレベルの７－４

笑顔あふれるとくしまづくりと，そういうところからの評価の場合の話であろ

うと。それはそのそれぞれ事業に落とし込んでいって，個別事業はここでは評

価しているわけではないのですけども，ある一定のまとまりですけども，ここ

の場合にはやはり主眼は，アンケートを実施して満足度の向上を図るというの

がメインだと，私は理解してます。それを主眼として，その上位の更に上の観

点からというときにはそういう，今おっしゃったようなその観光の振興という

ところの観点からの評価というものが出てくると思うのですけれども，それは

まさに我々，この事業の，この議論のあとでやる総合的な観点からの評価云々

というところの話にもつながっていくというふうには思っています，私は。

（商工労働観光部）

１点だけ補足させていただきますと，ただ今の711番の一番上に書いてござ

いますように，全体のアンケートの結果というのを取りまとめてここにぼんと

載せているわけではございませんけれども，２行目で「来場者の御意見を踏ま

え，夜間営業などを取り組んだ」とか，そういったことで，利用者へのサービ

ス向上，それぞれ細かいこともいろいろアンケートでは出てきたものと思いま

すけども，そういった点も含めまして，取り組みさせていただいた結果が，い

ろんな面で結果につながっているものだということで，ここに代表例で書かせ

ていただいているということでございます。

（班長）

いかが取り扱いましょうか。他の委員さん，もし御意見がありましたら。で
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は，私の意見でいいですか。１つは今回，こういう形で評価の私案が出てきて

おりますので，これを基に評価をしたいと思います，それが１点。それから，

もう１点はそのことも踏まえて，まだまだこれ議論の余地があるということで

すので，Ａ評価をＢ評価にしたいと思います。ここのところは，まだまだいわ

ゆる改善，記述も含めて改善の余地があると，委員さんからそういう御指摘が

あったということで，ここをＢにしたいと思いますので，それでよろしいでし

ょうか。それでは，次はもう最後ですね。714番から750番，最後まででお願い

したいと思います。

（Ｃ委員）

718番，県民からの電話による問合せをというところで，コールセンターで

の対応完了率というのがあるのですけど，目標が平成26年で60％のところ，実

績値58％で目標は下回っているのですけど，これは何で100％にならんのかな

と思うのです。

（監察局）

これにつきましては，県民の皆さまからいろいろな件で，コールセンターへ

お電話いただくわけですけども，全ての事業や各課の業務を全てオペレーター

が熟知しておりませんので，詳しい質問等につきましては，各課に対応いただ

くように電話を回しているということで，実績としては58％，受付対応で全て

お答えして，それで電話を切るという率が58％となっております。

（Ｃ委員）

わかりました。

（班長）

他に，意見ございませんか。

（会長）

722番，723番，724番とＣ評価になっております。これをそのまま評価結果

を私の言葉で表現すると，徳島県は組織としても公正，公平なといいますか，

職務執行をする体制ができていないし，個人としても倫理観に欠如しているし，

そして職場での風通しのよさも息苦しくて窮屈で仕方がないというふうになっ

てしまうのですが，恐らく言い過ぎだと思うのです，私の言葉は。何と言いま

すか，確かに班長さんがおっしゃったように不祥事があったというところでＣ

というのはわかるのですが，あったからＣ評価というので，そうでしたと終わ

らせてしまうのもまだ何か，その次にといいますか，改善のために何かこう評
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価として貢献できているのだろうかとちょっと思ってしまうところはあるので

すが。

（経営戦略部）

確かに現状は厳しく真摯に受け止めるべきだと考えております。722番，723

番，724番のコンプライアンス関係の３項目の評価につきましては，平成23年

度から26年度の総括評価ということで，この４年間で６件の懲戒免職処分が発

生したことは，信頼回復に向けた途上のできごとであって，誠に遺憾でありま

して，全く申し開きできないことだと認識しております。特に昨年の６月の不

祥事につきましては，職員が住居に不法侵入して窃盗行為をするなど，県民生

活を恐怖に陥れる行為であり，言語道断のことでございます。

この不祥事を受けまして，職員一丸，マイナスからの再起をかけまして，こ

れまでの不祥事の原因や背景を今一度見つめ直しまして，職場生活の基本から

きっちりと改める意味で，朝のあいさつの励行，出勤時間の明確化，足元をし

っかりと固めるとともに，不祥事の芽とも言えます早い段階で所属と人事課と

が連携いたしまして，しっかりとした対策を講じてまいりました。こうした職

場での取り組みに加えまして，家族にも協力を得まして，絆コンプライアンス

の取り組みを実施した結果，昨年６月の不祥事以降，本日まで１年以上，あま

り誇れることではございませんけど１年以上懲戒処分が発生はしておりませ

ん。４年間の結果が全てということで，厳しい評価と受け止めておりますが，

職員を挙げて不祥事根絶に向けまして地道な取り組みを行い，成果が出始めて

いるこの時期に，職員がなお一層しっかりやろうと励みになるような評価をい

ただけないか，今，Ｃ評価と厳しい評価でございますが，改めまして御検討を

よろしくお願いしたらと考えております。

（班長）

このことに関しまして，他の委員さんいかかでしょうか。

（Ｂ委員）

確かに，その事実があったということで，Ｃ評価というのもあれなんですけ

ど，全てＣというのは職員の方にしてもモチベーションは下がるし，何かいろ

んな意味で，人員は少なくなっているし，給料もカットですし，非常に厳しい

中ですので，私は724番はＢでもいいんじゃないかなと，最初から思ってたの

ですが，何か開口一番６月にありましたと言われたので，あれかなと思って。

（班長）

これ非常に重要な問題だと思うので，それぞれ委員さんからちょっと御意見
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いただけたらと思うのですが。Ａ委員さん，いかかでしょうか。

（Ａ委員）

実態から見て，やはり不祥事件が起こるというふうなことについては，そう

いう風土が，どこかにその原因があるのだろうというふうなことで，したがっ

て，再発防止策としてはいろいろ出されてきているというふうに思いますけど

も，多分一朝一夕の解決策はないのだろうと思うのですよね。その意味では，

それぞれの部署の風通しをしっかり，所属長を中心に対応していくというふう

なことで，やられているのだろうと思いますけどもね，判断としては，去年の

ことがあって，今年はそれからはないのですよというようなことなのですけど

も，私はやはり教訓として，この戦略会議の中でもそういう議論があって，や

はりもう少し県庁組織としてしっかり対応する必要があるのではないかという

ことも含めて，Ｃでいいのではないのかなというふうに私は思います。

（班長）

Ｃ委員さん，いかがでしょうか。

（Ｃ委員）

県の職員の方の労働組合があると思うのですよ，そういう組合，民間の組合

ですと生産性向上とか，職員の福利厚生とか，いろいろ会社に対して訴えてい

くような活動をやっていると思うのですが，県の職員の組合が何を主眼にやら

れているのかというのがちょっとわからないのですけど，その辺がもうちょっ

と頑張ってもらったらいいのではないかなと。全く見聞きしてないのでね，こ

の組合活動については。その辺もちょっと努力していだいたら，また風通しも

よくなり，いろんな県政にも影響が出てくるんちがうかなと思います。ただ，

私の周りの県職員の方はすばらしい方ばかりなので，Ｃに値するような方はい

らっしゃらないと思います。評価にはあまり関係ないのですけど。

（班長）

何か今ので意見ありますか。

（経営戦略部）

我々としましても，風通しの良い職場というのが大前提になりますので，労

働関係はじめ，関係団体等につきまして，職員の職場環境の向上に努めてまい

るように，これからも連携してまいりたいと考えております。
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（Ａ委員）

732番とも関連をいたしますので，ここはＡ評価でいいのだろうというふう

に思いますし，知事自身も禁じ手という表現を使って，職員の給与カットなど

については，労働組合との交渉を重要視するということで，そのことも含めて

対応されてきたというところなのですけども，ただ，ここに超過勤務の縮減と

いうふうに出ておりますけども，ここは，3,000人体制に向けたところと含め

て，なかなか超過勤務の縮減には至っていないというふうなことと，１人の方

が，結局仕事ができる方のところに非常に超過勤務が多くなってきているとい

う，そういうアンバランスもあるというふうなことと，あと，労働安全衛生面

では，県庁組織の中にもやはりメンタルヘルスの対応が，しっかりできている

かどうかというのはありますけれども，かなり労働負荷の影響かどうか検証で

きておりませんけれども，そういう方もおいでになるというふうなことで，そ

ういう組織全体を含めて，労使間の中ではそういう議論もされているというふ

うに，私も聞いておりますので，そういうことはやはりしっかりと続けていく

必要があるのではないかというふうに思います。その意味では，そういうこと

は先ほども言いましたけども，この事態をしっかりと受け止めるというふうな

ことも含めて，引き続いて再発防止策に全庁を挙げて対応していただくのがい

いのではないかというふうに思います。

（班長）

これなかなか難しいところですね。何を優先に考えるか，何を中心に考える

かで評価が違ってくると思うのですよね。だから，あれだけやってて，でもや

っぱり起こったじゃないかというので，そのＣというのはあるだろうし，でも

実際に県庁の皆さんが，担当課を含めて，もう不祥事がないように，非常に取

り組んでいるというともまたこれ事実なのですね。だから，どこをどういうふ

うに見るかによって，評価は変わってくると思うのですが，それから，もう１

つは，Ｃと付けた方が，これは頑張ってくださいねという意味になるのか，あ

るいはＢに付けた方がエンカレッジすることになるのかというね。その議論も

出てくると思うのですが，最後は私の判断で決めさせていただいてよろしいで

しょうか。

私は極論を言いますと，ある一定の比率で必ずと言っていいくらい，問題行

動は起こると思います。だから，いかにそれを未然防止するかということの方

がより大事なので，みんなが本当にこう相互に，昔の隣組みたいになって監視

し合うというふうなのは，非常に組織上も望ましくないと思うのです。県がこ

れまでコンプライアンスの遵守について，非常に真剣に取り組んでこられたと

いうことは，私は別の委員会の方の会長もしておりますので，いちいちその報
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告は受けております。だから県が非常によく頑張っているという面で，これは

班長の判断でＢに変えたいと思います。３つとも。ちょっとやりすぎですか。

今のところ，722番と723番と724番，これ全部密接につながっているので，今

まで県が非常に真剣に取り組んでこられたということと，もう１つは直近の１

年間でそういうことが実際に起こっていないということを評価してＢにしたい

と思います。よろしいでしょうか。それでは，他のところで，いかがでしょう

か。

（Ａ委員）

742番について，県の方にお伺いさせていただきたいのですが，過去，優秀

提言が選定されておりまして，その中から具体的な施策というのが，これから

お考えいただくのだろうというふうに思いますけれども，この施策については，

県民からの提案に基づいて作られたというような県民の皆さんに対してのそう

いう発信が今までされているのかどうかという，この目安箱から出てきたやつ

ですね。これは県民の方からの提言ですよというようなことを県民の方にお返

しをしているのかどうかということをちょっとお聞きをしたいと思うのです。

（監察局）

平成23年度以降，本戦略会議で41件ほど優れた意見，提言として採択いただ

いております。そのうち具体的に実現されたものとしましては，平成25年度に

採択いただいております，「市民参加型の一斉震災対策訓練（シェイクアウト）

を実施してはどうか」ということにつきましては，平成25年11月に携帯電話を

用いた情報発信による県下一斉のシェイクアウトを含む，徳島情報伝達訓練を

実施しております。また，昨年度，平成26年度採択いただきました，「三好市

をアクティビティの街にしてはどうか」という御提言につきましては，新たな

行動計画におきまして，西阿波ならではの体験ができる着地型旅行商品や滞在

プログラムの開発の促進として位置づけるなど，意見提言を活用させていただ

いたところでございます。頂いた御意見を反映させていただいたものにつきま

しては，優秀提言として表彰させていただく場合に実施状況を説明させていた

だくなど，お返しをさせていただいております。

（班長）

よろしいでしょうか。他に。どうぞ，はい。

（Ｃ委員）

735番の広告事業収入というところで，目標が2億6,000万，25年度で。25年

度の実績値は1,000万，下回っていますけども，事業の達成状況は◎で，あと
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最近，記憶違いでなければ，「阿波おどり会館」の前の歩道橋もある企業の名

前が歩道橋に入っているなと思って，こんなところまでスポンサーと契約して

いるのだなということで，ＢでなくてＡでもいいのかなとは思いました。

（班長）

これはどこが担当しているのですか。

（経営戦略部）

今，お話のありました，「阿波おどり会館」の前の歩道橋につきましては，

元町と新町橋２丁目歩道橋ということで，ネーミングライツということで，毎

年使用料を頂きまして，企業さんも十分広報ができるということで，県の歳入

確保のために非常に役立っておりますので，Ｂ評価になっておりますけど，そ

このことも勘案していただければと思います。

（班長）

いかがでしょうか，Ｃ委員さん。よろしいですか。はい，では，735番をＢ

からＡ評価に変えるということで。

（会長）

741番なのですけれども，Ａ評価になっておるのですが，もちろん担当の部

局の方々はよくやっていただいているのですが，何か我々自身であるなという

気がして，これを一体どうして，そのただ，これはこの会議の評価ではないの

だとは思うのですが。何かこう自分達でＡを付けているような気がして，実際

この戦略会議の役割の一つに外部の他の委員会といいますか，をまた評価する

みたいなものもあったりすると，何かそこでうちの担当の部局としては，よく

やっていただいているのはわかるのですけども，何か我々自身でそこでこう，

すっとＡというのはどうしたものかなとちょっと思ってしまうので，あえて取

り上げさせていただきました。このまま何事もなくＡ評価のままスルーすると

いうのもちょっと気が引けたもので。

（班長）

いかかですか。

（監察局）

会長さんから741番についての御質問でございます。今年度の評価は４年間

の総合評価ということで，根本的な問題意識としては，ここ数年，同じような

構造で評価をしていただいてますので，事務局としては今までの取組みについ
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て，経営戦略部共々，半ば自己評価みたいになりますけれども，それを踏まえ

て委員さんの方で評価を頂くという仕組みには，いささか変わりはないと思い

ますので，そういうことでお願いしたいと思います。

（班長）

私は，これだけ真摯な議論が行われている審議会というのはあまりないと思

います。それで，やっぱり私の持論なのですが，評価自体が常に進化し続けな

いといけないという，そのことによって，初めてこういう評価されるというこ

とで，最初は副部長がプレゼンしないといけない，かなりプレッシャーがかか

っただろうと思いますしね。こういう形で評価が出るということは，これはや

っぱり県議会とかプレスにも出ていきますので，やっぱり何とかせないかんな

という意味では，非常に大きな，私はある一定の役割というのは，果たしてき

たと思いますので，Ａそのまま，会長さん，置きたいと思うのですがいかがで

しょうか。

（会長）

はい，こういうことを書くと担当部局の方には負担が増えるかもしれないの

ですが，評価を受けるそのそれぞれの部局の方々で，いろいろ戦略会議のこの

場での，その運営の事務局の方でなく，我々委員の方の議論であったりなんか

に，「ちょっとこれはどうかな」とか，「もうちょっと何とかこんなふうにした

方がいいのではないか」というのがありましたら，率直に事務局の方にお伝え

いただいて，我々自身も改善を図っていきたいと思いますので，何かあったら

遠慮なく，委員へのいろいろ「議論の仕方がどうなの」というのがありました

ら，そういうのを受け入れるようにすべきだと，特記事項の方にお願いして，

Ａ評価を頂くというくらいにしませんか。

（班長）

どうですか。

（監察局）

委員さんもそう言っていただいているのであれば，いいと思います。

（班長）

先ほども言いましたように，評価そのものが非常にまあ言えば議論の分かれ

る，そもそもね，どういうふうに評価するのかというので。しかも，評価する

側と評価される側がお互いに手を握り合うということは，なかなか難しいので

すが，でも，やっぱり一つの新たな試みとして，全国的にも徳島県がトップラ
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ンナーとして，一つの方向を飯泉知事が示してて，今日我々があると思うので，

今，会長さんがおっしゃった我々のこの運営のやり方についてもレベルアップ，

あるいはそのおかしいなと思うことがあったら指摘してくれというのは，本当

に私はすばらしい意見だというふうに思います。ちょっと文章はどういうこと

を書くというのは，またちょっと御相談させていただいてということにしたい

と思います。はい，ではそれで一応よろしいでしょうか。

（会長）

はい，多分恐らく委員に対してなかなか文句を言いづらいというのが皆さん

方あると思うので，遠慮なくというメッセージでございます。

（班長）

それでは，評価結果の採択にいきたいと思います。５ページの655番をＢか

らＡに変える。それから，11ページの675番をＢからＡに変える。27ページの7

11番をＡからＢに変える。32ページの722番をＣからＢに変える。33ページの7

23番をＣからＢに変える。34ページの724番をＣからＢに変える。38ページの7

35番をＢからＡに変えるということでよろしいでしょうか。はい，お願いいた

します。

それで，総合評価というところについて，入っていきたいと思うのですが，

またちょっと私の方からお話をさせていただきますと，７－１「誰もが幸福と

くしまづくり」については，特に男女共同参画の実現とか，あるいは子どもの

人権，特に「あいぽーと」，それから「フレア」，それから子どもも密接に関連

があると思うので，そのあたりの連携強化を是非図っていだきたいというふう

に思っています。これは当然ながら知事部局と，それから教育委員会も含めて，

いろんなところに関係があると思いますけど，お願いしたいと思います。それ

から，７－５ですが，職員3,000人体制とか，交際費の縮減，これに対する取

り組みなどは，昨日実は，新未来「創造」とくしま行革プラン推進委員会でも

話が出ました。非常に着実に実行されているということで，委員さんからは高

い評価でした。でも先ほどの不祥事の件に関して，この会でこういう議論が出

て，それでＣをＢに変えたと。その点も是非お聞きを頂いて，今後また一層の

努力をお願いしたいと思います。私からは以上です。他の委員の皆様方，意見

ございましたら，是非お願いします。いかがでしょうか。

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
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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

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，

会議録の公表についても，私が確認した後，更に会長に御確認をしていただい

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。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。今日は１時から，今もう

４時44分くらいですので，本当に長丁場になりましたけれども，御協力を頂

いてありがどうございました。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します。

（監察局長）

班長，本当に長い間ありがとうございました。それでは，以上をもちまして，

平成27年度第３回の県政運営評価戦略会議を閉会いたします。長時間どうも御

熱心に議論いただきましてありがとうございました。


