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第２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） １３：００～１４：４０

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 相田 芳仁 政策創造部副部長

植田 美恵子 東端 久和 県民環境部副部長

藤原 学 松浦 博 保健福祉部副部長

森本 長生 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

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）

それでは質疑に移りたいと思います。なお，基本目標６は５つの重点戦略に分か

れておりますので，その重点戦略ごとに協議をしたいというふうに考えております。

まず，６－１「まなびの礎・とくしまづくり」で，番号で言いますと，561番から5

90番までのところで御議論を頂きたいと思いますので，よろしくお願いいたします。

どなたからでも結構ですので，御発言があればお願いします。

では，Ａ委員さん，お願いいたします。

（Ａ委員）

会長から少し説明があった574番と577番のところなのですが，574番がＣ評価で5

77番はＡ評価となっているのですけれども，574番は推進まで及んでいないという

ふうなことで，アクションプランを策定したというところでＣ評価というふうなこ

となのですけども，577番もこのアクションプランⅡの基本方針に基づいて「発達

や学びの連続性をつなぐ幼小連携・推進についても示し，取組の充実を図った」と

いうことなのですけども，これは県の担当部局にお聞きしたいのですが，取組の充

実というのは，どういうことなのかなというふうに思いまして，充実が図れたのか

どうかはちょっと判断ができませんので，少しお答えいただけたらというふうに思

います。

（会長）

私もお答えした方がいいのかなと思うのですが，私は577番の方をＡにした理由

は，取組内容の説明のところの真ん中のパラグラフに「ほぼすべての保育所におい

て小学校と連携を図ってきた」という記載があったので，確かにこれは25年度では

あるのですけれども，それぞれいろんなことを連続でやっているのですれども，こ

ういうところが，一番カギになるのがここの文言で，こちらはちょっとＡにしたと

いう具合になります。確かに26年度の方はそこまでの記述はないのですけれども。

（教育委員会）

577番の取組の充実ということなのですけれども，この「徳島県幼児教育振興ア

クションプランⅡ」を26年度に策定はしたのですけれども，それまでは前の「アク

ションプランⅠ」がありましたので，それに基づいて取り組みを進めてきたところ

でございます。特に，幼小の連携につきましては，次年度に小学校に入る子どもさ

んがいる保育所では，ほぼ全ての保育所におきまして小学校との連携ということが

図られておりますので，そういう観点から私の方でも，ここについては評価Ａとい

うようなことで考えていたところでございます。その成果をまた「あわ(OUR)教育

発表会」において，県内での発表もさせていただいたことで，県内に普及してきた

と考えております。
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（班長）

Ａ委員さん，評価に関してはいかがですか。

（Ａ委員）

評価はこのままで結構です。

（Ｂ委員）

会長と同じく571番なのですが，これは教職員が生徒と向き合う時間を増加させ

るという目標があるのですが，このシステムが私にはよくわからないのですが，多

分これは事務職の方が楽になるのではないかなという印象を受けました。小中高そ

れぞれの先生の授業持ち時間数というのが，特に小中の中学校の先生においては，

クラブ活動も含めて非常に厳しい時間を過ごされているのではないかなと思うので

す。だからその先生が楽になれるようなシステムというのができれば，ありがたい

のではないかなというふうに思います。いろんな業務に追われて非常に忙しい思い

をなさっているので，ちょっと内容的にも私もよくわからない部分があるのですが，

事業の目標と照らしあわせてみると果たしてＡ評価でもいいのかという思いがあり

ました。

それともう１点，583番なのですが，これも会長がおっしゃっていたのですが，

豊かな心の育成ということで，偉人の偉業や業績を学習する機会を子ども達に，と

いうことですが，それよりも，徳島の歴史というものをもっと子ども達に勉強して

もらって，例えば吉野川が果たした役割とか，徳島の今これが成り立っているいろ

んな文化等を含めて，成り立ちの基みたいなもの，これをなかなか勉強する機会が

ないのではないかなと思います。郷土に誇りを持つというのは，徳島の歴史，成り

立ちを子ども達が勉強するところに基本があるのではないかなというふうに私は思

います。これの評価としてはＢ評価でいいのですけど，偉人さんてなかなか徳島で

は私も思い浮かばないので，徳島の歴史というものを学ぶ機会を設けるための事業

を実施していただければと思いました。

（班長）

偉人の偉業や業績を学ぶということですが，この事業を実施するに当たっては，

豊かな心を育成するための道徳の方針などが文科省から示されているのではないで

すか。

（教育委員会）

文科省の方から示されているもので道徳教育のねらいというのがございまして，

「学校の教育活動全体で道徳教育を充実させ，児童生徒の豊かな人間性を育み」と

いうのがあるのですけども，その中でいくつかポイントがあります。生命の尊重，

公共心，規則の尊重，郷土愛などの道徳性の育成が求められているのですが，その

中の郷土愛にポイントを当てると，県の偉人であったり，あるいは文化であったり

というところに着目して，この事業を実施したというところでございます。例えば
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鳥居龍蔵博士や賀川豊彦先生であったり，あるいは板東捕虜収容所などの副読本を

取り入れたり，ＤＶＤや指導の手引きなどを教材として作って，学校に配布する等

しました。

（班長）

着眼としては偉人を通じて徳島の歴史を学ぶということですね。

（教育委員会）

はい。

（班長）

徳島県の歴史だけということになる，そこに人間が出てこないから，自分達の郷

土にこんな立派な人がいたんだよということを通じてということだと思います。評

価はＢということでよろしいか。

（Ｂ委員）

事業の達成状況が○というふうになっていますね。御説明いただいたことや伝統

芸能文化の継承を，というのは確かに非常にすばらしいことだと思うのですが。Ａ

に近いＢといった評価をつけたいところですが，評価がＡ～Ｃの３段階しかないの

で，Ａになってしまうのかなとは思うのですが，希望としてはもう少し歴史を膨ら

ませてほしいなという思いがあります。

（班長）

豊かな心が育成されたかどうかというと，その評価をするのは非常に難しいとこ

ろですね。県としては，こういう取組をしてこういうふうな教材を作って，それを

各学校に配って，それでこれを現場で十分に使ってくださいよというところまでの

話はできると思うのですが，別にそれで試験を実施したりするのかというと，そう

いうものではありませんのでね。

（Ｂ委員）

地元に独特の特別な教材を作ったということは非常に評価できると思います。

（会長）

恐らく本来であれば，それぞれ各学校で何時間程度この教材を使って授業をした

かという時間数が目安の一つになるのかなと思います。確かに心というものを測る

のは難しいのですけども，活用を図るという，単に配って終わりというのではなく，

実際にどれぐらい活用されたのかということであれば，これは時間数ですから数値

でも簡単に図れるはずです。恐らく，配布を受けた全ての学校で活用しているのだ

と思うのですけども，もしかしたら全く使っていなかったりとか，５分くらいしか
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使っていないといった学校があるのではないだろうかという懸念があります。もち

ろん，偉人について学ぶことによってふるさと教育を行うという手法は，特に小学

生低学年だと，人を通じてというのは，非常に理解しやすいと思いますので，教育

の手段の一つではあるのだと思うのですけれども，Ｂ委員がおっしゃっていたよう

に，地域の歴史ということで言えば，そこまで偉人にこだわる必要があるのだろう

かという気もします。もし目的が郷土愛，故郷教育ということであれば，名もなき

人たちが受け継いできた文化や伝統というものも恐らくあるでしょうし，そういう

ものを伝えていくというのも価値があると思います。偉人の存在により理解しやす

いということもあると思いますが，そこは偉人という存在に引っ張られず，伝えて

いくべきすばらしいものがあるのであれば，それらも是非伝えていっていただきた

いと思います。

あと，伝統文化の継承ということで，取組内容を書いていただいているのですけ

ども，どうしても偉人ということになると，ここに伝統文化の継承とあるのが違和

感があって，ここで説明いただいている内容が，例えば「あわっ子文化大使育成プ

ロジェクト」をとおして，あわ文化を発信するリーダーとなる中学生を云々という

のは，これ全く偉人が関係なさそうな取り組みが書いてあるわけです。多分この取

り組み自体は故郷教育としてすごくいいことなのだと思うのですけども，どうして

も偉人という観点からみるとここは関係ないことやっているとなってしまうとする

と，なおさらちょっと残念かなと思うので，もともとのその故郷教育であったり，

道徳教育というところの主旨の範囲でもうちょっと偉人にこだわらず広げてもいい

のかなというふうには思います。

（班長）

これはだから評価の問題というよりも，こういう主要事業名，事業概要，数値目

標，こういうところに豊かな心の育成でぽんと偉人が出てくる，例えば文科省の方

は，例えば偉人などを通じて教材の作成を図った，絶対に偉人をやりなさいという

意味ではないのではないかと思います。

（教育委員会）

もともとここの主要としていることが，子ども達に本県への愛郷精神，郷土を愛

する精神を養う，故郷教育といいますか，やっていく中で偉人をとおしてそれをや

っていこうということで，この事業名には上がっているのですけれども，ただ国か

ら示されている道徳についても，いくつか基本となる柱があるわけですから，それ

のうちの一つが郷土愛ということでございます。時間については週１時間というの

が道徳の時間でございますので，県の取組みとしましても，偉人だけではなくて，

郷土の伝統芸能であるとか，これについても中で取り上げているものですから，そ

れも一つの郷土愛の中の一つの部分ですから，偉人と伝統文化について，成果とい

いますか，取組みとして書かせていただいたということでございます。
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（会長）

細かなことを言いすぎかもしれないのですが，この文言を句読点を含めてよく読

むと「世界に誇ることができる徳島県出身の偉人の偉業や業績について，」とある

わけですね，ここで一旦切れる，と私は理解します。そのあと「児童生徒が学習す

る機会を設けることなどにより，」このですから，などというのは学習する機会を

設けることなどということで，厳密に読むと，偉人について学ぶ，そのためのいろ

んな機会，例えば学習する機会を設けることで，故郷教育ということなので，偉人

なのですね，この文章は私の理解だと，ここに点があるので。そうすると事業の評

価としては，この地域伝統芸能文化の継承は余計なことをやっているということに

なってしまいます，この偉人と関係ないのであれば。無駄なことをやるのは通常，

効率的な業務というか，ことにするとマイナスに恐らく厳しく言えばなるのかなと。

こんなことするのであればもっと偉人のことをやるべきである，というふうに，も

し厳しく言えばそうなるのかなと思ったりするので，その別に偉人にこだわるので

あれば構わないのですが，もしそうでないのであればもうちょっとその事業の概要

を修正といいますか，変更してもいいのかなと思います。偉人にこだわることが悪

いと言っているわけではなくて，ここには偉人を通じてと書いてあるというふうに

読めるので，そのための取り組みの成果，内容という評価からするとずれるのでは

ないかというところです。ただ，多少ずれるなと思いながらも私は評価をＢにした

という具合でございます。

（班長）

ねらいは十分わかると思うのですよね。例えば私はこの８月26日に，個人的なこ

とですが，土成中学校の１年生の総合学習で，土成町郷土歴史館で76名の１年生の

前で三木武夫元総理大臣についてということで話をしてくれと，依頼を受けました。

御承知のように土成中学校の校歌というのは，作曲が古賀政男なのですね，作詞が

三木武夫なのです。恐らくこんなビッグネームの２人が作った校歌を持っている中

学校はないと思うのです。だから，校長先生，県教委でおられた湊先生だったので

すが，やっぱりこのねらいは，そういうことを通じて，土成町に生まれて，みんな

こんな大先輩がいるんだよというふうなことで，多分やられるのだと。だからその

例として文科省が偉人の教育などを通じてというふうなことが，偉人だけがぽんと

出てきていると，じゃあこの文言だけから考えるとね，本当は偉人も伝統芸能文化

も両方，郷土愛を育むためのものなのです。だからちょっと書き方を工夫していた

だいたらと思います。これは別に評価に関する議論ではなくて，ここの書き方でそ

れが教育委員会以外の人にもわかるようにしていただいたらありがたいというふう

に思います。他の委員さん，どこかこの範囲の中でいかがでしょうか。はい，お願

いいたします。

（Ｃ委員）

565番，評価はＢになってますけど，先ほどの会長の話にもありましたように，

私はＡ評価でもいいのではと思います。一番下の記載に「学校問題解決支援チー
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ム」，目標が26年度で26人ということで，実績が25人となっております。このわず

か１人の差なのですけど，それが予算の関係でやむなく１名配置できなかったから

なのか，それとも適任者がいなかったからなのか，その事情によっては評価が違っ

てくるのではないでしょうか。民間だったら，柔軟に26名という目標を達成できる

ように取り組んだと思うのですが。

（班長）

この事情はわかりますか。

（教育委員会）

もともとこの学校問題解決支援チームといいますのが，高度で専門的な知識を持

っている方ということで，医師でありますとか臨床心理士，それから社会福祉士，

大学教授等で構成されているチームでございます。問題行動の事例に応じた専門家

を学校に派遣するというような取組みなのですけれども，恐らく予算の問題ではな

くて，結果として適任者が得られなかったということであろうと思います。

（班長）

この565番について，評価がＢになっておるのですが，数値目標の達成度から見

てみましても４つ事業概要，主要事業がありまして，３つが◎で，全体の事業の達

成状況も◎であるということですね。それから，支援チームに関する目標が26人と

なっているわけですが，たまたま専門家，適当な方が得られなかったということで

あればＡに変えてもいいのではないかという御指摘なのですが，いかがでしょうか。

（会長）

私としては，達成度のところで，予防教育は普及の部分が不十分であるというこ

とで，◎が２つというふうに判断した結果，Ｂというふうにしたわけですけれども，

強くＢにこだわるというところではないので，議論の上で変更というのであれば構

いません。

（班長）

「平成26年度徳島版予防教育の県内普及を図るため，予防教育研修会を実施，鳴

門教育大学予防教育科学センター所長を講師に36名が受講し，模擬授業等を通して

予防教育の理解を深めた」ということで，少しずつではあるけれども着実に普及に

努めているということは少なくともいえるだろうと思うのですよね。それでは，56

5番はＡ評価に変更してよろしいですか。では565番のＢをＡに変えさせていただき

ます。

（会長）

571番について，担当部局からのコメントをいただければと思います。つまり，

記載されているシステムによって教職員の公務負担を軽減し，向き合う時間が増加
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したということですが，当会議で我々がその意見を肯定し，Ａ評価とする一方，現

場の県内の先生から「あいつらなんだ」という，「現場を知らんやつらだな」と，

あとで言われるのもどうかなと思いますので，コメントをお願いできればと思いま

す。

（教育委員会）

このシステムは２つございまして，１つが総務事務システム，もう１つが学校支

援システムということになっております。総務事務システムにつきましては，例え

ばですけども，出張するときに教員の方御自身が自分のコンピューターに入力して

「ここに行きます」というようなことがそのまま旅費に反映されるといった，いわ

ゆる事務的なシステムでございます。一方の学校支援システムといいますのが，ど

ういうものかといいますと，総合教育センターに集約しているシステムなのですけ

ども，例えば生徒の情報，あるいは出欠の情報でありますとか，成績を管理したり，

あるいは進路を管理したりということで，今まで手書きでやっていたようなもの，

集計などが簡単にできたり，それから証明書を発行したりといった，校内で共有す

べき情報を一元管理したり，また，発生源入力によりデータ入力が簡素化されたと

いうことでございます。24年度に開発し，25年度から試験運用を行いまして，26年

度から本格運用を行っております。26年度には一部改善も行い，学校の先生が事務

作業の面ではかなり省力化が図られたので，その分，生徒さんと関わる時間が生み

出されたと考えております。

（Ｂ委員）

県立高校と書いてありますが，これは高校を対象としたものなのですか。

（教育委員会）

県立高校を対象にしたシステムになります。

（Ｂ委員）

小中ではないのですね。

（教育委員会）

はい，小中の総務事務，例えば旅費とかになりますが，これは各市町村の方で処

理をしておりますので，県立高校を対象にしたシステムとなっております。

（Ｂ委員）

ありがとうございました。

（班長）

確かに事務システムが改善されたということは間違いないわけですけれども，そ
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のことがその教職員が生徒と向き合う時間を増加させ魅力ある学校づくりを推進す

るということにストレートにつながっているのか。それをもってＡ評価でいいのか

どうかという議論だと思うのですけどね。どうでしょう。

（Ｂ委員）

その部分だけ見ればＡ評価でもいいとは思うのですけれどもね。

（班長）

おっしゃることは非常によくわかります。その部分だけであれば，それはまさし

くＡ評価である，と。では，それが非常に大きいくくりですが教職員が生徒と向き

合う時間を増加させ魅力ある学校づくりを推進するという目標につながっているの

か。現場の先生方はどう考えているのか。教育現場というのは，一般的に聞いてい

るのは，非常に大変なもので，モンスターペアレントの問題等があったり，先生方

が十分にお休みも取れないような状況の中で頑張っているということはよく耳にす

るわけですから。

（Ａ委員）

システムを導入することが1つ目的としてありますよね。それによって，今度は

その生徒と先生が向き合う，魅力ある学校づくりをするということも目的になって

ますよね。どっちに重きが置かれているのか，導入することが目標，第一目標であ

って，あとは次の目標であるという見方をすると目標を達成してますから，Ａかな

と思いますが。ただこのことによって本当に先生と生徒さんが向き合えて魅力ある

学校づくりができているのかどうかというところに立つと，表現だけではちょっと

読み取れないことがありますので，評価が難しいですね。

（班長）

非常に大きな問題ではありますが，この事業だけであまり時間を取ることも残念

ながらできませんので，私から提案させていただきたいのでよろしいですか。

結論から言うと，Ｂ評価にしたいと思います。というのは，どうしてかというと，

このシートの記載を見ただけで，これだけの議論の余地がある。各委員に御納得を

頂いていないということは，この事業については，まだまだ改善の余地があるとい

うことで，もうこれでよしとするのではなくて，Ｂ評価ということでさせていただ

きたいと思うのですが，それでよろしいでしょうか。システムを導入するという点

だけを見れば，もう完全にＡ評価なのです。しかし，後段の部分にそれがうまくス

トレートにつながっているのだろうか。例えばアンケート調査でもしたら，ひょっ

とすると異なる意見が出てくるかもわかりませんが，今後，改善の余地があるとい

う意味でこの事業はＢ評価ということでよろしいでしょうか。それでは次のところ

に入っていきたいと思います。
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（Ａ委員）

585番なのですけれども，児童生徒の体力向上を図るということで，全国比での

数値目標を掲げております。全国で何番だったかということで評価するとのことで

すけれども，確かにそれも一つの指針になりますけれども，本当に子ども達が体力

向上しているのかどうか。ここで内容と成果を見てみると，いくつか挙げられてお

り，「躍進した」と書いてありますが，実際に体力が向上したのかなと思いました。

もしそうなのであればＢ評価でもいいのではないかと思います。

（班長）

585番について，教育委員会からコメントお願いします。

（教育委員会）

工程で全国平均以上としており，絶対評価といいますか，全国の順位を見比べる

ようなことでないとしているのですが，25年と26年を比べて数値が，仮に，例えば

握力であったら握力が増えているのかどうかというような判断をするということで

あるならば，小学校の男子であれば８項目のうち６項目は向上しているというよう

なことは言えるかと思います。女子についても８項目のうち６項目，小学校の女子

についても，数値として増えている状況にございます。中学校の男子につきまして

は，９項目のうちの６項目が向上している状況がございます。中学校の女子につき

ましては，９項目のうちの２項目が上昇しているという状況になっております。

（Ａ委員）

中学生の女子における，向上項目が少ないと思いましたけれども，絶対的に見る

と向上はしているのだろうなということで，ＣというよりはＢの方がいいのではな

いかと思いますけれども。

（班長）

他の委員さんいかがですか。御異議がなければＣをＢに上げようと思うのですが，

構いませんか。ではこれ585番のＣをＢに変えたいと思います。

このペースで議論を進めていきますと時間内に終わらないと思いますので，続い

ては591番から611番までの範囲で議論をお願いしたいと思います。

（Ｂ委員）

608番なのですが，「安心・安全な学校づくり」で，◎が１個しかないのですが，

予算の面等を鑑みるとＢでもいいのではないかなというふうに私は思うのです。特

に内装木質化というのが進んでいるとありますが，ある方から聞いた話ですと，学

校の内部を木質張りにすると，子ども達がクラスを汚さなくなった，クロス張りに

すると足で蹴ったりしてすごく汚れるのに，下面だけでも木質にすると非常に子ど

も達が大事に学校を使うようになったとのことです。こうした点，進んでいるとの

ことですので，財政的な裏付けも大変でしょうから，Ｂでもいいのではないかなと



- 11 -

思うのですが，いかがでしょうか。

（Ｃ委員）

Ｂ委員の意見で結構です。

（班長）

では608番のＣをＢにするということでよろしいでしょうか。595番がＣ評価なの

ですが，特別支援学校教諭免許状保有率というのはなかなか難しいものです。なか

なか言うはやすく行いは非常に難しいものがあるということで，確かにこれは数値

で判断すればこの評価もやむを得ないのかなと思いますけどもいかがでしょうか。

（Ｃ委員）

目標が80％で実績が76.4％なのですけど，全国平均，他の都道府県の数字と比較

すると評価もちょっと違ってくるのかなと思うのですけど。

（班長）

「平成26年度文部科学省調査による当該障がい種の免許状保有率では全国平均が

72.7％を上回っており，知的障がいの免許状保有率については81.8％，他障がい種

も含めた免許状保有率は81.2％である」ということなのですが。

（Ｃ委員）

年々上昇しておりますので，Ｂの方がいいのかなという気はします。

あと，教職員の方のには定期異動がありますよね。２年，３年しかいないのに取

っても「すぐ変わってしまうだろう」という意識も当然あるかなと思ったりするの

ですよ。知り合いでも持っている人は，ずっと異動なく何年も同じ学校に在籍した

りするのですけれど，ひょっとしたらそういう意識があるのではないかなと思いま

す。

（教育委員会）

特別支援の関係の免許についてなのですけども，免許状につきましては，視覚障

がい，それから聴覚障がい，知的障がい，肢体不自由，病弱の５つの種類がござい

ます。知的障がいの子どもさんが圧倒的に多くて，これについての免許を持ってい

る者も，これだけを見ますと８割は超えているのですけども，他の障がいでちょっ

と保有率が低いためトータルとしては76.4%ということになっております。

障がいのある子どもさんが通常の小学校であったり中学校に通っているという例

も多いのですけれども，そのときに特別な対応をしようとしますと，特別支援教諭

の免許を持っているということが大変重要なことでございます。そのために，特別

支援学校の免許状保有者が，それ以外の小学校，中学校の底上げのためにそこに異

動すると，今度は特別支援学校の保有者が減るということになってしまいます。こ

れらのことから，特別支援学校だけの免許所持者だけを見てみますとなかなか成果
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が達成できないということになってしまうのですが，それらの人事交流を通して，

通常の小学校，中学校で通っておられる子どもさんの特別支援についての教育のレ

ベルは上がっていく傾向はあるというふうに考えております。

（班長）

やっぱり最近の大きな流れとして，特別支援学校に進学を希望する保護者よりも，

いわゆる地元のお兄ちゃんやお姉ちゃんがいた同じ学校へやりたいという，そうい

う保護者の方もたくさんおられるというふうに聞いております。そういう意味では，

人事交流が図られて，全体としてその障がいを持った子どもたちに対する支援教育

が充実する方向に動きつつあるというふうに解釈できますので，595番については

Ｂでよろしいでしょうか。

（会長）

恐らく，目標は本来80%ではなく100％であると思ってます。ただ，今，御説明を

聞いて免許を持ってないけども，現場に近いところで免許を取ろうという人がいる。

そういう人の分が一定数必ずいると100にはならないということで，80とするのは

それは理解しました。ただ，そもそもこの免許制度の趣旨からすれば，特別な知識

であったり，経験であったりというものが必要であるから別に免許があるのだと思

うのです。そうであるならば，やっぱり関わる教員は必ず持っているのが本来の姿

かなと思うのです。持っていなければ取るべきなのかなと思うのです。免許はなく

てもやれるからというようなのはちょっとよろしくないのではないかと思います。

単にその現場で経験だけでなく，免許を取るために多分講習がであったり，特別支

援のための考え方や理論といったものを体系的にた学ぶ機会になっているはずだと

思うので，そういう過程をきちんと経て免許を持っているというところは重視すべ

きかなと思います。

（教育委員会）

特別支援学校も特に高等部ということになりますと，教科で教えるということが

あり，例えば国語とか数学とか英語とかの教員が特別支援学校に在籍するようなこ

とになりますが，この者は恐らく特別支援の免許をまずは持っていないというのが

想定されます。ただ，その中でいろいろな講座を受講するなどして免許を取って，

また高校に帰っていくというような場合もございますので，100％というのはなか

なか難しいところがございます。

（会長）

もちろんそうだと思います。そのような人の動きがある中で80%という目標は高

すぎるという面はあるかと思いますが，それぞれの専門分野はありつつもその上に

免許を持ってやっていくというのが本来の姿だと思いますので，余裕があったら取

れたらいいやというような扱いはちょっとよくないのかなと思います。特別支援学

校に勤務しているからには，免許の保有は本来業務と同じ扱いであろうというふう
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に思います。

（教育委員会）

既に免許を持っている教員というのは，それを基本にして更に受講をすることに

よって免許の必要単位を修得されて免許を取るということになるのですけれども，

認定講習会というのを平成26年度から２講座増やして６講座としておりまして，教

員が短期間で免許を取得できるような取り組みも行っております。

それで，実績なのですけれども，26年度に特別支援学校の免許状を発行した件数

は50件ということになっております。24年度が44件，25年度が66件ということで，

多少増減はあるのですけれども，それだけの教員が特別支援の免許を取得していっ

ているということを参考として御報告させていただきます。

（班長）

これもなかなか議論が尽きないところだと思うのですが，私の一つの提案として，

現場では非常に真剣に目標に向けて取り組んでおり，その姿勢は非常に評価できる

ことから，ここはＣをＢに変えたいと思いますがいかがでしょう。

それでは，続いて612番から644番で御意見いかがでしょうか。このあたりは評価

私案において，ほとんどの事業がＡ評価なのですよね。

その中で先ほど，640番と643番における若年者についてですが，会長からちょっ

とその定義について御意見ありましたがいかがでしょうか。

（県民環境部）

640番，県審議会委員の若年者の登用ということで，若年者（40歳未満）と書か

せていただいております。この若年者という定義につきましては，一般的な定義と

いうのは恐らくないと思います。それぞれ制度とか場面ごとに，その定義が変わっ

てくるものと理解しております。

一般的な感覚で言うと若年というと30歳代とか20歳代がそう呼ばれるのではない

かと思いますが，県審議会の委員登用の若年者で，特に括弧で40歳未満としており

ます主旨ですが，審議会の委員は御承知のとおり各界各層の代表の方，団体の代表

をされている方に就任していただくことが多い状況にあります。その結果，年齢が

高い委員が多く，40歳未満の委員さんが少ない状況になっておりましたので，こう

いった審議会の場，政策決定をする場にも40歳未満という年齢の方々も参加してい

ただきたいという主旨で，平成23年度から審議会委員に占める若年者を，40歳未満

とここでは定義をさせていただいております。

（商工労働観光部）

644番についてということですが，643番と644番，2つ若年という名称がございま

すので，考え方を御説明させていただきます。まず643番ですけれども，こちらに

つきましては，厚労省の基準によって，設定させていただいております。その基準
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といたしましては，原則として15歳から34歳が対象ですけれども，地域によっては

上限年齢を上げてもよいという規定がございまして，全国的に見てみますと，高齢

者が進む県ではやはり上限を上げているようでございます。44歳まで上げている県

が徳島県含む14ございます。39歳までとしている県が14県ございます。それから64

4番のニートの方ですが，こちらの数値につきましては，もともとが総務省の統計

局の労働力調査から数値を出させていただいてまして，若年無業者，ニートですけ

れども，これは15歳から34歳の非労働人口ということになっておりますので，こち

らの方は統計指標上34歳までということで扱わせていただいております。

（会長）

ありがとうございました。審議会の方で見ると，40歳未満という定義を理解した

上で「ああこんなに少ないのだな」と思ってしまうといいますか，9.7％しかいな

かったのかと改めて思った次第です。評価についてはいずれも私案でＡとしており

ましたけれども，そのままで結構です。

（班長）

審議会委員の構成についてですが，特に男女共同参画の観点から徳島県は50％で

すね，これは全国トップになってきておりますし，県職員における女性の幹部の登

用率も何かの調査ではトップクラスでしたね。若年者ということであれば，昨日の

神山の委員さんも若い方でした。若い方に委員をお願いとなると，なかなか発掘す

るのも時間がかかると思いますが，こういう目標を掲げることによって，若い人に

も県の審議会などに出てくるチャンスがあるというのは非常にプラスになりますよ

ね。

（Ｂ委員）

628番なのですが，今，旬を知らない子ども達が増えておりますので，旬の食材

を学校給食に取り入れてくれるというのは，非常にいい施策だなと思いますし，Ａ

評価で問題ないと思います。ただ，この評価のところで「全市町村に取り入れてく

れた」となっておりますが，ただそれが年1回なのか，それとも四季毎に取り入れ

ているのか，1年間を通じて取り入れているのかといった点が見えてこないので，

できれば年間に占めるパーセントのような数値目標といったものがあればより定着

していただけるのではないかというふうに思います。

（教育委員会）

628番につきましては，地場産物，特に旬の時期の食材を使っていくということ

でございます。それでいくら取り入れているのかというのは，実は今，手元に資料

ありませんけども，それぞれの地域において，その地場産物を扱っているというこ

とですので，少ない回数ではないと考えております。
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（Ｂ委員）

できれば，今後は野菜の摂取量も含めた数値目標を掲げていただければと思いま

す。

（班長）

食育という観点と密接に関連してくるだろうと思いますね。

（Ｃ委員）

637番の「人材育成・支援体制の整備」ということで，「防ごう！少年非行」の

県民総ぐるみ運動参加者数というのが，目標が6,500人に対して実績が6,655人とな

っております。

私の勤務している道の駅では，Ｗｉ－Ｆｉでゲームができるようになっております

ので，夏休みに入ると小学生，中学生がたくさん来ているのですが，そこで問題行

動があったときに注意するような補導員をあまり見かけないのですね。もともとの

生徒数が減ってきているので，補導員の委託されている方も減ってきているのかな

と思ったりするのですけども，この6,500人も参加しているのに，全くそういう姿

が見えないものですから，日々の活動というか，その辺の事情をお聞かせいただけ

たらと思います。もし，減ってきているのであれば，自分もその役割を果たさなけ

ればいけないと感じておりますのでよろしくおねがいします。

（県民環境部）

御質問いただきました，637番の「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動という

のは，県民全体で少年非行を防ごうということで，関係者が集まって街頭啓発をす

るというものでございますが，これは，特定の日にイベントをするという事業で

6,600人の参加があったということでございます。御質問のありました日々の活動

というところでございますが，県下で補導センターというものがございまして，こ

れは県下14か所設置しております。ボランティアの補導員に登録いただきまして，

そのセンターを中心とし，青少年が集まるような箇所を夜間に巡回して補導をして

いただいております。補導員の数が26年4月1日現在で1,043名，委嘱をさせていた

だき御活躍いただいております。

これがどういう推移をしているかということについては，今，手元になくて恐縮

でございますが，1,000名を超える方がボランティアとして活動を頂いておるとい

うことでございますが，現状が以前と比べてというようなところがどうなのかとい

う点もあろうかと思います。

また，よくお話を聞くところで言いますと，以前は外で目立つところで非行をす

る子ども達が多かったのに対して，最近は目立たないところ，家の中でインターネ

ット等を使って，家の中で非行に走るというような傾向にあるというようなことも

聞いております。
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（班長）

他に御意見がなければ，評価結果の採択に入りたいと思いますが，いかがでしょ

うか。それでは，565番のＢをＡに，571番のＡをＢに，585番のＣをＢに，595番の

ＣをＢに，608番のＣをＢに変えるということでよろしいでしょうか。それでは，

評価結果の採択ということにしたいと思います。

それでは，続いて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６について，ここまで84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，私の方から御提案をさせていただきま

す。

特に教育云々ということに関しましては，やはり人を相手にする事業なので，な

かなか数値化するということは非常に難しいところがあると思うのですが，できる

限り具体的な目標を立てていただいて，それから先ほどの道徳教育の中で偉人を取

り上げるとか，それから伝統文化というふうなのところをちょっと工夫していただ

いて，相手にいかにわかってもらうかという，見せるかというところではまだまだ

伸びる余地があると思いますので，お願いしたいと思います。

それからグローバル化が進んでおりまして，世界で活躍できる人材を育成するた

めに，早い段階で国際感覚や英語力を育むことが重要だと考えられますので，体験

学習を通じて多元的な価値観を理解するということが必要なのではないかと考えて

おります。

それから，児童生徒のいじめや不登校が深刻な社会問題となっております。メデ

ィア等に目を通すと，非常に悲劇的なことが頻繁に起こっており，継続して対策を

続けていくということ，更に関係者間の連携が非常に重要であると思います。例え

ば担任の先生が，ノートで相談を受けていながら，それを他の先生に誰も相談して

なかったというような事案がありましたが，やはり連携は基本だと思います。

それから６－５ 青少年の健全育成の方では，今日，ＳＮＳやインターネットが

非常に発達をしておるのですけれども，やっぱりなかなか我々で気が付かない，見

えにくいところ，そういったものを利用した犯罪に子ども達が巻き込まれることが

あろうと思いますので，そういった視点を是非，青少年を守るという観点から取り

組んでいただければと思います。

他の委員さん何か，私の意見に対する御意見でも構いませんので，何か総合的な

観点でございましたらお願いします。

（会長）

評価私案を作成するに当たって，感じたことをいくつかお話させていただきます。

この基本目標６は，全体として教育といいますか，学校現場を含めてだと思うの

ですけれども，先ほど，班長さんからお話がありましたけれども，いじめ問題，こ

れが多分昨今，関心といいますが，大きな課題の一つとしてあるかと思います。
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ところが，基本目標６の中にいじめに関する取り組みといいますか，いじめを減

らす，いじめの発生件数がどれくらいあるみたいなものがストレートには見受けら

れなかったなというふうに思いました。そのいじめという問題の重要さから考える

と，いじめの対策というものが主要事業としてあってもいいのではないかというふ

うに思います。

あともう１点，現場の先生方はいろいろ忙しいとは思いますけど，それでも勤務

時間のうち，一番多くを占めるのは授業といいますか，教育そのものに時間を費や

しているのだろうと思います。基本目標全体を見たときにその学校現場の実態が，

もしこれで全て語られているとするならば，ほとんど授業をやっている様子が見え

ないといいいますか，つまり教科そのもの，例えば学力の向上といったときに，国

語ならどう，理科ならどう，社会ならどうと，もうちょっと何かあってもいいのか

なと思いました。他のいろいろなもの，例えば食育や課外活動，部活などが取組み

として挙げられているのですけど，授業そのものについての取り組みがこの中には

ちょっと少ないのかなというふうに思いました。

県から直接ということになると，県立高校を対象にとなるのかもしれないですけ

ども，この基本目標６には市町村のものも実際には含まれてますので，そうすると

小学校，中学校のものも含めて，もっと教育のそのものの何かに対する取り組みで

あるとかというのは掲げられていてもいいのかなというふうに感じました。

（Ｂ委員）

先ほど，班長から体験学習というお話がありましたが，今，本当に子ども達はバ

ーチャルの世界の中で生きていて，ある新聞にスマホを利用しているときの子ども

達は指先と目だけしか動かしてない，と。やっぱり五感で感じて，体験で体，脳は

耕されるのだと。目と指だけ動いているのは，本当は脳はほとんど働いていないの

だというような新聞記事を読んだのです。今の子ども達，農業体験なんかしてもら

っても，もう何ていうか本当にびっくりするような話がいっぱい出てきますので，

できるだけいろんな場面での体験活動というのをできるだけいろんな場面で組み入

れていただけたらありがたいなと思います。

知的な情報というのは子ども達は相当持っているのですが，例えば，お野菜でも，

さつまいもが２週間でできるという答えが返ってきたりとか，なんというのでしょ

うか，やっぱり実態がわかっていない。やっぱり五感で感じるような体験というの

をいろんな場面で組み入れてほしいなと思います。

（Ｃ委員）

総務事務システムとか，学校支援システムは，ほどほどでいいのではと思います。

今もやっていただいていると思うのですけど，それに振り分けている予算を少しで

も，学校の学習環境が良くなるような方向の施策に振り分けていただくといいかな

と。システムってきりがないですよね。次々に新しくなるし，例えばウィンドウズ

が8から10になったりしたらまた変えなければいけないとかありますし，その辺は

ほどほどでやっていただいて，先生が授業がしやすいような施策に振り分けていた
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だければと思います。

（Ａ委員）

班長からもお話がありましたが，グローバル化で，県の施策としても国際化は最

重要課題なのですね。なかなか小学生の交流というのは難しいと思いますけれども，

中学校以上になれば，特に高校生になれば私的に交換留学生のような形でやってい

るところもありますし，そういうことは，やはり体系的に県の施策として落とし込

めないだろうかと思います。具体的には，この場だけのものではなくて，こういう

ものを実質やればいいのではないかというようなことを提言していただく，そうい

うことは必要でないかと思います。

（Ｃ委員）

先ほどのグローバル化で英語教育といったことになるかと思いますが，徳島北高

校に英語の専門の科があるじゃないですか。

（班長）

スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクールですね。

（Ｃ委員）

ただ，県南の子とかになってくると，下宿でもしないと徳島北高にはなかなか行

けないですよね。ですので，県南にもやっぱり英語に特化した科があればいいなと。

道の駅にバイトに来ている子がいますが，英語に興味があっていきたいけど，なか

なか家の都合で行けなかったという子もおりますし，一度御検討いただけたらなと

思います。

（班長）

スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクールというのは県南にはない

のですか。ではこれ１校だけですか。ちなみに知事の発案で英語村，これは県南に

ありましたよね。

（教育委員会）

あれは牟岐町です。

（班長）

たまたま，私個人的に徳島文理大学に短期語学研修で台湾の大学生とそれから韓

国の大学生，これが２回に分けて，台湾が20人，韓国が10人，２回に分けて来たの

ですが，私は韓国の方をちょっとお世話させていただいて，城西高校に韓国と台湾

の学生を連れて行って藍染め体験，それから韓国の高校生が名西高校の琴クラブの

人たちとコラボするということがありました。やっぱり若い方は，打ち解けるのが

非常に早いと感じましたので，そういう機会もどんどんこれから，特に政治とか経
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済が難しいときほど個人レベルでの交流というのは非常に必要なのではないかなと

いうふうに思いました。

（班長）

それでは，このあたりで第２回会議は終了させていただきたいと思います。

１５時から次の第３回会議を始めたいと思います。どうもありがとうございました。


