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平成２９年度 第３回県政運営評価戦略会議

１ 日時 平成２９年８月２２日（火） 午後１時３０分から午後３時３５分

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）相田 芳仁 監察局長

伊庭 佳代 木下 修一 危機管理政策課政策調査幹

植田 美恵子 川村 章二 政策創造部副部長

加藤 研二 岡田 芳宏 経営戦略部副部長

近藤 明子 西條 和芳 県民環境部副部長

坂本 真理子 桒原 孝司 保健福祉部副部長

田村 耕一 塩見 一義 農林水産部副部長

鳴滝 貴美子 市原 俊明 県土整備部副部長

久岡 佳代 岡田 徹 南部総合県民局副局長

藤原 学 仁木 芳宏 西部総合県民局副局長

桝本 久実 志田 敏郎 企業局副局長

三木 潤子 林 博信 病院局総務課長

勢井 研 教育委員会副教育長

田中 功 警察本部警務部警務課企画官

近藤 理恵 監察局次長

瀬 祐史 評価検査課長

ほか

（会議次第）

１ 開 会

２ 議 事 「新未来『創造』とくしま行動計画」の評価について

３ 閉 会

（議事項目と概要）

１ 基本目標３の概要説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

２ 評価案の説明，質疑，評価結果の決定（以下，概要は別に掲げる）（資料２）

３ 基本目標４の概要説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

４ 評価案の説明，質疑，評価結果の決定（以下，概要は別に掲げる）（資料３）



- 2 -

■議事

（会長）

それでは，ただいまより議事に入らせていただきます。皆様，議事進行に御協力

のほど，よろしくお願いします。

本日の議題は「新未来『創造』とくしま行動計画」のうち，基本目標３「安全安

心・強靭とくしま」の実現，及び基本目標４「環境首都・新次元とくしま」の実現

の評価となっております。はじめに評価の参考とするため，総合政策課から基本目

標３の概要について御説明いただきたいと思います。

（総合政策課政策調査幹）

基本目標３の概要説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

（会長）

ありがとうございました。次に，基本目標３の評価案を作成いただきましたＡ委

員から御説明をお願いします。

（Ａ委員）

基本目標３の「安全安心・強靭とくしまの実現」というところにつきまして，評

価をさせていただきました。この中で，前回にもありましたけれども，この評価方

法に基づきまして評価をしておるんですけれども，その中でもまあまあ今後の取り

組みとか，あとは全体的に見て総合的な判断で，このままでいくとＣ評価というと

ころもＢ評価にしたりというところをしておりますので，Ｂ評価，Ｃ評価というと

ころを中心に説明をさせていただきます。

まず，１～４ページの「防災を担う人材の育成」というところにつきましては，

Ｂ評価としております。これは２ページのモデルクラブの選定数というところと，

あとは３ページの「消防団協力事業所表示制度」の導入市町村数というところにお

きまして，目標達成をしておりませんのでＢ評価ということにいたしました。これ

も，市町村がどう取り組むかというところも含めまして，県だけで単独でできるも

のではありませんけれども，関係団体に働きかけ等を行っていただきたいというと

ころでＢ評価というふうにしております。

次が５～７ページのところで「地域防災力の強化」というところでございます。

こちらにおきましては，６ページ，７ページにつきまして，特に数値目標というの

が設定されておりませんので，この中身を見ながらというところと，あと５ページ

の数値目標の達成度合，あとは今後の方針というところを総合的に判断いたしまし

てＢ評価としております。ここで，自主防災組織の連絡会の結成というところが目

標に達していないというところと，あとは，27年度から28年度にかけまして数字が

伸びていないというところで，もうちょっとこう，これも相手方があることではあ

りますけれども，働きかけをしていただけたらと思います。

次が11ページから14ページでございます。こちらの「災害対応体制の充実」とい

うところにつきまして，12ページの新すだちくんメールの登録者数というのが，目

標値よりまあまあ低いというところでございます。他の項目につきましては目標を

達成しておりますので，Ｂまでいかなくてもいいのかなという気はしましたけれど
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も，他のところでもたくさん取り組んでくださってますけれども，まあまあ未達と

いうところでＢ評価としておりますが，ここは議論かと思います。よろしくお願い

いたします。

次が21ページから24ページをお願いいたします。こちらが「地震・津波災害に強

いまちづくり」というところで，数値目標を全体的に見たときに，目標の達成状況

というのが☆というところと，未達のものが６項目あるというところでＣ評価とし

ております。Ｃ評価といたしました大きな理由というのは，やっぱり児童とか生徒

というのを守っていくべきところは重要かなというところで，ここは重点的に取り

組んでいただきたいというところでＣ評価としております。

次が32ページから35ページ，「洪水，高潮，土砂災害などによる被害の軽減」を

お願いいたします。こちらにつきましても，未達の項目があるというところでＢ評

価というふうにしております。これもまあまあ市町村が絡んでいるところというと

ころもありますので，県独自で何か，県の努力だけでどうにかなるという問題でも

ないんですけど，働きかけ等を行っていただきたいというところでＢ評価としてお

ります。

次が41ページから44ページをお願いいたします。ここが「安全・安心な食の確保」

というところですけれども，41ページ，ここの項目のとくしま安²ＧＡＰ認証件数

というところが目標未達でありますし，実績値というのが27年度と比べましても，

あまり上がってないというところでございます。今後消費者庁とか国民生活センタ

ーとかというところを県に誘致しようとしている中で，ここの辺りもしっかり取り

組んでいただくとともに，今後の取組方針にも書いていただいておるんですけれど

も，2020年の東京オリ・パラに向けても，ここの辺りは重点的に取り組んでいただ

きたいと思います。

次が55ページと56ページをお願いいたします。こちらにつきましては「交通ルー

ル遵守とマナーの向上」ですけれども，シートベルトの着用率というのが，運転席

の方は目標達成していますけれども，助手席と後部席というところで目標値に到達

していないというところでＢ評価とさせていただきました。この辺りの状況も，ま

た後でシートベルトの着用率，全国的に見てどうかというところも含めまして御説

明いただけたらと思います。

次が最後です。57ページの「人と動物がともに暮らせる地域づくり」というとこ

ろで，評価項目がかなり少なくて，かなり少ないというか２つしかなくて，そのう

ちの１つが大幅に目標値に届いていないというところでございますので，Ｃ評価と

しております。ここの状況も，私ちょっと不勉強で分かっておりませんので，どう

いう状況で目標が未達なのかということを御説明いただけたらと思います。以上で

ございます。

（会長）

ありがとうございます。それでは評価に移りたいと思います。なお，本日の会議

は15時30分終了の予定ですが，議事の都合上，基本目標３の評価につきましては，

14時30分を目途に終えたいと考えておりますので，御協力をお願いいたします。基

本目標３について，委員の皆様から理事者に取り組み内容や実績を詳しく聞きたい
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とか，あるいは各施策の目標達成に向けたアドバイスなど何からでも結構ですので，

挙手の後，発言をお願いしたいと思います。

まずは，評価案を作成いただきましたＡ委員さんからありました質問から進めて

いきたいと思います。１つが後半の方ですけれども，55ページの「交通ルール遵守

とマナーの向上」のところで，シートベルトの着用率がなかなか上がっていない状

況はどうしてなんだろうというところがあったかと思います。あともう１つが，最

後の主要施策になりますが，57ページ，主要施策８「人と動物がともに暮らせる地

域づくり」のところですね。こちらは主要事業として２つあるわけですけれども，

２つとも数値目標が達成できていないというところなので，その現状といいますか，

あと今後に向けた取り組みなど，もう少し状況の説明が欲しいという，そういう話

だったかと思います。お願いしてよろしいでしょうか。

（警察本部）

警察本部でございます。シートベルトの着用率向上に向けた取り組みについて御

説明をさせていただきます。シートベルト着用率の調査の結果でございますけれど

も，運転席につきましては全国平均98.5％のところ，本県においても98.5％でござ

いますけれども，助手席につきましては全国94.9％のところ90.8％，若干低い数値

となっております。また後部座席につきましては，全国36.0％のところ40.0％とい

うところでございます。いまだシートベルトの着用については，定着に至っていな

いというような状況にあるということと認識をしております。

このことから，後部座席を含めました全ての座席のシートベルトの着用徹底に向

けた更なる取り組みが必要であるというふうに考えてございまして，今後の着用徹

底策といたしましては，非着用の危険性を強調した広報活動でありますとか，着用

効果を実感できますシートベルトコンビンサーを用いた交通安全教育，また街頭に

おける違反取締りの強化等々強力に推進していく所存でございます。また現在警察

本部におきまして，シートベルト着用の重要性を訴える動画作成を行っているとこ

ろでございまして，完成できましたら県警ホームページ等々を通じて広く広報をし

てまいりたいと考えておるところでございます。以上でございます。

（危機管理部）

危機管理部の方から，災害救助犬，セラピードッグの件についてなんですけど，

現在災害救助犬２頭，更にセラピードッグについては17頭というような形で確保で

きております。現在セラピードッグの方についても36頭の育成を進めているところ

なんですけど，やはり飼い主の方の確保ということもございますし，それと災害救

助犬については資質という部分もあって，そういう課題もクリアできるような形で，

いろんな団体と協力しながら進めているところでございますけど，目標と掲げてい

るところの数字には達していないというのが現状でございます。

（会長）

ありがとうございます。
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（Ａ委員）

今御説明いただいたとおりのことかと思うんですけれども，ここは評価すべき項

目が２つしかありませんので，その中の１つのところで，しかもまあまあ取り組み

を強化していただいてますので，私はＣと評価しておりますけれども，Ｂでもいい

かなというところをちょっと御議論いただけたらと思います。

（会長）

はい，分かりました。ありがとうございます。評価案の方をもう一度全体の，例

えば資料２の表のところで確認すると，基本的な評価の仕方ですね。資料１で定め

ていると言いますか，そちらと比べて重点戦略２の主要施策１「災害対応体制の充

実」こちらが評価としてはＢと，数値目標達成状況の方としては☆ですけどもＢと

なっていたり，あと重点戦略３の主要施策１，こちらはそのままですね。

あと重点戦略５の主要施策１，こちらも数値目標達成状況としては☆であるけれ

ども，評価案としてはＢになっている。さらに、その同じく重点戦略５の主要施策

７ですかね。こちらも数値目標達成状況としては☆ですけれども，評価案としては

Ｂになっております。ただいま，更に評価案としてはＣですけれども，状況として，

これもＢにしてもいいのではないかとありましたので，今上げましたものを含めて

御意見と言いますか，御議論をまずいただければと思いますが，いかがでしょうか。

あまりこの席から意見を言うのもあれかもしれないんですが，私としてはですけ

れども，例えば，重点戦略５の主要施策の８ですけれども，事業が確かに２つしか

ないと言えば２つなんですが，この２つの主要事業で，この主要施策を進めていこ

うという，多分計画になっているんだろうということだと思います。もし足りない

のであれば，もっとあるはずということで，この２つでやっていくという，この仕

組みと言いますか方針であれば，特に少ないのは少なくてもこれでというところな

のかなと思います。少ないというところに触れるのであれば，これで本当にこの主

要施策をやれるんですかって，多分そういう話なのかなと思うんですけど，それは

やれるんだという前提でいいのかなと思いますので，このまま私はＣのままでもい

いのかなと，少ないからというのは特にいいのかなと思ったりしております。

さらに，ちょっと辛口になるかもしれないですが，その１つ前の重点戦略５の主

要施策７，55ページです。こちらは私はむしろやっぱりＣ評価でもいいのではない

かと思ったりいたします。こちらの主要指標が交通事故による死者数ということで

して，数値目標の達成度のところは「－」が入ってはいるんですけど，これは恐ら

く工程のところで27，28，29が空欄であるということなのかなと思います。30年度

に向けて30人以下ということなんですが，しかし状況として27，28の推移を見ると，

残念ながら大きく増加しているというところを思うと，確かにここで一番重要な指

標は，多分交通事故による死者数なのかなと。もちろんよく分からないんですが，

そのためのシートベルトなのかなと思ったりすると，状況から判断をすると，評価

としてはむしろＢではなくＣでも仕方がないのかなというふうに，私としては思っ

たりしますが，委員の皆様方，御意見いかがでしょう。はい，お願いします。
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（Ｂ委員）

まず，57ページのところなんですけど，結論的には私もＣでいいのではないかと

思います。354番は殺処分頭数を減らしていこうという取り組みですけど，やっぱ

り27年度も28年度も計画から増えてますよね。両方増えているところで○（ほぼ達

成）というのが，本来だったら△（未達成）が適当ではないかと思ったんですけど，

△でＣでいいのではないかというふうに思います。

それから，55ページのところの「交通ルール遵守とマナーの向上」については，

シートベルトの着用率，助手席が前年度よりは率が下がっているというふうなこと，

後部座席は上がっているということなんですけど，いずれにしても助手席，後部座

席ともに，やはり啓発活動がちょっと弱いのではないかというふうな気がいたして

おります。そういう意味からすると，会長はＣという評価でしたので，私もＣでも

いいのではないかというふうに思います。

それから，マナーの向上という観点からいたしますと，私もよく見かけますけれ

ども，最近は特に携帯電話の運転席での，いわゆる取り締まられなければいいよう

な感じの対応がよく見受けられて，これもやはり注意が散漫になるということから

すると，事故につながっているということで，シートベルトは当然命に関わること

なんですけれども，やはり携帯電話を今ほとんどの方が持っていらっしゃますし，

やっぱりそういう意味では，もう少し携帯電話の運転上の問題については取り上げ

てもいいのではないかというふうに思います。特に，高校生などの自転車も，最近

はスマートフォンを見ながら運転をしている学生なども随分見受けられるというこ

ともございますので，そういうところは少しここへ項目としても含めればどうなの

かなというふうに思いました。以上です。

（会長）

はい，ありがとうございます。後半の意見の方は，恐らく他の委員さんは御異論

はないと思いますので，我々からの意見としてそういうのは，評価と合わせて盛り

込んでおくようにしたいと思います。いかがでしょうか，他にもし御意見。はい，

お願いします。

（Ｃ委員）

交通ルールのところでシートベルトの話は出ているんですけど，１点ちょっと教

えていただきたいんですけど，チャイルドシートの着用率っていうのは分かります

か。

（警察本部）

警察本部でございます。チャイルドシートの使用率でございますけれども，昨年

度調査した結果でございます。１歳未満のお子様については，87.5％と多くの方が

使用していただいております。ただ，年齢が上がることによって徐々にちょっと下

がってございまして，１歳から４歳が74.3％，５歳になりますと38.6％というよう

な状況になってございます。以上でございます。
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（Ｃ委員）

ありがとうございます。先日別の学会でお話を聞いたんですけれども，子供のと

きの習慣っていうのが，大人になったときの行動にものすごく影響を与えるという

のが，いろんな所で発表されていまして，子供のときにチャイルドシートに乗らな

ければならないというふうに教えられると，シートベルトを締めるというのは当た

り前のように行うんですけど，５歳で38.6％ということは，お父さんお母さんが「付

けなくていいよ」というような運転をしていると。そうすると，大人になると「ま

あしなくてもいいか」っていうような行動を起こす可能性があるということをおっ

しゃっていた方がおられまして，そう考えると多少なりとも子供の頃の着用に関し

ても多少は数字で出すのがいいのかどうか分からないですけど，もう少し重点項目

としてあげていってもいいのかなというふうには思います。

（会長）

はい，ありがとうございます。ちなみに，今のでもし分かれば教えていただきた

いんですが，５歳の場合チャイルドシートはしていなくてもシートベルトはしてい

ると，今の30幾らっていうのは何もしていないという状況なんですか。

（警察本部）

何もしていないということでございます。

（会長）

そうなんですか。ありがとうございます。評価としてはいかがでしょうか，Ｃ委

員さん。

（Ｃ委員）

数字だけを見るとＢが妥当かなとは思うんですけど，いろんな観点からもう少し

切り口を広げていくと，ひょっとするとＣになる可能性もあるのかなというのは思

います。ただ，今のこの出していただいている項目でいくと，Ｂが妥当かなという

ふうに思っております。

（会長）

いかがでしょうか。ちなみにＣ委員さん，「人と動物がともに暮らせる地域づく

り」，こちらの評価はいかがでしょうか。

（Ｃ委員）

基本的にかなり難しい項目なので，私自身は実行している段階でＢでもいいのか

なとは思うんです。やはり先ほどもお話があったように，飼い主の方が足りないと

か，やはり地方都市でいけば，かなり問題というか課題的なところが大きいので，

その辺をいかに克服するかということを踏まえて考えると，実行を頑張ってやって

いるというところはＢでもいいのかなというふうには思っています。

ただ，あと何年後に何人養成しますとか，そういうふうなものがもう少し具体的

に，犬の数とかではなくて，飼い主の人数とかそういうのも，もう少し具体的に出
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していただけると，評価的にはひょっとするともう少し変わるかもしれません。

（会長）

いかがいたしましょう。Ｄ委員さん，どうしましょう。

（Ｄ委員）

主要施策７の方に関しては，会長の指摘がかなり私も印象に残りまして，主要指

標の交通事故による死者数がちょっと増えているっていうのは，大分ちょっと，こ

こに数値目標の達成度が入っていないというのが，ちょっと他のものと見比べると，

主要指標がない，判断基準がないのがなかなか辛いところかなと思うんですが，評

価としてはＢでいいのかなというふうな気もします。

主要施策８の方に関しては，セラピードッグの目標数値がかなり高く設定されて

いるような気がしたんですけど，これは当初多分重要というふうな判断がされた上

で高く設定されたんだなと思うと，達成されていない頭数がかなりギャップがある

ので，ここはＣでいいのかなというふうに思いました。

（会長）

はい，ありがとうございます。と，いたしますといろいろ御意見あったところで

ございますが，いろんな御意見，今後の取組方針のところでまた生かしていただけ

ればと思うんですが，評価としては評価案のまま，この交通ルールのところがＢで，

人と動物のところがＣというところでございますかね。そのままという感じが，皆

さんお伺いしていたら，それでよろしいですかね。

ではその他のところ，施策につきましていかがでしょうか。もしなければ，この

評価案はこれで確定させたいと思いますが，よろしいでしょうか。はい，お願いし

ます。

（Ｅ委員）

評価を変えるとかっていう話ではないんですけれども，28ページの「四国新幹線

実現への取組み」っていうのがありますね。具体的にやられた内容が，促進期成会

の設立と主要指標としてＰＲ活動回数というのが上がっているんですが，上の方の

促進期成会を設立されたというのは，非常に大きな成果だなと思います。

一方，主要指標とはなっているんですが，ＰＲ活動の回数で，いろんな行政の施

策で多いんですけど，いろんなシンポジウムとかをいっぱいやりましたとかという

のが，施策で結構出てくるんですけども，やった結果，それによって県民の人たち

の意識が大きく変わっているかどうかというのは，あまりはっきりは出てこないわ

けで，ここも四国新幹線に向けたＰＲ活動，年間２回くらい一応やってはおられる

んですが，国の方とかいろんな所からも，やっぱり四国は，住民の人たちは本当に

新幹線が欲しいと思っているのかどうかが今ひとつ分からないという声が結構ある

んですけれども，このＰＲをやった結果，必要だと思う人が増えているかどうかと

いうところは一番重要なので，その辺がこのＰＲ回数だけだと全くはっきりしない

ので，やはりより広い県民の人たちに四国新幹線が必要だと思っているかどうかと

いうのを，アンケート調査をやるとかですね。そういう広がりが実際に出てきてい
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るかどうかというのを，チェックするという必要が，本当はあるのではないのかな

という感じはします。

（会長）

はい，ありがとうございます。今のお話に関連して，例えばそのアンケートなん

かっていうのは，そういうのってやっているんですか。はい，お願いします。

（県土整備部）

県土整備部でございます。今のところアンケート調査というのは，取り立ててや

っていないんですけれども，新幹線の実現に向けた県の取り組みをちょっと紹介さ

せていただきますと，国の方へは四国４県が連携をして，提言活動をさせていただ

いております。国土交通省始め，自民党本部，いろんな面々で複数回提言活動をさ

せていただいているところでございます。また，シンポジウムにつきましても毎年

２回，３回開催させていただいて，新聞の読者の手紙の方でも，いろんな御意見あ

るんですけれども，関心も高まってきているんではないかなと感じているところで

す。

委員さんおっしゃったように，やはり地元の機運というのが非常に大事だという

こともありまして，去る７月６日に御案内のとおり四国４県が連携をいたしまして，

行政団体と経済団体，そういったところが構成した四国新幹線整備促進期成会とい

うのを新たに作りまして，東京の方で発足会を行って，省庁の方にも提言をさせて

いただいたところでございます。そういったＰＲ活動の結果，どういうふうに県民

の機運が盛り上がっているかというのを，どう捕捉していくかということについて

は，ちょっと今の御提言も踏まえて十分検討をさせていただけたらと考えておりま

す。以上でございます。

（Ｅ委員）

シンポジウムとかだと，やっぱり参加する人も数が限られていますし，多分大体

同じような，既に関心のある人が聞きに行くんだと思うので，広がりが出てきてい

るかどうかというのを何らかの形で捕捉するようなことは，是非御検討いただけれ

ばというふうに思います。

（会長）

評価はこのままでということで。

（Ｅ委員）

はい。

（Ｂ委員）

評価には関わらないんですけれども，３ページのところの，消防団への新規入団

者数の項目ですけれども，実績がまだ出ておりませんけど，風聞によりますと，な

かなか新規入団者数が少ないというのをよく聞きます。特に公務員の方々が消防団

に非協力的ではないんですけども，仕事の関係等々でなかなか消防団に入っていな
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い方も多いということで，市町村単位で加入率のようなものがあるんでしょうか。

徳島県で，いわゆる地域の消防団に加入して活動されているという県の職員さんで

ありますとか，更に市町村の職員さんであるとかという加入率っていうのは分かり

ますでしょうか。

（危機管理部）

危機管理部です。各市町村単位というふうな形で統計的に整理されているところ

は，今手元には資料がございませんけど出てくるかなと。あと，県の職員関係で入

っているというような形の資料はないような状況なんです。ちなみに，それぞれの

ところ，地方公務員というふうな形では統計の資料がまた出てくるかなとは思いま

す。

（会長）

例えばデータはないのかもしれないですが，実感と言いますか，雰囲気として，

例えば県職員の消防団の加入っていうのは，どういう雰囲気と言いますか。

（危機管理部）

公務員の方が消防団の加入に非協力的というのは，あまり私らも実感としてはな

くて，それぞれの地域で企業の方も含めて地元で活動していただける方が加入して

いっていると。さらには，そこの消防団として活動しやすいように，地域でその事

業所なんかも協力を求めながら加入促進に取り組んでいるというのが状況です。

（会長）

木で鼻をくくったようなという感じですか。

（Ｂ委員）

やっぱり施策で上げるっていうことは，民間の方も同じように公務員の方もやは

り地域の主体になると思うんですよね。以前は何かで聞いたことがあるんですけど，

兼職が云々かんぬんと言われたこともあったように聞いたことがありますけれど

も，その意味では，総合的な地域住民サービスを提供するという公務員としてのこ

となら，やはり地域の消防団にも積極的に入ってっていうことを県としても指導を

して，その中からいろんな情報もあると思うんですよね。消防団の中の情報なども

ありますから，そういうものを県の職員の中から県などの方に反映させるっていう

ようなこともあると思うんですよね。そういう意味では，是非市町村の公務員の皆

さん方にも県の方から指導を頂く，さらには県の職員の皆さんにも地域貢献として

の消防団の加入を頂くというふうなことはいかがでしょうか。

（危機管理部）

もちろん消防団の方には当然，県職員問わず，市町村職員問わず入っていただき

たいというのはもちろん当然でございます。そこはどうしても仕事，これを言って

しまえばしょうがないかもしれませんが，仕事との両立という部分ございまして，

そこの部分はやっぱり，県職員で消防団に入っている方は幾らもいらっしゃるんで，
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そこはお願いするというところでしか今はないのかなというふうに思うんですけ

ど。

（会長）

多分Ｂ委員さんおっしゃって，そして今お答えの中で，仕事とおっしゃっていた

のがすごく現実のとこであって，僕が聞く話だと，入りたくてもサラリーマンとい

いますか，給与所得者といいますか，勤め人は入れないという話を聞いたりします。

それは雇主といいますか，事業所の方から理解が得られないと，「働け」と，「そん

な所に行っている場合ではないだろう」というふうな。そのときに聞くのが，まず

は，例えば地元でその市町村の役場の方から事業所に働きかけをしてほしいと，本

人はやりたいと思っていても職場の雰囲気として消防団に関わりたいんだというこ

とすら言えないと。つまり，「何あほなことを言ってるんだ」と，そういうような

事業所があるというような話。

そのときに，その事業所がその市町村内だけであれば地元でいいんですけど，要

するに勤め先が別である場合があったりする。そういうときには県の方で，そうい

う事業所への働きかけっていうものを支援といいますか，やっぱり隣町のとか，事

業所に役場から働きかけるのはなかなか大変なので，県民局なども含めて県の方で，

そういう事業所なんかへの働きかけを支援してほしいというふうな声を聞いたりし

ます。

そうすると，結局「隗より始めよ」ではないですけれども，「いや仕事があるん

で消防団できませんよ」というふうに民間の事業所から言われてしまうところを思

うと，先ほどＢ委員さんおっしゃっていた公務員の方でそういうことがやれる体制

であったり，そういう理解っていうものはしておくというか，そういうふうにして

おいた方が民間の企業への働きかけの仕方も，多分しやすくなるんではないかとい

うところを思ったりしましたもので。意外にじゃないですけど，今後消防団への新

規加入っていうことを考えたら，僕もそこが一番重要なところかなと思ったりしま

す。なかなか苦しい状況は分かるんですけれども，民間の事業所への働きかけなん

かは，市町村の方と連携しながら，もうちょっと個別具体的なところまでやってい

ただけると，多分500人というところに数値が少しでも近づくのかなと思いますの

で，取り組みの方としては私からも同じ意見でございます。特にお返事は。

（危機管理部）

先ほどおっしゃっていただきましたように，消防団の加入促進というふうな形で，

消防団協力事業所表示制度とか，そういうふうな形で，地域でもそういうふうな地

域貢献をしていただいているところの事業所に対しての認証制度とか，あと消防団

を応援する応援の店というふうな形で，消防団に有利な形でメリットがあるような

形のお店なんかも拡大するというふうな取り組みはやっておるところでございま

す。

（会長）

はい，ありがとうございます。他にいかがでしょうか。もしよろしければ評価を

確定いたしまして進めていきたいと思います。評価ですが，評価案から変更になっ
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たところはなかったかと思います。評価案のとおりで決定したいと思いますが，よ

ろしいでしょうか。はい，それではそのようにしたいと思います。

続きまして，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。評価案

の議論の中で，少し個別にはいろいろ御意見，提言いただいたわけですけれども，

基本目標３全体を俯瞰して，こういうことにも重点を置くべきであろうとか，もう

ちょっとこんな観点やこんな取り組みやこんないろんなことを追加すべきであろう

と，何かそういうふうな御意見，御提言をいただければと思います。まずは評価案

を作成いただきましたＡ委員さんからお願いします。

（Ａ委員）

テーマ自体が「安全安心・強靭とくしま」っていうところですので，国土強靭化

計画とかを作ったり，その県版も作ったりとかっていうところで，いろいろ取り組

むべきことがあるのかと思います。

まず１点目は，先ほどＥ委員からもお話ございましたけれども，成果目標である

のか，プロセスの目標であるのかみたいなところっていうのは，これ計画策定の段

階のお話なので，総合計画審議会にということになるのかもしれませんけれども，

成果目標で判断できるようなことがもうちょっと増えたらいいかなって，毎年思う

ことなんですけれども。というところと，あとプロセスの目標，例えば「イベント

を何回開催します」とかっていうような，実際それができて，ちゃんと普及とか啓

発につながったかとか，いろんな前進をしているのかっていうところまでなかなか

分からないんですね。先ほどＥ委員がおっしゃったように，アンケートをするなど

とかっていうところが一番つかみやすいかなっていうところですので，プロセス目

標になっているような項目につきましても，できればどんな状況の取り組みとか，

今後の取り組みとして，成果としてどういうふうに表れているのかというところを

お書きいただけたらありがたいなというふうに思いました。

先ほど来，皆さんはお話，議論をなさっている中で，やっぱり必要なのが人材育

成とか，人をどうそっちの方向に持っていくか，持っていきたい方向とか，助け合

って生きていけるかとかというような，そういうふうにハードの面とかっていうと

ころももちろんあるんですけれども，ソフトとか，人がどうやって動くか，人にど

うやって動いてもらうかっていうのも含めて，我々県民一人一人が取り組むべきか

と思うんですけれども，そのサポートとかっていうのをしていただけたらと思いま

す。抽象的な話で申し訳ありませんが，以上でございます。

（会長）

はい，ありがとうございます。その他にいかがでしょうか。

（Ｆ委員）

主要施策の７番の，さっきのシートベルトなんですけど，ちょうど私の子供も今

一番下が５歳なんですよね。ジュニアシートに乗せているんですけど，これってや

っぱり後部座席が40％っていうのって，後部座席に乗るのって大体子供が多いんで

すよね。親が運転するので，子供は後ろで。私は子供が４人いるので，上は大きい

んですけど，下もジュニアシートに乗っているんですけど，これすごく思うんです。
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５歳は一人でも座れるし，ジュニアシートに乗せてあげたら，ちょっと椅子が高く

なって景色も見えて，シートベルトもすごくきれいにはまるんですね。子供がどっ

ちに乗りたがるかといったら，結構ジュニアシートに乗りたがるんです，子供って。

私の家の場合，このジュニアシートは背中にもシートが付いているタイプなんです

けど，そこに乗ったらやっぱり景色も見えるし，シートベルトもぴたっとくるし，

乗りやすいって言って。だから，結構ジュニアシートはやっぱり物がいいんですよ

ね。ジュニアシートって軽いし，安いんですよね。

だから，ジュニアシートをいっぱい付けてもらったら，乗った子供も景色も見え

て，しっかり身体がぴたっときて，長時間乗っても乗りやすいですし，そういうの

をもっとＰＲしていただいたら，子供を後ろに乗せるっていう部分では，ちょっと

パーセンテージが上がればいいなっていうふうに思いました。

（会長）

はい，ありがとうございました。他にいかがでしょうか。

（Ｃ委員）

皆さんいろいろあると思うんですけど，29ページの都市部における交通渋滞に関

しての話なんですけど，これに関しましても，目標として「何箇所工事をします」

っていうような感じなんですけれども，交通渋滞で一番分かりやすい指標というの

は，損失時間っていうのがありまして，要はどれぐらい渋滞につかまっていて，時

間を損しているか，いわゆるお金に換算すると，そこで渋滞につかまらなかったら

どれぐらい生産するかみたいな話があるんです。

やはり，渋滞対策の推進と考えると，工事をしてどれぐらい損失時間が減りまし

たっていう値を出していただく方が，やはり分かりやすいのかなと。徳島県の国道

は，四国の中でワースト２位とワースト５位っていう所がありますので，そこがい

かに解消するかっていうのを目指していただきたいのが１点。

それと，これに関わることとして，第１回のときに欠席させていただいて申し訳

ないんですけど，基本目標１のときに，「公共交通の維持・発展」っていう施策が

あったと思うんです。実はこれはかなりリンクしているというか，相関しているこ

とになりまして，交通渋滞を起こす原因は，道路のキャパシティーよりも車が多く

走るから渋滞をするというのが一番簡単な考え方で，では渋滞をなくすためにどう

するんだっていうと，キャパシティーを増やすか車の量を減すかなんですね。

今ここに推進で書いているのが，キャパシティーを増やすっていうとこだけが割

とピックアップされているんですけど，車の量を減らすっていうことに着目すると，

実は公共交通を利用するっていうところにつながっていくというふうになるんで

す。

皆さんも御存じかと思うんですけど，ＪＲ四国さんの方が，関係自治体の方にそ

ろそろ多分「もう私たちだけでは運営できませんよ」っていうことを投げかけるっ

ていう，ＪＲ北海道さんがやったようなことを四国さんも考えているっていう記事

が載ったと思うんですけど，やはり公共交通事業者さんも努力はしているんですけ

ど，どうしても車から公共交通にシフトしてもらわないとなかなか利用ができない

と考えると，この施策の４と公共交通っていうのをいかにリンクさせるかっていう
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ところを，できればこういう計画の中でしっかり作っていただけるとありがたいか

なと思いますし，そこを成果の評価としてちゃんと数字として表してほしいなと思

います。以上です。

（会長）

はい，ありがとうございます。他にいかがでしょうか。はい，お願いします。

（Ｅ委員）

目標の設定のところで，重点戦略５の中の主要施策の最初の３つの「安全・安心

な食の確保」と，それから「食品表示の適正化」，それからその次の「消費者自立

支援の推進」で，いろんな施策があるんですけれども，今要するに消費者庁を徳島

に誘致できるかどうかというのが，この３年間の成果によって決まると，そういう

段階に徳島があります。

したがって，今私が申し上げたこの３つの施策については，多分よその県に比べ

て格段に徳島はやっぱり進んでいるという感じを，この３年間で成果をやはり上げ

なければいけないのではないだろうかと思うんですよね。

そういう観点で見たときに，この個々の目標が，他県に比べて徳島の目標が，ど

の程度進んでいるのかどうかというのが，今ひとつよく分からないので，消費者庁

誘致に絡むような施策のところは，特に他県との比較を意識されて，「徳島は，は

るかに進んでやってますね」という感じの目標を，今からでも目標修正してでもや

れるところはやっていく必要があるんではないかなというふうに思います。

（会長）

はい，ありがとうございます。他に御意見どうでしょうか。それでは時間の都合

もございますので，基本目標３の評価と総合的な観点からの意見は，この辺りで終

えることにいたしまして，次の議題に移りたいと思います。

続きまして，基本目標４の評価に移ります。はじめに評価の参考とするため，総

合政策課から基本目標４の概要について御説明をお願いいたします。

（総合政策課政策調査幹）

基本目標４の概要説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

（会長）

ありがとうございました。次に基本目標４の評価案を作成いただきましたＡ委員

から説明をお願いします。

（Ａ委員）

説明させていただきます。先ほどと同様に，Ｂ評価，Ｃ評価のところを中心に御

説明いたします。まず，５ページから７ページの「地球にやさしいライフスタイル

への転換」というところでございます。こちらの６ページで，「スマート社会モデ

ル地区の構築」というところがあるんですけれども，これ28年度に構築できている

はずなのが，まだ今現状では調査中というところでございますので，ここの項目が
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あってＢ評価というふうにいたしております。ここの中で，今現状調査というのが

どのように調査されているのか，あとは構築して推進というところが計画ではある

んですけれども，それがどれくらいに構築ができて，その後取り組むことができる

のかというところの現状と今後の見通しというところをお教えていただけたらと思

います。

次が14から16ページ，「きれいな水環境づくりの推進」でございます。14から16

ページにつきましては，７項目あるうちの４つの項目で計画達成をしているんです

けれども，難しいところもたくさんあって，なかなか計画目標どおりにはいってな

いところがありますので，Ｂ評価としております。とはいえ，前年度よりは幾らか

上がっているというところもありますのでＢ評価としております。ここの主要指標

で，汚水処理人口増加数というのが，今現在８月末に判明しますというところなん

ですけども，感覚としてどういうものかというのをお教えいただけたらと思います。

次が19ページ，「地域の良好な景観づくり」でございます。19ページにつきまし

ては，木製ガードレール等の設置延長が目標に達していないというところと，27年

から28年にかけて伸びていないというところですのでＢ評価としております。ここ

でも１点質問させていただきたいんですけど，木製のガードレール設置するという

ときに，ガードレールの取り替えが必要な箇所について，木製に更新していってい

るのか，若しくは木製ガードレールを使いたいというところで，替えなくてもいい

箇所とかにも設置をすることが目的となってしまっていないかっていう，そこの辺

りの現状をお教えいただけたらと思います。

次が20ページ，21ページで，「廃棄物の発生抑制・リサイクルの推進」ございま

す。こちらにつきましても，なかなか半数くらいが目標に達していないというとこ

ろでございますので，Ｃ評価といたしております。この中で，特に20ページのスー

パーエコショップというところで，制度認定店舗数を増やしていきましょうという

ところなんですけれども，現在０店舗というところで，その理由としては，要綱制

定に時間がかかったというところであるんですけれども，要綱を制定するに当たっ

て，何らかの問題があったのかというか，現状こういうスーパーエコショップとい

うのを作っていくのに，何か問題があるのかというところをお教えいただきたいと

思います。

次が28ページ，29ページ，「生物多様性戦略の推進」でございます。こちらも目

標に達していない項目が２つありますので，Ｃ評価というふうにいたしております。

生物多様性リーダー数とか，「とくしま生態系ホットスポット１０選」の選定とか

がまだ伸びていないというところと，「ホットスポット１０選」の選定箇所という

のが，まだ０箇所ということですのでＣ評価としております。

次が30ページ，「自然環境に配慮した公共事業の推進」をお願いいたします。30

ページにつきましても，目標の達成ができてないところが２つあります。全体の半

分達成できていませんので，Ｃ評価としているというところでございます。

次，最後に31ページ，32ページ，「公有林化戦略『徳島グリーンスタイル』の展

開」のところにつきましては，Ｂ評価というふうにいたしております。以上でござ

います。
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（会長）

ありがとうございます。評価案説明していただく中で幾つか質問がございました

ので，先ほどの基本目標３と同じように進めていこうと思いますが，まずは質問か

ら入っていきたいと思います。

重点戦略２，主要施策２「地球にやさしいライフスタイルへの転換」，５ページ

からになりますが，こちらに関しては，６ページの番号369番「スマート社会モデ

ル地区の構築」について確認したいという質問がありましたので，お願いいたしま

す。

そして，重点戦略３，主要施策２「きれいな水環境づくりの推進」ですが，こち

らは項目の386番，14ページになりますが，特に汚水処理人口増加数，実績値は判

明していないんですけれども，見込みといいますか状況について，もしかしたら分

かる範囲になるかもしれないんですが，お願いいたします。

同じく重点戦略３の主要施策５「地域の良好な景観づくり」，こちらは19ページ

になりますが，番号399番の木製ガードレールはどういう所に設置をしているのか

という質問だったかと思います。

そして，同じく重点戦略３の主要施策６です。ページで言うと20ページになりま

すが，番号402番のスーパーエコショップの状況，要綱制定に時間がかかったとい

うところですから，こちらについて質問があったかと思います。順番に説明いただ

ければと思うんですが。

（県民環境部）

県民環境部でございます。順次御説明をさせていただきたいと存じます。重点戦

略４の２の369番の「スマート社会モデル地区の構築」についてでございますが，

昨年度はスマート社会の構築に向けましてマリンピア沖洲産業団地協議会を始め，

県内の事業者らが参加した小型電気自動車，小型ＥＶになるんですけど，この実証

実験を行っております。

この実験におきまして，アンケート調査などからでございますけれども，小型の

電気自動車が環境保全，脱炭素社会への取り組みとして有効であるという認識を得

られたんですけども，小型であることの特性があるものの，車体そのものがちょっ

と小さいということと，それから走行時に関する改善ということで，１人しか乗れ

ないということがあって，そういう課題があるということで，このＥＶについての

課題が見つかったということで，実は調査継続という形をとらせていただいており

ます。

これに加えまして，いわゆるネット・ゼロ・エネルギー・ハウスですね。こうい

ったもの，それからネット・ゼロ・エネルギー・ビルといったものについて，実際

に推進すべく補助制度等も設けながらでございますけれども，確実に遂行させてい

ただいているという状況でございます。引き続きまして，小型のＥＶ等につきまし

ても強力に推進してまいりたいと考えております。

それから，主要施策６のところの402番のスーパーエコショップについてでござ

います。こちらにつきましては，実はこれまで平成６年からエコショップの推進と

いったことで取り組んでまいりまして，27年度までに459店舗を認定してきたとこ
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ろでございます。こちらにつきましては，これまではいわゆる３Ｒであったりとか，

マイバッグとか，こういった取り組みをされている所について認定をしていたんで

すけど，20数年経過した中で，更にこれを強力に推進しようということで，スーパ

ーエコショップの制度を作ろうということで，実は始めたものでございます。

昨年度，この制度を作る際に当たりまして，７月15日に検討会を立ち上げて要綱

の整備に入ったんでございますけれども，どういった整備を進めるのがいいのかと

か，どういった評価をするのがいいのかということで議論がかなりございまして，

具体的にではございますが，先ほどの取り組みについて，例えばレジ袋の削減であ

るとか，店頭の回収であったりとか，販売方式，事業系ゴミの資源化，減量化等々

ですね。それから食品ロスとか，環境，省エネの取り組みといったことについて，

更に項目を40項目に細分化いたしまして，更にこれを１点から５点まで配点をする

ことによって自己評価をしていただこうと。客観的な評価をした中で認定をしよう

ということで，最終的にお話がまとまりました。そういったことに要する調整に時

間を要しましたので，昨年度はここまでにとどまっておりまして，それ以降でござ

いますけれども，こういったことでアナウンスをいたしまして，実際に現在今年度

におきましては既に60店舗が興味を示しているような状況でございまして，今年度

については目標の達成が可能という状況になっているところでございます。

（県土整備部）

私の方から汚水処理人口の増加数の最新の数値と，木製ガードレールについてお

答えをさせていただけたらと思います。まず汚水処理人口の増加数の平成28年度数

値なんですけれども，実は多分明日公表になるだろうと思うんです。数値といたし

ましては，増加数ベースでいきますと，0.9万人ということで，ここの指標のとこ

ろについては累計ということになりますので，それからいたしますと1.8万人にな

ろうかと思います。

それと木製ガードレールの設置の考え方ですけれども，もちろんどこでもってい

うわけではなくて，木製ガードレールがやはり県産材の利用促進にも寄与しますし，

景観的にも非常にいいということで，景観に配慮すべき箇所を中心に整備をしてい

るところでございます。

例えば，国定公園とか，県立自然公園内であるとか，道の駅とか，公園の周辺と

か，それから，八十八箇所の札所の近くとか，そういったところで優先的に整備を

進めておりまして，平成27年度では，国道193号のうだつの町並みに行くアクセス

道路であるとか，鳴門公園線，そういった所を中心に整備をしてます。28年度につ

いては，同じく脇町になるんですけれども，デ・レイケ公園からあんみつ館を結ぶ

道路，そういった周辺の景観とマッチするような所をまずやっていこうということ

で，そういった所を中心に整備を進めているところでございます。以上でございま

す。

（会長）

よろしいですか。
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（Ａ委員）

今，景観にマッチするところに整備するというお話がございましたけれども，そ

の中で，ここは景観にマッチするから木製にしたいと，まだちょっと使えるんだけ

どそれを撤去して新たに設置するのか。若しくは，本当に耐用年数を超えたとか，

何か事故があって取り替える必要がある，そのたびに木製に順次替えていくのか。

そこの辺りはいかがでしょうか。

（県土整備部）

もちろん整備した後，たちまち替えるっていうんではなくて，総合的に考えて，

整備計画みたいな形の中で整備を進めている状況でございます。

（Ａ委員）

そうしますと，28年度におきましては，そういった箇所が見つからないというか，

当てはまる所がなくて整備が行われていないというところでよろしいでしょうか。

（県土整備部）

そういったことだけではなくて，やはり全体の中で整備を進めていく順番という

か，計画を決めてやっているというところで，結果的にこういう数値になったとい

う状況でございます。

（Ａ委員）

木製ガードレール，目標値を達成するために必要じゃない所に設置するとかって

いうのではなくて，必要な箇所がなかったからこのままっていうことであれば，数

値的には達成しておりませんけれども，評価はＡに変えてもいいかなという気はい

たしております。また議論していただけたらと思います。

（会長）

今のところ，僕からも１つ質問させていただいていいですか。これは累計の数字

なんで，平成28年度は１mもやっていないというところが計画どおりというところ

だと思うんですけど，計画的にという意味で言えば。そうすると，この計画はいつ

立てる計画なのかなといいますか，計画どおりなら工程のところも計画を踏まえた

数値でもいいのかなと思うんですが。つまり，全くやらないという年度があるんで

あれば，少しずつ増やす必要もなかったのかと思うんですが，その辺りはどういう

状況なのかなと思うんですが。

（県土整備部）

１点は，ただいまＡ委員からも御指摘のあったように，新しい所を替えるってい

うのではなくて，基本的には更新のタイミングに合わせて替えていかなくてはいけ

ないという形の中で進めているので，年度ごとに多少波が出てくるのと，あとは，

やはり地元の方とのいろんな調整が必要になってきますので，そういったところで，

年度によって多少の進度の変化というのがございます。今先ほど申し上げたデ・レ

イケからあんみつ館を結ぶ線などは，現在は工事に取り掛かって進めているところ
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でございますので，現在は進捗が図られているという状況になってございます。

（会長）

ありがとうございます。まずはそれでは，この「地域の良好な景観づくり」です

けれども，Ａ委員さんからは，案としてはＢであるけれどもＡに変更してもいいか

なという御意見がありましたから，いかがでしょうか。特に賛同する御意見，援護

射撃も何かあるとありがたいんですが。そのままでいいのではないのという，そう

いう意見ですかね。はい，お願いします。

（Ｇ委員）

木製ガードレールの設置延長なんですけど，今お話を聞いていましたら，やっぱ

り必要性があるかどうかというところが問題になってくると思うんですけれども，

目標値自体が１万mですかね，一応立ててますけど。それだけの必要性がなかった

っていうことであれば，これだけの延長になったということで，ここは評価自体を

Ａにしてもいいのかなという気がします。

（会長）

いかがでしょうか。書きぶりとしては，必要性のない計画を立てたというような

コメントがどこかに残ってしまうのか分からないんですけれども，Ａでもいいので

はないかという御意見ですが，いかがでしょうか。

ただ，元々「毎年500mずつ延ばしましょう」という，そういうふんわりしたよう

な工程に見えてしまうんですけど，いかがでしょうか。それでは，評価としまして

は支援がありましたので，評価案としてはＢですけれども，評価としてはＡに変更

するということにしたいと思います。

その他いかがでしょうか。評価の変更に関わるところを中心に，またＢ，Ｃ評価

のところを中心に，またいろいろ御意見があろうかと思われますので，どこからで

もお願いいたします。

（Ｈ委員）

主要施策２「地球にやさしいライフスタイルへの転換」について，Ｂ評価を付け

られているんですけど，今のスマート社会モデル地区の構築のお話をお聞きしても，

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル，あと小型ＥＶの推進と，本当に今後の取り組み

も意欲を感じたんですけれども，数値目標の達成は△になってますけれども，まだ

始まったばっかりで，今後の取り組みに期待してお話を聞いた上で，私はＡ評価に

しても良いのではと思いました。

（会長）

はい，という御意見ですが，いかがでしょうか。５ページからになります。主要

施策２「地球にやさしいライフスタイルへの転換」という，なかなか文字どおりに

は達成が難しそうな施策の名称なんですけれども。369番でいうと，特にスマート

社会モデル地区といったときに，どういうイメージを持つか，僕なんかなかなかこ

れをこんな28年度に構築っていうのは，大胆な目標だなというようなイメージだっ
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たんですけど。モデル地区っていうと，何か北九州にあったりするようなとか，あ

る程度のエリアで実現しているようなイメージをしてしまうんですけども，話をお

伺いすると，そういうとこまでは元々イメージしてなかったような気はします。た

だ，取り組みとしては着実にやっているようなので，そこを踏まえて，この施策の

評価としてはＢではなくＡでもいいんではないかという意見ですが。

（Ｅ委員）

よろしいですか。今のスマート社会モデル地区の構築というところなんですけれ

ども，ここを本当は全国から徳島に視察に来るようなモデル地区を構築してほしい

んですよね。既に，もう会長もおっしゃったように，北九州とかいろんな所でいろ

んなスマート・コミュニティーというのが作られてまして，ゼロエネルギー住宅と

か，そういうのが結構いっぱいあるんですよ。ですから，徳島でどの程度のものを

目指していらっしゃるのかというのが今ひとつよく分からなくて，相当先進的な所

は，よその地区はかなりやり始めているので，私としては，むしろちょっとこれは

遅いのではないかなという感じがするぐらいです。

唯一ここの取組方針に入っているカーシェアリングの仕組み作りとか，その辺は

他ではあまりやってないような気もするので，そこはちょっと新しいかも分かりま

せんけれども。どうせなら本当に全国から徳島に視察に来てもらうようなものを作

ってほしいんだけど，それにはまだかなり遠いかなという感じがしまして，できる

だけ頑張ってほしいとは思うんですが，現状はＢ評価でいいんじゃないかなとは思

います。

（会長）

はい，ありがとうございます。はい，いかがでしょう。

（Ｃ委員）

このスマート社会っていうのは，今Ｅ委員が言ったように，全国でも先進的な所

はもう進んでますので，そこに追い付くっていうよりは，徳島だからできたってい

う方がいいのかな。

僕が注目したのは，中山間地域でスマート社会をやるってすごい大胆だなって思

ってまして，僕のイメージにも沸かないんですよ。どういうまちを作るのが中山間

地域でスマート社会なのかというのは分からないので。逆に言うと，これがものす

ごくいいものが確立できたら，全国の中山間地域から見に来てくれると思います。

皆さん多分知恵を絞りながら，いろんなことをやりながら，中山間地域どうするん

だって悩んでいる地方の役場の方たちがいると思いますので，この辺をもう少しフ

ォーカスしてもいいのかな。

先ほどの話だと，沖洲でいろいろやられている。どちらかと言うと都市部に近い

話だったんですけど，徳島県の半数以上は山なので，その辺でいかにスマートシテ

ィーとして成り立つかっていうのを打ち立てるっていう野望があるのなら，Ａでい

いと思います。そこまで，いやちょっとと言うのなら，僕はＢでもいいかなと思い

ます。
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（会長）

おっしゃるとおり，先進的なとこの多くは，大体都市部がやっている都市部の話

なので。

（県民環境部）

よろしいでしょうか。県民環境部でございます。例えば，中山間地域のような所

でございますけれども，特に徳島の場合災害等もございますので，そういった意味

で昨年も孤立地域も出てしまいました。そういったことの解消にも向けまして，で

きれば先ほど申しましたネット・ゼロ・エネルギー・ハウスであったりとか，そう

いったもの，自然エネルギーなどを組み合わせまして，それと先ほどの小型の電気

自動車，若しくは水素自動車等々，こういったものの組合せなどを考えながら，こ

ういったモデル地域ができないかということも，現在検討しているところでござい

ます。

（会長）

もしかしたら，野心とか野望を語っていただいた方がＣ委員の心に訴えたのかも

しれないんですけれども，いかがですかね。

（Ｃ委員）

多分，防災とかに引っかけるといろんなことができるんだろうなと思うんですけ

ど，果たしてそれがスマート社会かって言われると，ちょっと首をひねっちゃうと

ころもあるんです。防災のためだけに，いろんな地熱を使ったり，太陽光を使った

りっていうのは分かるんですけど，それを使うからスマート社会ですよねっていう

のは，やはりちょっと趣旨が違うのかなと。

（県民環境部）

失礼しました。趣旨としましては，先ほど申しましたような，要はゼロエネルギ

ーという位置づけの中でのスマートというものがございまして，その中で副次的に

先ほど申しましたような災害対策にも寄与できると。先ほどもお話ございましたよ

うな中山間地域でこういったことができるとなると，やはり我々徳島県の将来の発

展にもつながるんじゃないかというような意図もあるところでございます。

（会長）

いかがでしょう。

（Ｃ委員）

難しいですね。本当に今後全国から「徳島県ってすごいことしてるよね」ってい

うようなことをやってみようっていうのが，やはりこういう計画の中では大事なの

かなっていうふうに思うので，もう少しその辺を前面に押し出すと，今度「評価で

きてませんね」って話になると大変なので，何とも言えないと思うんですけど，や

はりその辺りの書きぶりも含めてやっぱり大事なのかなと思います。今のお話だと

まだＢかなという気持ちはあります。
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（会長）

分かりました。恐らく，実際その中山間地域のスマート社会のイメージって，な

かなか難しいところだと思うんで，もし今後の取り組みで，今この括弧して並列に

都市部と並べてるんですが，恐らく中山間地域でっていうことであれば，モデル地

区の構築までいかなくても社会実験でもう十分というところのレベルっていうか，

状況かなと思います。都市部でいくなら，先ほど委員さんからありましたように，

本当に先進的な所がたくさん既にあるんで，追い付くか，別の何かでとがっていく

かってとこだったりするのかなと思います。評価としては，そのままＢというふう

にしたいと思います。その他いかがでしょうか。はい，お願いします。

（Ｂ委員）

33ページの「県民憩いの森（仮称）の創設」ということなんですけど，27年，28

年で候補地の検討，設置後の課題の抽出を行ったということなんですね。27年，28

年，累計だと思いますけれども，28年には４箇所を設定するということで，今後の

取組方針のところでは，県民憩いの森の，やっぱり仮称は仮称なんですけども，29

年８月，今年の８月に開催予定のとくしま森林づくり県民会議で概要を説明して公

募を開始，年内の指定に向けた取り組みを行っていくということなんだけど，これ

はどういうことなんかなと思って，取り組みとしたんだけど応募がなくてそのまま

の状態になってて，改めて今年の８月に公募を開始すると，こういうことですか。

（会長）

現状，状況を教えていただければ。

（Ｂ委員）

仮称っていうのは，できると仮称がとれるっていうことですか。

（農林水産部）

農林水産部でございます。今，Ｂ委員さんから県民憩いの森に関する御質問を頂

きました。御案内のとおり，県土の75％を占めております徳島の豊かな森を，県民

の皆様が気軽に体感できる施設として，県民憩いの森を創設して，県民の皆様の森

林に対する理解や意識の醸成を図るという目的で，この数値目標を設定いたしてお

ります。

状況でございますが，これまでこの県民憩いの森を創設するために，制度の設計

や，候補地の洗い出しなんかを行ってきました。この資料を作成するときは，日程

をはっきり書けなかったのですが，８月３日の木曜日でございますが，とくしま森

林づくり県民会議におきまして，この県民憩いの森を選定するために，とくしま森

林づくり県民会議において，広く募集を行うことを発表いたしました。

県民会議や有識者で組織いたします，とくしま憩いの森選定委員会を設置するこ

とですとか，選定委員会の公募委員も募集することを発表いたしまして，第１回の

イベントを10月ごろに開催することを目指して，年内の指定に向けた取り組みを進

めているところでございます。ということで，今年度に一気に10箇所指定するよう

な方向で，今進めているところでございます。以上でございます。
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（Ｂ委員）

27年度，28年度っていうのは，計画はあったんですか。

（農林水産部）

先ほど簡単に申し上げたんでございますが，制度設計ですとか候補地の洗い出し

ということで作業を進めておりました。今年度に一気にっていうような形になった

ような状況でございます。検討は進めておりました。

（Ｂ委員）

箇所を設定するまでには至らなかったけども，目標に箇所を設定しちゃったとい

うことですか。

（農林水産部）

徐々に増やすような計画になっているじゃないかというようなことでございます

ね。状況としては，できるだけ早い時期に制度設計ですとか，候補地の洗い出しを

する予定であったんですけど，制度の設計とかに時間を要したということで，その

部分はずれ込んできたということでございます。

（Ｂ委員）

ここはＢ評価のところになっていると思うんですよね，△ですから。だから27，

28はそういう考え方であったんだけども，いわゆる年度別計画に入れる箇所数では

なかったということなら，Ａに変えても良かったかなと思ったんだけど，そういう

答弁ではなかったように思いますので，現行で良いんではないかと思います。

（会長）

はい，分かりました。他にいかがでしょうか。Ｉ委員さん，いかがでしょう。

（Ｉ委員）

29ページの425番のどんぐりプロジェクトについて，これは部局が南部となって

いるんですけど，この種苗・植樹っていうのは，私たちもやっぱり興味があるんで

す。というのは，やっぱり山と海はつながっているって昔から言われてますので，

私たちも植樹に興味はあるんですけど，やったことがないんですよね。

それで，できればこういうふうなプロジェクトがあるんでしたら，この「町，教

育機関など関係機関と連携する」っていう中に，できれば水産関係っていうのも入

れていただきたいなと思います。声掛けしていただければ，そういうふうな応じる

ところもあるかと思いますので。

それとあと，会長のやっているカーボン・オフセットですか。私も入らないとい

けないなと思っているんですけど，やはりあれはもう本当にいい取り組みかと思う

んですけど，やっぱり認知度というか，知られていないことの方が多いかと思うん

です。それもやっぱりいい取り組みかと思いますので，もっともっと県民の方に知

らせていくべきかと思います。以上です。



- 24 -

（会長）

森の取り組みであっても，海，山，川がつながっているので，広く知らせてほし

いという，そういう御意見，御提言だと思います。他にいかがでしょうか。

（Ｇ委員）

32ページの431番なんですけども，評価とはちょっと関係ないんですけど，人工

造林面積の数値が，平成27年，28年と，目標値には満たしてないということなんで

すが，この造林面積の目標数値なんですが，この数値っていうのは，未造林地域の

面積を表しているのかどうかを，ちょっと教えていただけたらなと思います。

（農林水産部）

すみません。この人工造林の面積。

（Ｇ委員）

面積なんですけども，この目標設定されているこの数値，220haとか240haってあ

るんですけど，この数値っていうのは，現在未造林，造林をしていない，できてい

ない所を目標として掲げているんでしょうか。

（農林水産部）

これは伐採をして，それで再造林をしていくと，そういう面積です。

（Ｇ委員）

主伐とかの数値と大体連携してつながっていくような感じになっているんです

か。

（農林水産部）

おっしゃるとおりでございます。

（Ｇ委員）

そうなんですね。そしたら，この下回っている数値っていうのは，これだけの大

体主伐がこれくらいだったっていう見方をしていいんでしょうか。

（農林水産部）

はい，委員お話のとおりでございます。

（会長）

はい，他にいかがでしょうか。

（Ｃ委員）

28ページの番号422番のところになるんですけど，今年の評価はＣのままでいい

と思うんですけど，ちょっと来年度以降心配な数値になっているのが，生物多様性

リーダー数と，「スポット１０選」っていうところを見ていただくと，27年から30
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年までに25人ずつリーダー数が増えていくっていう目標なんですけど，実際になっ

ている人は下がっている。28年度の実績で38人っていうふうになってまして，あと

２年で100人に達するのかっていうのがちょっと心配するところがあるのと，生態

系のホットスポットも今のところ０箇所って書いてあるんですけど，今何かこれを

起死回生で一気に増やすとか，何かそういう施策をやっているかどうかっていうの

をちょっとお伺いしたいんですけど。

（県民環境部）

県民環境部でございます。すみません。先ほどちょっと御説明させていただけれ

ば良かったんですけども，まず422番の生物多様性リーダーのところについてでご

ざいます。今現在38名ということになっておるんですけど，これにつきましては資

格を取っていただくために，様々な講座を受けていただきまして，そしてその中で

リーダーとして認定をさせていただいているという状況でございます。

さらに，実はこのリーダーの中から３年間特に積極的になさってくださった方に

つきましては，生物多様性アドバンストリーダーという認定制度を設けてございま

して，こちらにつきましては先ほど説明しておりませんでしたけれども７名を認定

しているというところでございます。こういったことをもちまして，本当は38じゃ

なくて45名という形になるべきかなと思っているところでございますけれども，順

調に，こういった意味では認定はできているんじゃないかなと，実は思っていると

ころでございます。

それで，今年度以降につきましても，更にこういったところを強化しながらリー

ダーを育成すべく，今年度におきましても４月29日から10月15日までの間で，様々

な講座を設けまして，リーダーの方に養成を今行っているという状況でございます。

積極的に県民の方に呼びかけてまいりまして，自然と触れ合う，またいろいろな意

味の中で，県民の方に生物多様性についてリードしていただくような方々を育成を

してまいりたいと考えているところでございます。

それから，「とくしま生態系ホットスポット１０選」のところについてでござい

ますけれども，こちらにつきましては，実は平成28年度に４回の委員会を開催いた

しまして，候補地の選定であるとか選定根拠の整備等を進めてきたところでござい

ます。実際には，28年度につきましては認定にまでは至っていないんですけど，28

年度から今年度にかけまして，今現在概ね整備ができてまいりまして，50箇所程度

の候補が上げられているところでございます。ですから，これにつきましては今年

度目標が達成できるかなと思っているところでございます。

それと，ちょっと今お話がなかったんですけど，もう１つついでに御説明をさせ

ていただきたいと思うんですけど，427番になりますけれども，鳴門の自然公園の

ところで，多言語表記の観光案内板設置率というのが△になっているものでござい

ますが，これにつきましても昨年度，各省庁との認可がこれについて自然公園の中

で必要になりますので，こういったことに対しての調整が必要であったということ

で遅れていたような状況でございます。28年度の事業を繰越しいたしまして，全体

では86件あるんですけど，今現在22基，29年度は43基ということで，これも目標が

達成できるような方向になってきているということでございます。御報告させてい
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ただきます。以上でございます。

（会長）

いかがでしょうか。Ｃ委員さん，この生物多様性リーダー。

（Ｃ委員）

はい，安心しました。来年度以降Ｂ以上になるのかなというふうに思いました。

先ほど427番の話を頂いたんですけども，先ほどの話を伺いしたところによると，

ＣじゃなくてＢでもいいのかなという気持ちもあります。やはりちょっとここの数

字だけでいくとＣかなと思うんですけど，今のお話でいくとＢでもいいのかなとい

うふうに思いますので，御検討よろしくお願いいたします。

（会長）

「生物多様性戦略の推進」の方はそのままＣで，むしろその次の「自然環境に配

慮した公共事業の推進」，こちらは評価案ではＣとなっているんですが，Ｂでもい

いのではないかという意見ですが，こちらの方につきましていかがでしょうか。自

然環境に配慮した公共事業の推進。

（Ｅ委員）

評価とはちょっと直接関係ないかも分からないんですが，鳴門の427番の多言語

表記の観光案内板というのが，これからの技術進歩を考えたときに，国の省庁と連

携してやっていらっしゃるんでしょうからとりあえずはいいような気もするんです

が，観光案内板っていうのはどの程度のものなのかイメージが分からないんですが，

いろんな歴史とかいろんな由来とか長々と書いたものであるとすれば英語は必要な

んでしょうけども，今だったら中国語も必要とか，結構膨らんできますよね。です

から，今外国人のインバウンドの人は，ほとんどスマートフォンを持っているので，

「スマートフォンをかざしてください」ってかざすと，その人の選んだ言語で説明

がバッと出てくるとか，場合によっては音声が出てくるとか，そういうような技術

の進歩を取り入れたようなものを作っていくというのは，非常に重要だと思うんで，

多言語表記の観光案内板というのが，今のニーズに合っているのかどうかという，

そもそもがちょっと疑問なんですけど。

（県民環境部）

よろしいですか。ありがとうございます。今御提案がありましたようなものにつ

いては，既に着手している状況でございます。スマホでかざしていただくと情報が

取れるというようなことについても，順次着手しているという状況で，積極的に今

後についても進めてまいりたいと思っております。

（Ｅ委員）

鳴門公園の中でもですか。これからは絶対そういう方向にいくと思うんで，是非

そういう新しい技術を取り入れた整備をよろしくお願いしたいと思います。
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（会長）

特に自然公園の中なら，もしかしたら案内板そのものがない方がいいかもしれな

いと思うと，スマホのそういう方が，またより一層ふさわしいのかもしれないなと

思ったりいたしましたが，評価としてはいかがでしょうか。Ｂでもという御意見が

ありましたが。Ｊ委員さんいかがでしょう。

（Ｊ委員）

はい，先ほどの質問と回答などを聞きまして，今後そういうスマートフォンを活

用したり，いろんな先進的なことをいろいろ考えていく中で，評価はこのままＣの

ままで，今後の取組方針の方でいろいろ考えていただけたらと思います。

それで合わせまして，１つ質問というかお聞きしたいことがありまして，先ほど

の422番の生物多様性リーダーの中で，若い世代のリーダーということで，私も林

業に関わる仕事をしておりますので，その中で若い世代っていう48名の方の年齢分

布の配分というのが分かれば教えていただきたいというのと，413番の狩猟免許な

どに関しても，今後若い世代の方にどんどん入っていってもらいながら，山の環境

など整えていっていただきたいと思います。

（会長）

まず評価の方に関しては，今後いろんな新しい技術と言いますか，スマホなど含

めて取り組んでほしいけれども，28年度までの実績評価としてはＣのままでもいい

のかなという御意見だったかと思います。まずこちらから確認したいと思いますが，

そうするとＣのままでもいいのかなと思うんですが，よろしいでしょうか。評価案

のままということで，Ｃ委員さん。

（Ｃ委員）

はい，そのままで。

（会長）

はい，ではそのままでしたいと思います。そして，またもう一度主要施策２の「生

物多様性戦略の推進」の方に戻るんですが，多様性リーダーの年齢構成がどんなふ

うになっているのか，若い世代がどれくらいいるのかというところと，狩猟の免許

の方は，こちらも合わせて年齢の状況とかが分かればということだと思うんですが，

いかがでしょうか。

（県民環境部）

県民環境部でございます。申し訳ございません。手元に年齢構成について持ち合

わせていないんですけど，特に大学生等がかなりいるかなというふうに思っており

ます。

（会長）

今のは生物多様性リーダーの方でですね。免許の方は。はい，お願いいたします。



- 28 -

（危機管理部）

狩猟に関する免許の方については，ここにもちょっと記述はあるんですけど，大

学等に出前講座を実施しまして，狩猟に係る，まあ言ったら狩猟者ですね，免許の

取得を促していると。というのも，狩猟の方はだんだんだんだん高齢化がやっぱり

進んできまして，鳥獣の適正管理において支障になるということで，若い世代の取

り組みというふうな形と，さらには免許だけではなくて，シーンにおいたらハンタ

ーとして活躍していただけるように取り組んでいるような状況です。

（会長）

他，いかがでしょうか。

（Ｄ委員）

３ページの主要施策１のところなんですけれども，エネルギーの地産地消という

ことで，362番の小水力発電の地域を拡大されるということなんですけれども，今

８市町村というふうに書かれているんですが，そこの規模がちょっと気になりまし

た。下のバイオマスの方であれば，木質バイオマスによる発電量というふうなこと

で大体の規模を書かれてるので分かるんですが，この小水力の方ではどれぐらいの

発電量になっているのか，もし分かれば教えていただきたいというふうなところの

質問と，評価とは関係なくて申し訳ないんですが，それと先ほど出ていたスマート

シティーの話なんですけども，このエネルギーの地産地消の推進とか，この自立分

散型エネルギーの推進とか，そういう言葉自体がスマート社会の構築につながるん

じゃないかなというふうなことを思うと，こういった施策のリンクといいますか，

中山間地域のこれからの持続を考えた場合に，こういった施策とスマート社会の取

り組み等をリンクさせていかれたらいいのになというふうに思いました。以上です。

（会長）

はい，ありがとうございます。はい，お願いします。

（県民環境部）

県民環境部でございます。小水力発電についてでございますけれども，今現在稼

働中のものにつきましては，福井ダムが99kＷ，正木ダムが75kＷ，夏子ダムのとこ

ろで37kＷ，それから佐那河内村の新府能の小水力発電のところで45kＷ，今ちょっ

と現在休止してますけども，阿波市にございます切戸の小水力の発電が２kＷとい

ったものでございます。今のところ主なものはこんなところで，更にいろんな所で

できればなと思っているところでございます。

（会長）

Ｉ委員さん。

（Ｉ委員）

29ページの424番の数値目標なんですけれどもね。海洋生物多様性を消失させる

有害生物の駆除活動等参加者数というのは，ずっと目標が100人で，実績値が115人，
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119人で◎（達成）が入っているんですけれども，これっていうのは海の中じゃな

いんでしょうね。丘なんですよね。これはこの駆除，有害生物だから駆除するのに

何か専門的なこととかいるのか，それか普通の一般の人で参加できるのであれば，

どうしてもう少し人数を集めないのかなと思うんですけれども。お願いします。

（南部総合県民局）

南部総合県民局です。今駆除の活動の件で御質問を頂いております。実は我々県

民局，それから地元の町商工会，それから漁協の方にも御協力いただいて，あとＮ

ＰＯ法人でございますとか，それから専門のダイバーの方，こういった方で，千年

サンゴと活きるまちづくり協議会を結成いたしており，そのメンバーを中心に計画

的に駆除活動をさせていただいておるということで，基本的に一般の方誰でもとい

うような形ではないんですけれども，当然ながらこういった活動に御協力いただけ

るというのでございましたら，私どもとしてもお話をさせていただけたらというふ

うに考えております。

（Ｉ委員）

海の中じゃないんでしょ。海の中もあるんですか。陸もですか。

（南部総合県民局）

海の中もございます。オニヒトデでございますとか，それからマキガイとか，そ

ういった有害生物の駆除もありますので，海の中に入ることもあります。

（Ｉ委員）

やっぱり自然の中なので，これは子供さんとかには危ないのは分かるんですけれ

ども，やっぱり自然界の中には守られた中で，「危なくないもの，毒がないものだ

けじゃないんだよ」というのも，それをやっぱり教えるということも大事なことで

はないかなと思います。海の中で，すみません，うちのことなんですけど，シラス，

魚がイワシだけが泳いでるんじゃないんですよね。中にはいろいろタコからいろい

ろ混ざっているんです。でもそれを店で出したら，シラス以外，ちりめん以外が入

っていたら，「何か違うものが入ってる」とか「虫が入ってる」とか言ったりする

のと同じで，やっぱり広い環境の中には，やっぱりいいものも悪いものもあるって

いうのも，やはり子供だから，小さい子だから守るっていうのではなくて，それを

あえてやっぱり教えていかなくてはいけないときもあるんではないかなと私は思い

ます。

（南部総合県民局）

委員さんお話のとおり，海洋生物全般の環境とかそういった面で，多くの方々に

知っていただくことは重要なんですけども，今回の駆除活動については，あくまで

千年サンゴの保護という観点で行っておりますので，活動される方の制限の話も出

てこようかとは思いますので，御理解いただけたらと思います。
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（会長）

そろそろ時間も進んでまいりましたので，評価を確定させたいと思います。評価

案から変更になりましたのは，重点戦略３，主要施策５「地域の良好な景観づくり」，

こちらが評価案のＢからＡに変更，その他は評価案のままということだったかと思

うんですが，それでよろしいでしょうか。

はい，ではそのように決めたいと思います。

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。まずは評価案を

作成いただきましたＡ委員からお願いします。

（Ａ委員）

時間も迫ってますので，ちょっと２点だけ述べさせていただきます。

まず１点なんですけれども，環境っていうことは，毎年思うんですけれども，な

かなか一朝一夕にはできるものではないので，引き続き長い目で見ながらコツコツ

と続けていただけたらいいなと思いました。

もう１点なんですけれども，この「環境首都」って言葉使い始めて結構年数が経

つと思うんです。これを言い始めてからどれくらい経ったかなというのは，ちょっ

と私不勉強で分からないんですけど，そこの時点と今と，いろんな項目とか他に総

合的に見て，徳島県って本当に環境に関する取り組みとか状況とかっていうのが進

んだのかなっていうのを，もう一度見直す必要があるんではないかなというふうに

思いました。以上でございます。

（会長）

はい，ありがとうございます。他にいかがでしょうか。はい，お願いします。

（Ｋ委員）

「地域の良好な景観づくり」っていうのが，評価がＡに変わりまして，それはそ

れでいいんですが，昨年も申し上げたんですが，やっぱり徳島市に入ってくる一番

のメイン道路，国道11号だと思うんです。国道11号が本当に雑草がたなびいている

んです。

これは国の道路なんで，県ではないと言われればそれまでなんですが，本当に阿

波おどりの前に一瞬の間綺麗になったんです。すぐに伸びてきまして，樹木の上を

同じ高さでたなびいております。あれは何とか県の方から国の方へ陳情というか，

何とかならないんかなというふうに，それに伴ってやっぱり飲物の缶とかそういう

のが投げられております。やっぱり環境って，景観っていう面から考えれば一番基

本のところでないかなというふうに思いますので，何だかそういう面をお願いでき

たら。

それともう１点，「『次世代型鳥獣被害対策』の推進」もＡということで，本当に

いろんな面施策してくださって，なかなか大変な仕事っていうのはよく分かるんで

すが，特に猿が本当に捕獲はなかなかできんし，撃ち殺すこともできないし，集団

でどないぞ捕獲しようと思うっていう施策を書いてくださっているんですけど，本

当に難しいと思うんですけど，本当に中山間の方，ものすごく困っています。さつ

まいもを植えて，95％全部掘り上げられたという話もございますので，本当に難し
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い問題と思うんですが，今後とも力をはめていっていただきたいなと思います。

（会長）

はい，ありがとうございます。他にいかがでしょう。

（Ｂ委員）

一点だけ。徳島の徳は，やはり川と言うか，島がいっぱいあるっていう，そうい

う表現の象徴だろうと思うんですけど，ここの19ページにもありますように，「ひ

ょうたん島川の駅ネットワーク構想」が，いわゆる新町西地区開発が中止になって，

若干見直しをするということになっているようなんですけど，３月に構想の見直し

を実施したということですけれども，そことは切り離して，やはり徳島のいわゆる

環境とまちおこしの象徴だろうと思うんですよね。その意味では，もう少し積極的

に「ひょうたん島の川の駅構想」を前向き，前に進めていくというふなことを，是

非お願いをしたいなというふうに思います。以上です。

（会長）

はい，ありがとうございます。他いかがでしょう。よろしいでしょうか。

それでは時間の都合もございますので，この辺りで終了したいと思います。本日

の会議内容について何か御意見等がございましたら，後日でも結構ですので，事務

局まで御連絡いただけたらと思います。

また，先週の第２回会議で決定しましたとおり，本日御議論いただきました評価

結果や基本目標ごとの意見，提言等につきましては，事務局で整理いたしまして，

御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，本

日の会議録については，事務局で取りまとめた後，私が確認した上で県ホームペー

ジなどで公表したいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

以上を持ちまして，本日の議事を終わらせていただきます。委員の皆様長時間に

わたってお疲れ様でした。また終始御熱心に御議論いただきありがとうございまし

た。県の関係部局の皆様にも一言お礼申し上げます。お陰様で，有意義な会議にな

ったと思います。ありがとうございます。それではマイクを事務局にお返しします。

（監察局長）

委員の皆様方には，本日も大変御熱心に御議論いただきましてありがとうござい

ました。以上をもちまして，本日の県政運営評価戦略会議を終了させていただきま

す。第４回の会議につきましては，今週金曜日でございますけれども，８月25日午

後１時30分から，当会議室におきまして開催をさせていただきますので，またよろ

しくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。


