
第 ８ 回 　 県 政 運 営 評 価 戦 略 会 議 　 会 議 録

１　日時　　平成２５年１１月１８日（月）　１３：１５～１５：３５

２　会場　　徳島県立工業技術センター　２階　講堂

３　出席者　委員　　　　　　　　　　　　　県政運営評価戦略会議　事務局

　　　　　　石田　和之（敬称略，以下同じ）犬伏　秀之　監察局長

　　　　　　井関　佳穂理　　　　　　　　　河野　功　　評価検査課長

　　　　　　佐和　良佳　　　　　　　　　　

　　　　　　橋本　延子　　　　　　　　　　

　　　　　　浜口　伸一　　　　　　　　　　

　　　　　　濱口　英代　　　　　　　　　　

　　　　　　福島　明子　　　　　　　　　

　　　　　　森本　長生　　　　　　　　　　

　　　　　　徳島県立工業技術センター試験研究評価委員会

　　　　　　織田　聡　委員長

      徳島県立工業技術センター試験研究評価委員会　事務局

　　　　　　板東　克典　工業技術センター所長

      福田　和弘　工業技術センター副所長

      武知　博憲　企画総務課長　　　　　　　　　　　　　　　    　ほか

（会議次第）

１　開　会

２　議　事

(1) 徳島県立工業技術センター試験研究評価委員会の運営評価について

(2) 「とくしま目安箱　優秀提言」の選定

(3) 平成２５年度「いけるよ！徳島・行動計画」の評価結果について

(4) その他

３　閉　会

（議事項目と概要）

１　監察局長挨拶

２　徳島県立工業技術センター施設見学

３　徳島県立工業技術センター試験研究評価委員会の運営評価についての説明

４　質疑（以下，概要は別に掲げる）

５　「とくしま目安箱　優秀提言」の選定

６　平成２５年度「いけるよ！徳島・行動計画」の評価結果の決定
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■質疑

（戦略会議会長）

　それでは，議論に入っていきたいと思います。本日は，資料２「徳島県立工業技術セン

ターの試験研究評価について」の議論のポイントに沿って議論を進めていきたいと思いま

す。

　また，資料３として，事前に試験研究評価委員会の委員の方々に回答していただいたア

ンケートの結果をお配りしています。まずは，この結果について，事務局から説明をお願

いします。

　

（戦略会議事務局）

　（資料３の説明）

（戦略会議会長）

　それでは，資料２の議論のポイントに沿って，議論を進めていきます。

　まず，はじめに「所掌事務」についてです。規定等で所掌事務を明確に定めているかど

うかというところがポイントになります。これについては，実施要綱で定められていると

思いますが，いかがでしょうか。

　特に問題はないようですので，次に進みたいと思います。

　次が「会議の運営等」についてです。事前準備に問題はないか，代理出席を認めるべき

かなどの点がポイントとなります。アンケートの結果で，少し意見が割れているのは，代

理出席についてのところと，事務局に意見を伝える機会はあるかというところです。

（評価委員会委員長）

　委員は専門性を考えて選任されていると思いますので，代理出席については議論が必要

なところと思います。

（Ａ委員）

　ほかの外部評価と比べると特異なことだと思います。専門性をもって，委員に選任され

ている以上，代理出席を認めることには疑問があります。

（Ｂ委員）

　単発で関わるだけでは，見えてこないこともあるかと思います。

（戦略会議会長）

　試験研究評価委員会の出席率はどのくらいですか。

（評価委員会事務局）

　今年度は，事前・中間評価を行う会議と事後評価を行う会議の２回開催しておりますが，

欠席はそれぞれ１名，３名でした。ただし，事後評価の会議では，出席した委員のうち，
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２名が代理の方でした。

　委員の選任の仕方は，工業技術センターが担う幅広い試験研究業務のそれぞれの分野を

代表するような業界や企業の方に委員になっていただいています。代理の方についても，

委員の方から，充分に能力がある人を推薦していただいています。実際に，前回の会議で

は，代理で出席された方から専門的な質問が出ており，充分に評価ができたのではないか

と思います。

（Ｃ委員）

　今の説明を聞くと，この分野の企業から１名，別の分野の団体から１名という考え方で，

委員を選んでいるのだと思います。そうだとすれば，代理出席も問題ないと思います。で

すが，個人に注目して選んでいるのであれば，その人の専門性に信頼をおいて選任してい

ると考えられますので，代理出席は望ましくないと思います。

　個人に注目して選んでいるのか，団体から選んでいるのか，改めてお教えいただければ

と思います。

（評価委員会事務局）

　団体，機械関係の方や木工関係の方などそれぞれの分野から選んでいます。また，銀行

の方を選んでいるのは，企業ニーズの観点から評価してもらうためです。

　そのため，委員が出席できないときには，同じ分野から代理の方に出席していただいて

います。

（Ｃ委員）

　その分野の立場からの意見を述べてもらうという意味では，代理出席を認めていること

は良いことのように感じられます。

（戦略会議会長）

　代理出席は認めてもいいのではないかという意見が出ました。その方向でまとめたいと

思います。

　次に，事務局に意見や要望を伝える機会はあるかという点についてはいかがでしょうか。

（評価委員会委員長）

　アンケートで「ない」と答えた委員が，どのように考えたのかはわかりませんが，基本

的には，意見を言う機会はあると思います。

（戦略会議会長）

　誤解や行き違いがあったのかもしれません。事務局に意見や要望を伝える機会は確保さ

れているようです。

　続いて，「試験研究の説明」に移っていきたいと思います。説明時間は充分か，説明は

わかりやすいかというところがポイントになります。
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　説明時間について，アンケートの結果は，妥当が５名，短いが４名，未回答が１名と

なっています。わかりやすさについては，わかりやすい１名，ふつうが５名，その他が３

名，未回答が１名となっています。また，発表者への要望などを自由に書いていただくと

ころでは，わかりやすくしてほしいといったことが書かれています。

（評価委員会委員長）

　個人的には，わかりやすく説明していただいているという印象がありますが，委員は特

定の分野の専門家であり，ほかの分野の専門性はあまりないこともあります。発表者も，

限られた時間の中で説明しなければならないため，専門性のない人にまで伝え切れていな

いこともあるかと思います。説明時間を長くして，素人にもわかるところから説明をして

いただければと思います。

（戦略会議会長）

　全てを理解できるように説明するのは難しいと思います。評価のための説明ですので，

評価項目を重視して説明してはどうでしょうか。

（Ｄ委員）

　説明は，一人の職員がすべてのテーマを説明しているのでしょうか。

（評価委員会事務局）

　説明は，テーマごとに担当している職員が行っています。

　外部評価を行う前に，内部評価として，工業技術センターの管理職員が評価を行ってい

ます。内部評価では，所長など，事務職の職員も評価を行いますので，そういった者にも

わかるように説明をするよう指示しています。

（戦略会議会長）

　すでに充分努力しているようですが，より一層わかりやすくなるようにしていただけれ

ばと思います。

　次に，「評価の方法」についてです。試験研究評価は事前評価・中間評価・事後評価の

３つに分かれていますが，共通する部分から検討していきたいと思います。

　アンケート結果を見ると，質疑や採点の時間は妥当となっています。また，採点表につ

いては，記述しやすいが３名，ふつうが６名，記述しにくいが１名となっています。

　

（Ｃ委員）

　アンケートには，１０段階評価が良いというコメントも寄せられています。５段階でも

１０段階でも，あまり重要な問題ではないように思いますが，１０段階の方が良いという

意見が多数を占めるのであれば，そちらを採用するべきではないかと思います。

　また，採点表のコメント欄を評価項目ごとにしてはどうかと思います。
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（戦略会議会長）

　採点表のコメント欄を評価項目ごとにするという意見がありました。

　次に，個別のところに入っていきたいと思います。評価の方法や基準について，まずは

事前評価から，いかがでしょうか。

（評価委員会委員長）

　基準点については，設定理由もあるので今のままでよいと思います。

（Ｄ委員）

　外部評価で，不採択となった前例はあるのでしょうか。

（評価委員会事務局）

　不採択になるようなものは，内部評価の段階で落としていますので，外部評価で不採択

となった例はありません。ほとんどのテーマで３点以上の評価をいただいています。

（戦略会議会長）

　基準点はどのように設定されているのでしょうか。

（評価委員会事務局）

　評価の際は，委員に１点から５点までの整数で点を付けていただき，その平均点を評価

としています。その平均点を，小数点以下四捨五入すれば，３点となるラインを基準点と

しています。

（Ｅ委員）

　現在の形で運用していくとしても，基準点を下回る点を付けた委員がいるのであれば，

その人の意見も取り入れる形で採択していただければと思います。

（戦略会議会長）

　それでは，次に中間評価に移りたいと思います。評価基準については，事前評価と同様

かと思いますが，評価項目についてはいかがでしょうか。

　中間評価では，進捗状況を重要視してはどうかと思いますが，事前評価と評価項目を統

一することで，評価をしやすくしているといったこともあるかと思います。

　これについての意見は，特になしということでよろしいでしょうか。

　次に，事後評価についてはいかがでしょうか。アンケートでは，事後評価でも５段階評

価は必要という方が７名，コメントのみでよいという方が３名と意見が割れています。

（Ｃ委員）

　事後評価でも，点数を付けることは必要だと思います。事後評価として点数を付けるこ

とで，次の研究に活かしていけるのではないかと思います。
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（戦略会議会長）

　これについても，現状のままで評価をしていっていただければと思います。

　次に，中間評価の時期について，試験研究の期間が３年以上となるものが中間評価の対

象となっていますが，いかがでしょうか。

　特に問題もないようですので，これも現状のままでよいということにしたいと思います。

　次に，評価結果の反映状況についてはどうでしょうか。アンケートでは，どのように改

善されたかがわかりにくいといったコメントが寄せられています。評価結果の反映状況の

報告はどのようになっているのでしょうか。

（評価委員会事務局）

　今年度，委員の改選があったため，新しく委員になった方には，事後評価の報告をする

時期がまだ来ていません。これまでの事後評価の結果については，どのように改善したの

かの説明が不足していたのかもしれません。

（戦略会議会長）

　事前評価と中間評価の報告はしているということでよろしいのでしょうか。

（評価委員会事務局）

　事前評価や中間評価については，その場で，採択するか否かが決まりますので，出席し

ていた委員には結果がわかりますが，欠席された委員については，通知ができていません

でした。ホームページで結果を公表したり，事後評価の会議の際に，状況を報告したりは

しているものの，２回続けて欠席されていた委員もいたため，このようなアンケート結果

になったのだと思います。

（戦略会議会長）

　点数を見れば，採択したか否かは，すぐにわかると思いますが，評価の際に委員から寄

せられるコメントの反映についての報告はいかがでしょうか。

（評価委員会事務局）

　それについては，充分な報告はできていないかと思います。コメントを頂いた点につい

ては，参考にさせていただくということでまとめていますが，どのように反映されたかは

説明できていません。

（戦略会議会長）

　委員の方々は，自分たちの意見がどのように反映されたのか，気になっていると思いま

す。

（Ｆ委員）
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　アンケートの問３－１２では，わからないというコメントが寄せられています。試験研

究機関はPDCAサイクルの最たる事業所であるにも関わらず，どうなっているのかわからな

いというのは問題だと思います。

（評価委員会事務局）

　試験を行った結果は，業務報告という形で冊子にまとめていますが，各委員に対しての

説明はできていなかったという状態です。

（戦略会議会長）

　委員の方々への報告もしっかりと行っていただけるようお願いいたします。

　それでは，評価の方法について，取り入れた方が良いものはあるかという点について検

討していきたいと思います。アンケートでは，専門家の意見を聞きたいといったコメント

が出ています。その研究の実現の可能性や新規性について，専門家の意見を聞いてみたい

ということだと思います。

（Ｄ委員）

　実施要綱の第５条第４項に，委員以外の者も出席できる規定がありますので，これを利

用すればよいと思います。

（戦略会議会長）

　ニーズを判断するのに，試験研究評価シートに経済効果などの記載はないのでしょうか。

アンケートでも，「研究成果の経済効果」「どういう企業が利用できるのか」などを記載

してあれば評価しやすいというコメントがあります。

（評価委員会事務局）

　経済効果などの記載は難しいというのが実情です。

（戦略会議会長）

　ニーズはどのように表しているのでしょうか。

（評価委員会事務局）

　数値ではなかなか表せません。そのため，シートへの記載はありませんが，説明の際に

ニーズについての説明まで行っていることもあります。

（戦略会議会長）

　その方法で委員の方がわかるのであればそれで問題ないと思います。

（Ｆ委員）

　「研究成果の経済効果」などの記載がないことは疑問に感じます。アンケートにあるよ
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うなコメントが出ないようにしていただきたいと思います。

（戦略会議会長）

　今回のアンケートの結果をできるだけ尊重して，今後改善していっていただければと思

います。

　本日，委員の皆様から頂いた意見を踏まえて，提言書としてまとめたいと思います。ま

た，提言書につきましては，事務局で本日の議論を整理し，皆様の意見をお伺いし，最終

的に私が確認したいと思います。

　それでは，これで，徳島県立工業技術センター試験研究評価委員会の運営評価について

は終了いたします。

　

　（評価委員会委員長，評価委員会事務局　退席）

（戦略会議会長）

　続きまして，議事２「とくしま目安箱　優秀提言」の選定を行います。まず，事務局か

ら，「『とくしま目安箱　優秀提言』表彰に関する要綱」の説明をお願いします。

（戦略会議事務局）

　（資料５の説明）

（戦略会議会長）

　それでは，優秀提言の選考について協議したいと思いますが，その前に，事前に委員の

皆様に実施したアンケートの結果について，事務局から説明をお願いします。

（戦略会議事務局）

　（資料６の説明）

（戦略会議会長）

　事務局から説明がありましたが，いかがでしょうか。

（Ｄ委員）

　アンケートの上位から「最優秀」，「優秀」と選定するのが，普通のやり方だと思いま

す。

　今回，１位の方が辞退されたので，２位の「野菜摂取量の増加のための『徳島鍋』」を

優秀提言として，最優秀提言は，該当なしということでいいのではないでしょうか。

（戦略会議会長）

　Ｄ委員から提案がありましたが，それでよろしいでしょうか。

　それでは，「野菜摂取量の増加のための『徳島鍋』」を優秀提言とし，最優秀提言は
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「該当なし」とさせていただきます。

　続きまして，議事３の「平成２５年度『いけるよ！徳島・行動計画』の評価結果につい

て」に移りたいと思います。

　これまで，７回にわたり開催しました戦略会議における「いけるよ！徳島・行動計画」

の評価結果等について，資料７のとおり「提言書」案として取りまとめております。

　事前に，各委員には事務局より送付しておりましたが，この内容で「徳島県総合計画審

議会」に提言したいと思います。それでよろしいでしょうか。

　ありがとうございました。そのようにさせていただきます。

　続きまして，事務局から何かありましたら，お願いします。

（戦略会議事務局）

　本日ご承認いただいた，「いけるよ！徳島・行動計画」の評価結果及び「県民からの優

れた意見・提言」については，早々に，徳島県総合計画審議会に提言させていただきます。

　また，「とくしま目安箱　優秀提言」表彰につきましても，今後，表彰に向け準備を進

めたいと思います。なお，表彰については，１２月１８日（水）を予定しています。

　最後に，工業技術センター試験研究評価委員会の運営評価につきましては，先ほど，会

長からお話がありましたが，事務局で整理し，皆さんの御意見も伺い，最終的に，会長に

確認いただいた上で「提言書」としたいと思います。

　なお，本日の会議録については，事務局でとりまとめ，会長に御確認いただいた上で，

ホームページなどで公表させていただきたいと思います。

　

（戦略会議会長）

 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。

　議事の進行に御協力いただき，ありがとうございました。マイクを事務局にお返ししま

す。
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