
第 ７ 回 　 県 政 運 営 評 価 戦 略 会 議 　 会 議 録

１　日時　　平成２５年８月２９日（木）　１５：２０～１７：０５

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）犬伏　秀之　監察局長

　　　　　　田村　耕一　　　　　　　　　　安井　俊之　経営戦略部副部長

　　　　　　土佐　和恵　　　　　　　　　　長野　輝雅　県民環境部副部長

　　　　　　南波　浩史　　　　　　　　　　中本　頼明　農林水産部副部長

　　　　　　浜口　伸一　　　　　　　　　　原　　一郎　県土整備部副部長

　　　　　　濱口　英代　　　　　　　　　　榊　　茂　　南部総合県民局副局長

　　　　　　福島　明子　　　　　　　　　　蔭山　真応　西部総合県民局副局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹原　千裕　企業局副局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小原　直樹　教育委員会副教育長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生原　敬　　警務課企画官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　章人　監察局次長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河野　功　　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　主要施策説明

　　２部局より，資料に基づき説明。

２　評価私案の説明（資料１）

３　質疑（以下，概要は別に掲げる）

４　評価結果の採択

■質疑

（班長）

　それでは，４－１につきまして，ご意見あるいはご質問等よろしくお願いいたします。

（Ａ委員）
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　３つご質問をさせていただきたいと思います。

　まず，15番でございます。ここでは太陽光の発電施設や充電のスタンドが挙げられてお

り，取組内容を見ると，かなり積極的に取り組まれているようですので，現状どのような

動向かを伺って，それによってはＡ評価にしてもいいのかなと思います。

　次が18番でございます。エコドライブ推進リーダーの養成講座が数値目標として挙げら

れておりますが，これを受講されても，実際には車に依存しているということから，そこ

の軽減につながっているのか，どれぐらいの割合で車に乗っているのかといったところを

調査する必要があるという気がしております。そういったところについて，具体的にお教

えいただけたらと思います。

　次が，班長からもお話がございました34番についてです。公用車全体の中でどれぐらい

エコカーが占めているかが示されていると思うのですけれども，乗れる車をどんどん廃車

にしていき，エコカーを導入していくというような手法が採れなくもないような目標の設

定です。乗り換えの際に，エコカーをどれほど導入されているのか，どのタイミングで車

を乗り換えられるのかということが議論になるかと思いますので，現状で，乗り換えの際

の導入の比率がどうなっているかをお教えいただけたらと思います。

（班長）

　ありがとうございます。ほかに，ご意見ご質問等いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

　34番については，最近購入した車がエコカーなのかどうかという割合の方が大事ではな

いかと思います。個人の家でも同じと思います。エコカーを買おうかと思っても，今の車

が乗れるのなら，もう少しそのまま乗ろうかということになるのではないかなと思います。

　それと，10番のところで，目標が全く達成できていないのでＤ評価になっていると思う

のですが，方向性については間違っておらず，目標値が大きすぎるというところがあるの

ではないのかなと思います。どのような努力をしているのか，内容を聞いて，Ｃぐらいに

してはどうかと思います。

（班長）

　ありがとうございます。ほかにご意見ご質問いかがでしょうか。

（Ｃ委員）

　９番の「パーク・アンド・ライド，ノーカーデー等の推進」というところですけれども，

取組内容が情報を提供した，キャンペーンをやったというようなことだけで，実感として，

県内でこういう動きが少しずつ進み出しているという感覚があまりありません。ですから，

これはＢでいいのかなという感じがします。

（班長）

　それでは，部局からご説明等をお願いします。
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（県民環境部）

　18番のエコドライブリーダーの件ですけれども，これは事業所などの方に来ていただい

ています。まず，運転をしてもらった後でエコの検証をしていただき，それからもう一度

ドライブしていただくということで，エコドライブのやり方を研修していただくことが目

的です。そういったことを事業所などで進めていただくことが一番の目的ですので，そこ

でどれだけマイカーを止めたということではなく，事業所などで進めていただきたいとい

うことで進めている事業でございます。

　34番の公用車のエコカー導入ですけれども，エコカーがない車種もございます。平成24

年度末で公用車は 851台ございます。そのうち，ハイブリッド等のエコカーが79台で

9.3 ％になっています。公用車の買い換えが，平成21年には89台ございましたが，平成22

年は11台，23年は８台，24年は９台ということで，使っている期間が長くなり，更新時期

が延びているということがございます。全部の車種でエコカーがあるというわけではあり

ません。買い換える中で，エコカーが普及している普通車や小型のセダンタイプの車につ

いては，平成23年が１台，24年が２台の更新でございます。そういうことで，なかなか進

められないというところがあります。当初からわかっていたことですけれども，貨物等の

車が約64％あり，それ以外のところで勝負をするということですので，目標は高く掲げま

したけれども，なかなか進んでいないという状況でございます。

（班長）

　はい。お願いします。

（農林水産部）

　10番の「見える化モデルの生産数」について，この制度につきましては22年度より全国

に先駆けて行っており，都道府県レベルでは徳島県のみが行っております。22年度からの

取組ですので，始まったばかりということで，目標をどこに置けばいいのかという面も

あったのかもしれませんが，生産者の方がＣＯ２削減量を見えるようにするという取組で

ございます。また，フィルムを１年２年で替えるものではなく，５～10年という，丈夫で

長く使えるようなフィルムに替える補助メニューなども作っております。各農業支援セン

ターを中心に，生産者の方にＰＲをして，協力をしてもらって，進めている事業でござい

ます。それから，消費者の方に対しても，量販店などで「見える化」について理解を得て

いただくように取り組んでいます。安心安全な農作物を選んでいただくということで，そ

ごうやキョーエイと協力して，パネル展やマッチングフェアの際に，ＰＲ活動をしており

ます。また，子どもにそういったことを理解していただくことは，非常に大事なことだと

考えておりますので，出前講座として，昨年度は神山中学校や徳島大学に行き，制度をＰ

Ｒしております。今後とも，消費者に対する説明，エコファーマーとの抱き合わせという

こともございますけれども，各ＪＡとも協議をして，浸透を図ってまいりたいと考えてお

ります。
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（県土整備部）

　Ａ委員からご質問の15番，県管理道路におけるクリーンエネルギー対策の推進について

でございます。

　まず，１点目の太陽光発電設備の設置についてです。24年度は，国で道路法施行令が改

正されたということで，２月議会で条例を改正しています。また，それに合わせて，県内

のソーラー運営事業者に対するアンケートをしています。その後，平成25年に入って関心

を示した業者に対して，今度は候補地をお示しして追加アンケートをしています。その中

で，更に道路占用を検討したいと回答した３業者に対してのヒアリングを実施していると

いう状況でございます。

　もう１点，充電スタンドの設置ということでございます。これにつきましては，道の駅

に設置したいということを考えており，24年度は国土交通省と協議を行い，道路管理者が

道の駅への電気自動車の充電スタンドや太陽光発電の設備を設置することについて，道の

駅の防災拠点化のための施設として設置するということであればいいということで，協議

が整ったところでございます。

　昨年は，その協議を基に，県管理道路沿いの既存の道の駅９箇所について，その防災拠

点としての拠点性や施設規模あるいはその施設の防災性能を勘案した重点評価を行ったと

ころでございます。25年は，その道の駅の防災拠点化に合わせて，どういう施設を作れば

良いかを検討し，なおかつ道の駅を市町村が防災拠点として指定をするということもござ

いますので，そういう協議も進めていくところでございます。

　それと，Ｃ委員からご質問がありました９番の「パーク・アンド・ライド」についてで

ございます。この広報がどうかということにつきまして，１つは徳島地区渋滞対策推進協

議会のホームページの中で，例えば店舗利用型のパーク・アンド・ライドの事例の情報提

供をしています。24年ですと，ママの店羽ノ浦店やニシキヤ鴨島店でやっています。もう

１つは，徳島河川国道事務所が国道11号の高架下，松茂でございますが，そこでパーク・

アンド・バスライドをやっています。またＪＲ四国においては，パ－ク・アンド・レール

ライドをやってございます。こういった情報はホームページでも提供しています。それと，

もう１つは交通エコライフキャンペーンです。昨年は８月26日に実施してございますが，

そちらでＰＲのチラシなどを配布しているところでございます。

（Ｃ委員）

　それによって，マイカーから公共交通への利用の転換の事例は多少出てきているので

しょうか。

（県土整備部）

　増えた実績というのはつかんでいませんが，25年度は，県南で新たにフジグラン阿南で

取組が始まりました。

（班長）

　ほかにご意見ご質問等いかがでしょうか。
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　それでは評価に入りたいと思います。４－１に関して，まず，議論があった９番ですけ

れども，Ｂということになっていますが，Ｃでもというご意見もありました。Ｃ委員，い

かがでしょうか。

（Ｃ委員）

　今の広報の仕方でいいのかどうかがよくわかりません。ですので，評価が難しいです。

（班長）

　ほかの委員の方はいかがですか。

（Ａ委員）

　おそらく，徳島では長年，パーク・アンド・ライドやパーク・アンド・バスライドの社

会実験などもされていて，公共交通網やネットワーク上でかなり難しいところがあるかと

思います。ですので，これを推進するということは，今の状況を考えて，徳島としてここ

を重点的に取り組んでいくのかという，事業に対するその県の取組の度合いを，今後検討

していただかないとだめかなという気がします。どちらかと言えば，要検討のところに入

るのかなという意見ではございます。

（班長）

　今は環境がテーマのところに入っていますが，「環境は重要である」「そういうことに

関してはできる限り推進する」ということが基本の立場だと思います。実際の代替的な公

共交通機関のインフラが整備されている状況であれば「そちらに替えていきましょう」と

いうことを積極的に言うこともできるけれども，公共交通機関が充分でないということで，

パーク・アンド・ライドという考えになるのかと思います。ですが，普通の利用者からす

ると，「途中まで車で行くんやったら最後まで車で行ったらいいやん」という話になりま

す。現状としては，そういう利用者が多い状況で，環境問題について意識付け，動機付け

をしてもらい，もっと積極的にやるべきだという話に持っていくのは非常に難しいと思い

ます。現実的には厳しい部分もあるのかなという現状を踏まえた上で，それでも推進して

いくということで評価をするのであれば，今のご意見を聞いていると，やはりＣの方が良

いかなと思います。なかなか難しいという意見ですが，他の委員の方いかがでしょうか。

今の感じだとＣ評価というような感じですが，それでよろしいでしょうか。それでは，９

番につきましてはＣ評価ということでよろしくお願いいたします。

　それから，10番はＤになっておりますが，Ｃでいいのではないかというご意見もありま

した。Ｃということでよろしいでしょうか。それでは，10番はＣ評価へ変更とします。

　15番は，Ｂ評価になっておりますが，Ａでもというご意見がありました。Ａ委員，いか

がでしょうか。

（Ａ委員）

　一足飛びにはできないことかと思います。いずれも段階的に進められているということ
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で，Ａにしてはいかがかなと思います。

（班長）

　今のご意見を踏まえていかがでしょうか。それでは，15番につきましてはＡ評価に変更

ということでお願いいたします。

　23番がＣになっておりますが，これについてはいかがでしょうか。そのままＣでよろし

いでしょうか。

　30番の情報提供の問題もＣということになっておりますが，これについてはいかがで

しょうか。そのままＣ評価でよろしいでしょうか。

（県民環境部）

　30番のところですけれども，先程班長から具体的にというお話がありましたので，説明

をさせていただきたいと思うのですが，よろしいでしょうか。

（班長）

　はい，お願いします。

（県民環境部）

　30番の表記で，「環境白書」と「とくしまの環境」「地球温暖化防止活動推進センター

のホームページ」ということで，表記を簡単にしておりますので，少しわかりにくかった

かもしれませんが，環境で出している情報として，私どもは２つあると考えています。

　１点目は，いろいろな環境データです。大気や水質のデータ，それから地球温暖化の排

出の状況などのデータをデータベースとして取りまとめたもので，これが環境白書になり

ます。

　２点目は，ホームページで，いろいろなイベントや県内の環境団体が活動内容を発信し，

県民の環境活動を喚起しようということで，例えば，昨年度は夏の節電目標が出されまし

たので，夏の間で県民の方々が取り組まれた内容をホームページで紹介して，呼びかけを

するような案内をさせていただいております。

（班長）

　ありがとうございます。補足の説明をいただきましたが，30番についてもう一度いかが

でしょうか。そのままＣでよろしいでしょうか。

　それでは，34番ですけれど，こちらもＤということになっています。そもそも論として，

目標設定のところから難しいテーマだと思いますが，どうでしょうか。方向性から間違っ

ているというわけではないと思います。ただ，先程のお話のとおり，セダンなどの割合が

非常に低いという状況での買い換えということになると，目標達成の見通しは，今後もか

なり暗いのではないかというようなところからＤという話にはなっているのですが，いか

がでしょうか。
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（Ａ委員）

　お話を伺ったところによりますと，買い換え自体が，近年では１台２台というようなと

ころと，貨物が64％を占めていていることから，これは目標の指標自体を変えた方が良い

のかなと思います。事業内容としては，できるところは，しっかりとやっていただいてい

るので，Ｂ辺りかなと思います。

（班長）

　ご意見をいただきましたけれども，いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

 今回の環境の分野は目標設定が高いのではないかなと思います。公用車の割合もそうで

すし，23番も県民に 100 ％浸透するというのが目標ということで，非常に高い目標の下に

やられている取組で，方向性としては間違っていないので，ＣやＢぐらいでもいいのでは

ないかと思います。

（班長）

　Ｂでどうかというご意見もいただきましたが，どうでしょうか。それでは，34番につき

ましてはＢ評価に変更ということでお願いします。

　４－１につきましては，以上のような評価とさせていただきます。

　続きまして，４－２「循環型社会とくしまづくり」になります。51番までについて，ご

意見ご質問等よろしくお願いいたします。

（Ｄ委員）

　39番の廃プラスチックには，農家のビニールも入っているのでしょうか。

（農林水産部）

　使用済みの農業用フィルムについては，40番の方に入っております。県下一体的な収集

処理を行っており，都道府県では，５県程度が行っている，先進的な取組ということで，

40番にはＡを付けていただいております。

（県民環境部）

　39番のところで書いているのは，廃プラスチック類の資源化リサイクル率でございます。

ここで書いてあるリサイクル率は一般廃棄物のことですが，農業用のものは産業廃棄物と

いうことで，ここの数字には入ってきていません。

（班長）

　いかがでしょうか。ご意見ご質問等をお願いします。

（Ｅ委員）
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　36番の「レジ袋ゼロの日・推進事業」は，各市町村に協力を得ようという事業だと思う

のですけれども，なかなか足並みが揃わない理由は何かあるのでしょうか。平成24年には，

10市町村でというところが６市町村のまま停滞していますけれど，なかなか難しいので

しょうか。

（県民環境部）

　これは，全体的に取り組んでいる市町村の数ということなのですが，平成19年から海部

郡の３町や，吉野川市，小松島市など，レジ袋ゼロの日の社会実験などをやっている市町

村を数えています。これまで，社会実験やキャンペーンなどをやってレジ袋の削減に取り

組んできたのですけれど，消費者サイドの取組が主体だったといったことで，市町村が主

体になるものが進んでいないのかなと考えてございます。今後は事業者目線の取組が必要

だろうということを，昨年度から検討しており，今年度は事業者と協働して，全県的な

キャンペーンを実施することを検討しています。これに併せて，市町村にも是非参加して

いただいて，市町村の意識の啓発を図っていくといったことで実施市町村数の増加を図っ

ていきたいと考えています。いろいろなことをやっている市町村があるのですけれども，

その数を数えており，例えば徳島市ですと，レジ袋の廃止の宣言キャンペーンなどをして

います。そういった全市全町的な取組をやっているところだけをカウントしています。

（班長）

　他にご意見ご質問等いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

　39番は，家庭のゴミなのですね。市町村によると思うのですが，分別なども厳しく，

もっとリサイクルできているのではないだろうかと感じます。ですので，この数字は少し

不思議に感じます。リサイクルの推進については，進めていかないといけないことですの

で，Ｃぐらいの評価が良いのではないでしょうか。

（班長）

　私からも質問よろしいでしょうか。

　39番について，リサイクル率が低いのは，ごみの回収までは分別してやっているけれど，

それを集めた業者がまた一緒にしてゴミを捨てているということもあるのでしょうか。徳

島の例という意味ではありませんが，高校生の文化祭や大学生の学園祭などで，５種類６

種類に分けてごみを捨てましょうというところまではやったけど，ゴミ収集車のところで

は全部まとめて１つのごみ袋で捨てていったというような話をよく聞きます。消費者レベ

ルではきっちりリサイクルをやったつもりだけれど，数値が低いということは，どこかで

一緒くたにしているのではないかという素朴な疑問です。その辺りについて，いかがで

しょうか。

（県民環境部）
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　リサイクル率が低いのではないかという質問ですが，一般廃棄物について，20年のデー

タですけれども，出てくる量がおよそ29万トンで，それを焼却処分して減量化しています。

可燃ゴミは15万トン程度ありますので，大部分が減量化されており，最終処分場へ行くの

は３万 7,000 トンぐらいになります。資源化されるのは，５万 5,000 トンぐらいで，20万

トン弱は減量化されてしまいますので，リサイクル率でいうと，18.9％といった数字に

なっています。この目標値について，実は国の基本目標というものがございます。その基

本目標で示された値はもう少し低い率です。徳島県は，環境首都徳島ということで，もう

少し高めのリサイクル率を目標にしようということで，27年度には，リサイクル率を28％

まで上げたいという目標にしています。

　それと，ゴミの排出量につきましては，23年度から５カ年でやるということで，23年度

は初年度でございます。これについても，国の一般的な目標より１割程度高めです。産業

廃棄物の最終処分率につきましては，全国的に同じような目標を作っていますので，27年

度で 3.3 ％程度ということで目標を作っています。

（班長）

　ありがとうございます。他には，いかがでしょうか。

（県民環境部）

　環境関連産業の分で，班長からご質問があった46番についてです。これは，環境関連産

業を行う企業に対して融資をする制度です。１件の実績がありますが，その後，問い合わ

せや相談などはあるのですけれども，融資条件を満たすことが難しいということで，申請

には至っておりません。融資条件が厳しいという意見もありますが，他の制度との均衡か

ら難しい状況です。今後は，この制度だけではなく，独立行政法人がやっている制度など，

日本政策金融公庫その他の融資制度と合わせて情報提供をして，事業者がそれぞれの事業

計画に見合った制度を選択できるように支援をしてまいりたいと考えております。産廃業

者のところにも戸別訪問し，ニーズをお聞きして，制度につなげてまいりたいと考えてお

ります。

（班長）

　ありがとうございます。

（県民環境部）

　47番について，リサイクル製品や，モデル事業者として認定されますと，製品なら認定

リサイクル製品の表示ができ，事業者は認定マークを自社の広告などに使用できます。ま

た，県がパンフレットやインターネット，イベントなどで認定製品のＰＲをするといった

メリットがあります。ただ，有効期限が３年ですので，３年ごとに更新をする必要がある

ということと，製品によっては検査資料の提出が必要であるということ，認定事業所では

他の事業所のモデルとなるような取組を継続的にしなければならないといったことで，費

用と手間がかかりますので，最近は認定数が減少しています。そこで，リサイクルに取り

9



組んでいる企業などを個別訪問して，この制度の趣旨，メリットの説明を行って掘り起こ

し作業に努めているところでございます。現在，応募を受け付けている最中ですけれど，

既に数件の応募がございますので，今年度についてはこの数字は必ず上がるだろうと思っ

ております。

（班長）

　ありがとうございます。

　それでは評価に入りたいと思います。まず，36番がＣ評価ということになっております

が，いかがでしょうか。そのままＣ評価ということでよろしいでしょうか。

　次に，39番について，これはＣに上げてはというご意見もありました。Ｃ評価というこ

とでいかがでしょうか。それでは39番はＣ評価ということでお願いします。

　46番についても，先程ご意見を頂きましたが，いかがでしょうか。それでは，46番はＣ

評価のままでお願いします。

　47番は，Ｃになっておりますがよろしいでしょうか。それでは，47番についてもＣ評価

ということでいきたいと思います。

　続きまして，４－３「安全で快適なとくしまづくり」にいきたいと思います。委員の

方々，ご意見ご質問等よろしくお願いいたします。

（Ａ委員）

　３点，質問させていただきたいと思います。

　まず，53番についてです。毎年問題になっているかと思いますが，市町村が下水道の供

用をしても，接続は個々の問題があってなかなか難しいというところで，処理人口ではこ

のような数字が出てきているものと思います。県の役割として，それをどこまでフォロー

していくかという問題があるかと思いますが，県としては，市町村の供用までで，そこか

らのつなぎ込みは，市町村の役割や個人の考えによるものという気がします。そう考える

と，県の役割は充分に果たされているような気がしますので，Ａでもいいのかなと感じて

おります。どういった状況かをお教えいただけたらと思います。

　次に56番に関して，浄化槽の検査をしていない人をどうしているのか，放置しているの

かというところをお教えいただければと思います。

　次に，65番に関して，実際に補助を必要としている建築物は，目標に掲げられているほ

どたくさん存在しているのか，あるいは存在していないのでこのような実績値になってい

るのかというところをお教えいただけたらと思います。

（班長）

　ありがとうございます。先に質問等ありましたらお願いいたします。

（Ｂ委員）

　56番について，法定検査の受検率が低いという実績になっていますが，法定検査そのも

のよりも保守点検ができているかどうかの方が大事なのではないかと思います。保守点検
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はもっと高い率でできているというデータなどはないのでしょうか。

　それと，68番について，エコファーマーについての説明を聞かせていただければと思い

ます。

（班長）

　他にご意見ご質問等いかがでしょうか。

（Ｄ委員）

　68番のエコファーマーについてです。消費者に安心して食べていただけるというような

ことで，評価が厳しいのではないかと思います。農業者も「とくしま安２ (あんあん）Ｇ

ＡＰ農産物認証制度」の認定を受けて頑張っておりますので，評価も１ランク上げていた

だけたらどうかと思っています。

（班長）

　これについては，前の会議でＣ評価になっておりました。これは，前回と同じものと考

えていいのでしょうか。

（評価検査課長）

　これについては，再掲ということで，基本目標２で書かれたものと同じものが書かれて

おります。昨年度の議論の中で，それぞれ基本目標が違い，目的とするところが違うので

はないかという話があり，それぞれ別の評価でもいいのではないかという結論になってお

ります。

（班長）

　内容としては同じですが，その目的が違うから別の評価ということで，今回の環境の

テーマに基づいて68番はＣであるかＢであるかという評価をするということですね。経済

問題として捉えるのではなく，環境問題からどうであるかという切り口での評価になりま

す。

（Ｅ委員）

 63番で，ここに関連するかどうかわかりませんが，大気汚染に関して，徳島の工場など

が排出するものについては，規制をされたり，把握されたりしていると思いますけれど，

海外からのＰＭ２．５や黄砂などについてはどうなのでしょうか。私も小さい子どもがい

るのですが，「このまま学校へ行かせていいのか」と思わせるほど大気が淀んでいたこと

もがあったように思います。こういうことについての，警戒警報や注意報といったものを

出すような事業は，ここにはないのでしょうか。

（班長）

　それでは，いくつか質問が出ていますので担当部局からお願いいたします。

11



（県土整備部）

　Ｂ委員とＡ委員から浄化槽についてのお話をいただいております。まず，56番について，

浄化槽の保守点検と法定点検の違いからお話させていただきます。

　保守点検は，浄化槽の中のいろいろな機器などがきちんと動いているかどうか，あるい

は消毒剤がなくなっていれば点検して補充する，汚泥を引き抜く時期の判定など，そう

いったことを20人槽以下であれば，４カ月に１回行うのが保守点検でございます。

　数値目標になっている法定検査は，こうした保守点検がきちんと行われているのかどう

か，その浄化槽で水質が浄化されているかどうかを検査するものです。ですので，きちん

と浄化槽が機能しているかどうかを確認するということで，法定検査を目標に挙げていま

す。

　具体的な取組の内容でございますが，啓発については，浄化槽月間を定めて，駅前や

ショッピングセンターで街頭キャンペーンなどを実施しています。また，小中学生や高校

生を対象にポスターを募集したり，高齢者の方々にシルバー大学校で「まるわかり浄化

槽」といった講義を行ったり，浄化槽の啓発用ＤＶＤをケーブルテレビに配布するという

ようなことも行っています。

　さらに，こういったこととは別に，もう少し実行力がある方法として，浄化槽の新規設

置者に対し，法定検査の実施など，適正な維持管理について周知をするための講習会を

行っています。それと，もう１つ，新たな取組として，浄化槽の新規設置者に対して，県

が指定する標準契約書を作り，法定検査，保守点検，清掃について一括契約で５年間やる

ということを実施しております。

　全国の状況と比較すると，法定検査の受検率は全国で21位に位置しています。

　それと，もう１点いただいていたのが，65番のアスベストについてでございます。これ

につきましては，平成17年に民間建築物におけるアスベストの調査をやっています。その

対象件数が 1,757 件，そのうち報告があったのが 1,749 件，アスベストを含んでいるもの

が39件ありました。これまでに対策済みとなっているところが30件で，現在対策を予定し

ているところが５件，残り４件が指導中ということになっています。あと４件に何とか対

策を講じれるよう取り組みたいと考えています。

（班長）

　ありがとうございます。

（県民環境部）

　まず，Ｅ委員からの広域汚染について，昨年度まではＰＭ２．５測定局が３カ所だった

のですけれど，昨年度の補正で５カ所に増やしています。今年度は，さらに５カ所増やし

て10局体制にいたします。また，広域汚染に対して全県的な観測ができないかということ

で，一般環境大気観測局の再配置についても検討してございます。なお，現在はＰＭ２．

５測定局は５局なのですけれども，この観測データについては，測定した結果を県のホー

ムページでリアルタイムで公表してございます。特に今年は，中国からのＰＭ２．５など
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もあったのですけれど，注意喚起のための暫定的な指針値を超えると判断される場合は，

注意喚起の情報を流すといったこともしています。

　それと，67番について，その成果ということですけれども，リスクコミュニケーション

は，環境物質に関する情報を県民と事業者と行政が共有して，意思疎通と相互理解を図る

ことでございます。県では，平成20年から22年にかけて，モデル的リスクコミュニケー

ションといったことで取り組みました。３時間，４時間とかけて，事業所の見学や，環境

物質のリスク，環境への取組などの説明をするといったことで，事業者の方には今後の事

業活動にとって「非常に有益であった」という意見がありましたが，一方で，「実施にあ

たって準備に大変な労力を要した」という意見もありました。それで，本格的なものはな

かなか大変ということで，事業者の規模や組織体制にあったリスクコミュニケーションを

するように取組を進めていただきたいと考えています。環境管理のセミナーや，小中学生

を対象とした環境学習の機会に，環境物質のリスクなどのリスクコミュニケーションに関

する内容を盛り込んでいただくということで関心を高めていただくといったことで，すそ

野を広げていきたいと思っております。

　昨年度は，徳島中学校で，中学生を対象に，大塚製薬が教室を開きました。その際に，

その一環として化学物質に関する講義を行っています。そういったことで，できるところ

からやっていって相互理解に努めたいと考えております。

（農林水産部）

　先程，Ｄ委員から，68番のエコファーマーについて，環境の面から大事ではないかとい

う意見をいただきました。農業支援センター，ＪＡとの連携の下，生産者の方に積極的に

働きかけてまいりたいと考えております。また，消費者の方にもエコで安全安心な農産物

の消費拡大に向けたＰＲ活動を展開していこうと思っております。

　それから，70番の農業分野における見える化について，先ほど10番でＣ評価をいただき

ましたが，エコファーマーの新たな付加価値と位置付けて，お互いの相乗効果が図れます

よう，こちらも積極的に展開していきたいと考えております。

（班長）

　他はよろしいでしょうか。それでは時間もありますので評価に入りたいと思います。

　まず，53番のところで，Ａでもいいのではないかというお話があったと思いますが，い

かがでしょうか。

（Ａ委員）

　53番については新たにご説明いただいていないので，いかがでしょうか。

（県土整備部）

 最終的に接続するのは住民の方が行うということで，市町村は，住民の方がつなぎ込み

をしやすくなるように受益者負担金の減免を行ったり，接続工事の助成制度を設けたりし

ているということでございますので，県としては，側面的に市町村と連携をしてＰＲをす
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る方法に重点を置いています。また，技術的な指導を行っているというところでございま

す。

（班長）

　いかがでしょうか。ご意見がありましたように，Ａ評価でよろしいでしょうか。それで

は，53番につきましてはＡ評価ということでお願いいたします。

　それから，56番についての評価はいかがでしょうか。ＤかあるいはＣに上げるべきだと

いうご意見もあるかと思いますが，原案どおりでよろしいでしょうか。

（Ｅ委員）

　進めないといけないものですし，全国と比較しても，ある程度の位置にあるということ

であれば，Ｃぐらいかなと思います。

（班長）

　Ｃでどうかという意見を頂きましたが，よろしいでしょうか。それでは，56番について

は，Ｃ評価ということでいきたいと思います。

　次の57番はＣになっておりますが，これについてはそのままＣでよろしいでしょうか。

それでは，57番はＣ評価のままということでお願いいたします。

　65番もＣになっておりますが，これについてもこのままＣということでよろしいでしょ

うか。それでは，65番もＣ評価のままでお願いします。

　67番もＣ評価になっておりますけれども，いかがでしょうか。それではこれもそのまま

Ｃ評価ということでいきたいと思います。

　68番についてはＣではなくＢでいいのではないかというお話がありましたが，いかがで

しょうか。今回のテーマは環境ということからすると，目標の数値には届いていませんが，

新規の数値は上がっているというところも含めて，68番については，Ｂ評価ということに

させていただきます。

　それから，70番についてはＤになっておりますが，Ｃでもというご意見もありました。

Ｃでよろしいでしょうか。それでは70番はＣ評価ということでお願いいたします。

　それでは，最後に４－４「自然共生社会とくしまづくり」と４－５「豊かな森林とくし

まづくり」をまとめて議論したいと思います。78番から最後の 100番までにつきまして，

ご意見ご質問をよろしくお願いいたします。

（Ａ委員）

　まず，82番でございます。この事業につきましては，県からの事業費は全く出ていなく

て，民間の資金を活用されているのかを伺いたいと思います。民間の資金を活用されて，

目標に達しているということであれば，工夫して取り組まれているということで，Ａ評価

でも良いかなという気がしております。

　もう１つ，90番でございます。ここに関しては，目標として料理店を増やすということ

が入っているのですけれども，シカを食用にするためには新鮮なまま早期に運ばなければ
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ならないというところで，そういう方の担い手不足という問題があるかと思います。また，

店舗数を増やしたからといって，食べてくれる人が増えるというわけでもないかと思いま

す。ここに書かれているように，安定した供給ができていないから，店舗数も増えないと

いう問題もあるかと思いますが，かなり積極的に取り組まれているという事例を伺ってお

りますので，Ｂ評価でもいいのかなという気はしております。現状での課題をもう一度洗

い出していただければと思います。

（班長）

　ありがとうございます。他にご意見ご質問いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

　87番の外来種の調査について，やはり調査はしていっていただかないと，特に農業など

が困るのではないかと思いますので，継続していっていただければと思います。

　それと，90番のところは，鳥獣被害対策のために捕獲したものを料理に使うという視点

だと思います。私も料理店のものは食べたことがないのですが，肉はなかなかいけると思

いますので，うまく回ったらもっと増えるのではないかなと思います。努力はしていると

思います。

（班長）

　他にご意見いかがでしょうか。

　89番と90番に関して，質問なのですが，そもそもの目的としては，農業や林業の方々が

育てている野菜や木に対しての被害を抑えるために捕まえましょうということで，捕まえ

た結果，そのまま処分するのではなく，何かに使えないかというようなところから，そう

いう料理として，産業としていきましょうというような趣旨だと思います。ただ，食料と

いう視点から言って，安定的にその供給がされているのかどうか，シカなどが毎年安定的

にいるのか，その辺りの話はどうなのかというところが質問です。それから，もう１つは，

処理加工施設のところで全て加工して，最終的な肉となった物が出てくるだけだから，料

理店の方は誰でもできますよという話なのか，そうではなく，調理に特殊な技術を必要と

しているのかという質問です。もし特殊な技術を必要としているのであれば，そう簡単に

はこの店舗数は増えないと思いますが，少し手を加えればいいだけで，他の肉と同じよう

に扱えるのであれば，店舗数を増やすことも可能かなと思います。

（農林水産部）

　ジビエ料理店の話でございますけれども，班長がおっしゃるように野生鳥獣による農作

物林業被害防止が一番の目的ということで，各市町村で侵入防止柵や罠によっての捕獲な

どをやっております。従来，捕まえたシカは，埋設処分などをしていたのですが，捕獲し

た鳥獣を食肉として利用することにより，中山間地域における新しい地域資源として地域

の活性化につながればということで，一石二鳥，三鳥の考えで，昨年度スタートしました。

鳥獣肉の処理加工施設はまだ３つしかなく，家畜と違い，鳥獣を捕まえるということでご
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ざいますので，計画的に処理することが大変難しく，供給が不安定であるため，なかなか

進まない面もございます。先日の徳島新聞で，美馬市の木屋平にあるシカ肉の加工施設で

シカ肉を缶詰にする事業について，美馬市で補助するということで９月の補正案に計上さ

れたという報道もされております。ブロックですと大量の肉になるので，どこの店も手が

出しにくいというところもあるのですけれど，缶詰にすることで，小口の顧客を増やし，

保存もしやすくなります。現在，シカ１頭からとれる肉が４キロぐらいなのですが，缶詰

ですといろいろな方法があり，５キロに増やすこともできるようです。いろいろな取組が

始まったばかりでございますけれども，そのような一石二鳥三鳥というものを目指してお

ります。肉の販売については許可が必要なのですけれども，調理については特段許可が必

要ということはございません。安定的に供給できるかということが一番の問題だろうと思

いますけれども，その点についても市町村等と協力しながら，安定供給の体制の充実強化

を図ってまいりたいと思います。それから，皆様方に食べていただかないといけませんの

で，昨年もフランス人のシェフを招き，試食会や研修会を実施しております。それから，

「新鮮なっ！とくしま号」で，大阪でシカ肉のハンバーガーやコロッケなどを試食してい

ただいたところでございます。また，今年は６月に四季美谷温泉において，ジビエの料理

法の研修会やジビエの普及推進を図るための研修会，試食会もやっておりますので，今後

とも一層ＰＲに努めてまいりたいと考えております。

（県民環境部）

　87番の特定外来種について，ご質問をいただきました。

　特定外来種，これは生態系や農作物に被害の発生が懸念されていたことで，従来より啓

発や情報提供をやってございます。特に被害が出るといったものにつきましては，駆除作

業と生息状況を明らかにするための調査を実施しています。

　アルゼンチンアリやアライグマ，セアカゴケグモについて実態調査をしております。ア

ルゼンチンアリにつきましては，家屋への侵入や，在来アリの駆逐といった被害がござい

ますので，平成22年に徳島市の津田海岸町で発見されて以降，生息調査と根絶に向けた駆

除を進めており，生息範囲が狭まってきているかなと思っています。

　セアカゴケグモも平成22年の７月に鳴門市の里浦町の大手海岸で発見されてから，鳴門

市と合同で生息調査と駆除をやっています。こちらについても，根絶とまではいきません

が，生息地は減少しております。

　アライグマにつきましても，農林水産部と一緒に鳴門市周辺での生息調査を実施してお

り，試験捕獲等をしたところでございます。

　それと，昨年ぐらいから話題になっているミシシッピアカミミガメにつきましても，レ

ンコン畑で繁殖して被害が出ており，昨年度ＪＡ大津が駆除を開始されましたけれども，

今年度，農林水産部と共に駆除の技術の検討などで技術提携していければということで，

調査と合わせて駆除に取り組んでいるところでございます。

　水草などに関しても，ホテイアオイなどが繁茂する場合があり，これにつきましても，

河川管理者と協力しているという状況でございます。

　次に79番の希少野生生物の保護について，数が伸びていないということでございます。
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まず，指定希少野生生物につきましては，平成23年度に８種類，指定の検討をしましたが，

指定できたのは１種だけでした。これにつきましては，後世に残すために指定に努めてい

るのですけれども，研究者の間での合意形成や，保護体制の整備，生息している場所の利

害関係者の同意が必要であり，合意形成に時間がかかっています。23，24年年度で１種の

指定ですけれども，引き続き生息調査も実施して，円滑な指定に努めたいと考えています。

（班長）

　ありがとうございます。

（南部総合県民局）

　82番の「どんぐりプロジェクト」でございますが，これは平成17年度に南部圏域に残存

する自然林からドングリを採取して，公共事業等での植裁に利用することを目的に始めた

ものでございます。現在は公共事業だけでなく，那賀川流域や海部地域での幅広い植裁に

も活用していただいております。財源としましては，当初はゼロ予算事業ということで始

めたものでございますが，平成20年度からは基金または民間からの寄附等によって賄って

いる状況でございます。

（班長）

　ありがとうございます。それでは，評価に入りたいと思います。

　79番はＣとなっておりますが，いかがでしょうか。それでは79番はＣ評価のままでお願

いします。

　82番については，Ａ委員，いかがでしょうか。

（Ａ委員）

　当初からゼロ予算事業で，現在は民間も巻き込んで積極的に行われているということを

見ると，Ａでもいいかなと思います。

（班長）

　Ａでどうかというご意見でしたが，どうでしょうか。それでは，82番につきましてはＡ

評価ということにしたいと思います。

　87番は，Ｃ評価というようなところになっていますが，よろしいでしょうか。

　

（Ｂ委員）

　説明を聞いたらＢでもいいのではないかなと思います。ここに書いていないこともいろ

いろとされているということが聞けました。

（班長）

　Ｂ評価というご意見をいただきましたが，いかがでしょうか。それでは，87番について

は，Ｂ評価ということにしたいと思います。
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　90番については，これは店舗数だけの問題でもないという意見もあり，Ｂでいいのでは

ないかというご意見がありましたが，いかがでしょうか。それでは，90番はＢ評価という

ことでいきたいと思います。

　４－５の95番から最後の 100番までは，このまま原案どおりということでよろしいで

しょうか。それでは，そのようにさせていただきます。

　ご意見はまだまだあるかと思いますが，時間の都合もありますので，この辺りで意見交

換を終了したいと思います。

　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，後日でも結構ですので，事

務局までご連絡いただけたらと思います。

　また，第１回会議で決定したことですが，本日の評価結果につきましては事務局で整理

し，私の方で確認した後，更に会長にご確認いただいた上で，総合計画審議会に提出する

ことになっております。また会議録の公表につきましても，私が確認し，会長にご確認い

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。委員の皆様，長時間の会議

お疲れ様でございました。また，終始熱心にご議論いただきまして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を申し上げます。有意義な会議を開催できたと思っ

ております。ありがとうございました。

　皆様方の協力で無事に終了できたかと思っております。ありがとうございました。

18


