
第 ４ 回 　 県 政 運 営 評 価 戦 略 会 議 　 会 議 録

１　日時　　平成２５年８月１９日（月）　１３：３０～１５：４５

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）犬伏　秀之　監察局長

　　　　　　石田　和之　　　　　　　　　　酒井　彰彦　危機管理政策課政策調査幹

　　　　　　井関　佳穂理　　　　　　　　　七條　浩一　政策創造部副部長

　　　　　　佐和　良佳　　　　　　　　　　仁木　弘　　総務課長

　　　　　　橋本　延子　　　　　　　　　　長野　輝雅　県民環境部副部長

　　　　　　藤原　学　　　　　　　　　　　森　　繁生　保健福祉部副部長

　　　　　　森本　長生　　　　　　　　　　清水　英範　商工労働部副部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中本　頼明　農林水産部副部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　　一郎　県土整備部副部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊　　茂　　南部総合県民局副局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔭山　真応　西部総合県民局副局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井伊佐子　教育委員会教育次長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

　　４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）
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　以上の評価私案をたたき台にして，委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。

　まず，７－１「誰もが幸福とくしまづくり」と７－２「協働立県とくしまづくり」の辺

りから議論を始めていきたいと思いますが，いかがでしょうか。

　はい，お願いします。

（Ａ委員）

　９番，女性職員の県政運営の参画ということで，先程のＰＲにもこれは自信があるとさ

れていまして，27年度 300人の目標に対して，25年の４月現在で 310人ということで，目

標は達成されているので素晴らしいと思っています。ただ，気になるのが，例えば，この

会場にいらっしゃる女性職員の方は一体何人いるのかなというと，非常に少なく感じます。

数年前は一人もいらっしゃらなかったこともあったと思うので，それに比べたら前進して

いるのかなとも思いますが，職員の男女比率に関して言えば，やはり少し異常かなと思い

ます。この会議の委員は丁度半数が女性で，知事が努力されているものと思います。です

が，全体の比率はどうなっているのかというところで，急に増やすのは無理だと承知して

いるのですが，優秀な方はたくさんいらっしゃると思っております。努力していかないと

増えないと思いますので，例えば，全体の何割などという目標があってもいいのではと感

じています。例えば，せめて１割ぐらいは女性の方がここにいらっしゃってもいいのかな

と感じておりますので，Ａ評価でもいいのですが，今後，少し目標を考えて欲しいなとい

うのが希望です。

（班長）

　審議会については，全国で恐らくトップだろうと思います。ですが，職員の場合は，年

齢構成で，過去に行政職で何人ぐらい採っているかということが背景にあるのだと思いま

すが，担当部局から何かありますか。

（経営戦略部）

　まず，女性職員がどのぐらいいるのかということでございますけれども，25年４月１日

現在の知事部局における女性職員数は 726 名で，全体 3,098 名の約23.4％を占めています。

その職員を年代別に見ますと，50歳未満の層では 2,028 名中 598 名で，率にして29.5％で

あるのに対して，管理職員となりうる 50歳以上の層では 942 名中 128 名で，率にして約

12.0％となっており，他の年代層に比べて女性職員の割合が著しく低い状況になっていま

す。

　この会議に出席している女性職員の数が少ないということにつきましては，管理職員と

なりうる50歳以上の層における女性職員の割合が低いことが原因になっております。

　しかしながら，今後，一般行政部門職員， 3,000人体制を目指す中におきまして，県民

サービスの維持向上を図っていくためにも女性職員の能力を最大限活用することは必要不

可欠であり，今年度の定期人事異動においても管理職への登竜門となる副課長に新たに７

名の女性職員を登用するなどの取組を加速しているところであります。

　今後とも女性職員が働きやすい職場環境の整備により一層努めると共に，企画立案部門
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への配置，派遣研修等を通じた人材の育成，課長補佐，係長のライン職への登用をさらに

進めまして，意欲と能力のある女性職員を積極的に登用してまいりたいと考えております。

（班長）

　副課長に多く揃っており，すごいことだと思います。知事が，人事の担当と相談しなが

ら，そういう方向を目指していこうという意欲は十分に伺うことができます。先程話が

あったように，50歳以上の人の比率が約12.0％という時代的な背景もあると思うこともあ

り，Ａ評価としておりますが，これは県が真剣に取り組んでいるということでＡ評価でよ

ろしいでしょうか。

（Ａ委員）

　詳しいことをお伺いしたら，非常に努力されていて，目標値をもう少しと思ったのです

けれども，今も鋭意努力中ということなので，27年度までの目標は達成されているのです

が，引き続き，お願いしたいと思います。Ａ評価で結構です。

（班長）

　他にありませんか。はい，どうぞ。

（Ｂ委員）

　18番ですけれども，班長からどの程度実施したかが不明確なのでというコメントがあり，

現状の達成見込みは「◎」となっています。課題は「モデル事業の成果を生かした，次の

取組みが必要である」で，今後の取組方針には，「県民協働による課題解決事業を実施す

る」とあります。ここの具体的な説明があれば，Ａ評価でもいいのかなと思いました。

それから，21番の耕作放棄地の解消です。モデル圃場数の目標はクリアしているようです

が，数が少ないような気がします。特に徳島県は，農業政策の中でも，耕作放棄地の解消

というのが目玉の取組だと思いますけれども，モデル圃場数が少ないということと，ボラ

ンティアの登録数も未達ということ，更には現状での達成見込みも○ということを含めま

すと，Ｃ評価でもいいのではないかと思いました。

　それから22番は，Ａ評価でもいいのではないかと思います。国との連携の強化など，不

透明なところは幾つもありますけれども，手入れ砂の継続利用が認められるなど，なかな

か難しかったことが克服されているということもあって，ＢからＡに変えてはどうだろう

かと思いました。

　それから，25番の県民活動プラザです。課題に「ＮＰＯ法人に寄附した場合の，寄付し

た者にメリットがなく，寄附が促進されていない」とありますが，寄附側からすれば，多

くのＮＰＯ法人がありますけれども，どのＮＰＯ法人に寄附をすればいいのかということ

がある訳で，その辺りのところが見えるようにしていただければ良いのかなと思います。

特に最近はソーシャルファンドが注目されておりまして，そういう取組も含めて，ゆめバ

ンクとくしまでそういう取組がされているということであるので，Ｂ評価でもいいのでは

ないかと思いました。
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（班長）

　Ｂ委員から４点ほど指摘がありました。最初の18番について，担当部局からお話しいた

だけますか。

（県民環境部）

　18番は，平成23年に，国の交付金を活用して「新しい公共支援基金」というものを設立

しました。この基金を使い，「新しい公共担い手創出事業」を，23年度，24年度とやって

まいりました。

　中身につきましては，公共事業の新しい担い手といったことで，ＮＰＯや県市町村と協

働でモデル事業として実施するための「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」，Ｎ

ＰＯの活動基盤に対する支援といったことで，各種講座を開催したりＮＰＯの人材育成，

組織強化を図るための活動基盤強化あるいは中間支援組織の機能強化ということをやって

まいりました。

　件数につきましては，「新しい公共の場づくりのモデル事業」といったことでこの２年

間で14件やっています。それと中間支援組織への委託事業といったことで延べ19件実施し

ています。この事業は，23年度，24年度の２年間のサンセット事業でございましたので，

今年度はこの基金がなくなります。今後の取組方針にも書いてございますけれど，県の単

独事業ということで「県民協働による課題解決事業」といったようなものを創設しまして，

同じようにＮＰＯ等との協働事業を進めてまいりたいと考えています。

（班長）

　Ｂ委員，今の説明を聞いていかがでしょうか。

（Ｂ委員）

　Ｂ評価でいいのではないでしょうか。

（班長）

　他の委員の方もよければ，Ｂ評価のままでいきたいと思います。

　次に，お話がありましたのは21番の耕作放棄地ですね。これはＢとなっているけれども，

Ｃでもいいのではないかというお話だったのですが，いかがでしょうか。

（Ｃ委員）

　耕作放棄地，これは５年間，中山間地でやる事業ですが，本当に難しいです。放棄地に

対していろいろなことをしているのですけれども，高齢化もありますので，５年間という

と，やめていくところが多いです。ですので，本当に，これは難しいなと思うので，厳し

いですけれども，私もＣでいいのではないかと思います。

（班長）
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　担当部局からは，何かありますか。

（農林水産部）

　21番について，ボランティアの登録数が少ないのではないかということですけれども ，

23年度は15人だったのが，24年度は６倍となる87人となっています。このボランティアは

主に個人でございます。企業，大学，ＮＰＯ法人などについては，１つ上の20番で，「農

山漁村（ふるさと）協働パートナーの協定数」として，目標は14だったのですけれど，実

績はその倍の29となっており，こちらで耕作放棄地の農作業や環境保全の活動の支援をし

ていただいております。

　モデル圃場数でございますけれども，23年が東みよし町，24年に美馬市の脇町と穴吹町，

それから勝浦町でモデル的に耕作放棄地対策をやりまして，それを県下に７つほどある農

業支援センターで広めていくということでございますので，是非ご理解いただきたいと思

います。委員からもございましたが，大変難しい問題であり，県民の皆様にご理解いただ

くために，強化月間である10月だけではなく，いろいろな時期にパネル展や県庁の県民

ホール，ホームページなどを通じてやっておりますし，県民局，市町村の役場でもいろい

ろとやっておりますので，是非ご理解いただければと思います。

（班長）

　担当部局の意見を聞いていくと，評価を上げないといけないような形になるのですが，

もっと頑張れという意味でＣを付けるという場合もあるし，それから非常に厳しい状況の

中でよく頑張っているからＢという場合もあろうかと思います。

　Ｂ委員，いかがですか。

（Ｂ委員）

　私は，やはり厳しいからゆえに，難しい課題だからゆえに，行政は積極的に展開しなけ

ればいけないと思います。だから，厳しいというのが言い訳になってはいけないと思いま

す。その意味では，激励も込めてＣということでいかがでしょうか。

（班長）

　はい，わかりました。それでは，21番はＣ評価ということにしたいと思います。

　それから，22番はＡにしたらどうかというお話なのですが，いかがでしょうか。

　これは非常に評価が難しいところです。実績値が入っておらず，基準となるものがなか

なかないものですから，現状での達成見込みが「◎」であるならば，Ａになるのだと思い

ますが，これからは，もっと具体的な数値目標などの達成目標を設定してやっていただき

たいということで，Ｂと付けています。

（Ｂ委員）

　手入れ砂というのは鳴門金時の手入れ砂ですよね。
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（班長）

　はい。

（Ｂ委員）

　手入れ砂の継続利用が認められたというのは，生産農家にとって非常に大きなことで，

特に徳島の鳴門金時は日本を代表するサツマイモですので，この点を非常に評価しており

ます。同時に，護岸の桜道路，桜の植樹など，そういうところにも展開をしているという

ことで，吉野川というところに注目をして積極的に展開をされていることが見えました。

Ａでもいいのではないでしょうか。

（班長）

　なるほど。他の委員の方はいかがでしょうか。

（Ａ委員）

 厳しい意見ですけれど，やはり目指すところがよくわからず，そのために何をしていく

のかが少しわかりにくい感じがしますので，そういうことももう少し明らかにしてほしい

という意味で，Ｂでもいいのかなと私は思います。

（班長）

　ここは恐らく，担当部局も，記述の仕方そのものに苦労したのではないかなと思うので

すけれども，今後はもう少し見えるような形でしていただきたいということで，Ｂ評価と

いうことでいいでしょうか。

　Ｂ委員からご指摘いただいたように，鳴門金時の手入れ砂や吉野川の護岸などは非常に

重要なところだと思います。そういう期待も込めましてＢ評価でお願いしたいと思います。

　それから，25番には今Ｃ評価が付いているのですが，Ｂでもいいのではないかというご

意見がございました。これについてはいかがでしょうか。

（会長）

　この資料の見方についてなのですが，認定ＮＰＯ法人数の工程のところで，23から25は

空欄で，26年度にのみ２団体とあるのは，25年度までは事業としてまだやっておらず，26

年度からやるということでしょうか。例えば，先程お話のあった22番のところは24年度か

ら推進ということで，23年度はまだ始まっていないから空欄となっています。これと同じ

ような形で25番を理解していたのですが，実績を見ると，23，24年度は０団体と，数字が

入っています。そうだとすると，評価の対象になるのは，ＮＰＯ法人数のところはまだ事

業としては何もなくて，窓口の設置のところだけとなるのでしょうか。また，窓口の設置

も，23年度に創設した後は空欄ですので，24は何もしてないということなのでしょうか。

それとも，この事業は，本当は既にやっているものなのでしょうか。26年度にやる予定の

ものというのであれば，現在０団体であるというのは，評価としては元々やらないものな

ので問題なく，Ｂでいいのかなと思います。
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（班長）

　担当部局から，いかがですか。

（県民環境部）

　この25番に関してはいくつかの質問をいただきましたので，まとめてお答えさせていた

だきます。

　まず，班長からの話で，自立していないボランティアはいくらぐらいあるのかという質

問がございました。これにつきましては，具体的な基準がございませんので，数字はわか

りませんけれど，県内のＮＰＯで言いますと，年間の事業規模が 300万円未満のＮＰＯが

５割を超えており，事業規模的にはかなり小さなＮＰＯが多いのかなと思っています。経

営組織運営上の課題としましては，資金の不足や，人材，スタッフの不足ということを挙

げているところが多いです。

　今，質問がございました認定ＮＰＯについて，認定ＮＰＯというのは，一定の基準を満

たすＮＰＯ法人を認定するものでございまして，認定ＮＰＯの法人への寄附に対して寄附

金の控除等の税制上の特例措置が講じられるといったことで，寄附をする方への特典があ

り，寄附を促進し，ＮＰＯ法人からしますと寄附を受け入れやすくなるという制度でござ

います。この制度につきましては，ＮＰＯ法の中で昔から規定がございますが，非常に認

定基準が厳しいといったことで，23年３月末時点では全国で 198 法人，ＮＰＯ全体の中の

約 0.5 ％弱しか認定されていません。そこで，平成23年にＮＰＯ法が改正されまして，認

定基準が緩和され，24年４月から施行されておるということでございます。認定ＮＰＯ法

人について26年度まで実施しないということではなく，昔の基準が非常に厳しかったので，

なかなかできなかったということであり，緩和された基準ならば，県内にも出てくるだろ

うといったことでございます。ただし，緩和された基準で２事業年度の期間の状況を判断

するということですので，24年４月からいきますと，24，25年度の２年間かかり，26年度

に出てくるだろうということでございます。従前から基準を満たしているところはそれよ

り先に出てくる可能性がございますけれど，目標としては，26年度に２団体ということに

しています。班長から指標を変えてはどうかということでございましたけれど，法律が変

わり，基準が緩和されましたので，認定法人数で頑張ってみたいと考えています。

（班長）

　記述だけだとなかなかわかりにくいですね。

　現状での達成見込みが「◎」ということも含めて，いかがでしょうか。

（会長）

　26年度までの工程には推進などを入れていただくと，ここから事業が始まっているいう

のがわかります。この資料を見て評価をする側としては，この時点で事業としてあるのか

ないのかがわからないということになるので，もし既に事業として開始されているという

のであれば，そのような書き方をしていただけるとありがたいと思います。
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（班長）

　既に始めているわけなのですね。

（県民環境部）

　法律が変わりましたので，従前よりある程度基準を満たしているところは，準備を進め

ているところもあろうかと思います。県としても，そういうところが出てくれば，順次，

認定の手続きを取りたいと考えています。やっていないのではなく，目標として２年後で

なければ出てこないだろうということで，26年度に数字を入れていますが，それ以前の工

程にも０という数字を入れた方が良かったのかもしれません。

（班長）

　いかがいたしましょうか。

（会長）

　実績が０というのは，予定通りということになるのですよね。

　Ｂでいいと思います。

（班長）

　25番はＢ評価でよろしいですか。

　それでは時間の関係もありますので，７－３のところに入っていきたいと思います。

　どうぞ。

（Ｄ委員）

 32番，徳島にゆかりのある「外部人材の発掘」というところ，班長のＢ評価はそれでい

いと思いますけれど，お盆に経験したことがないのです。モルタルという建築資材，水族

館や遊園地の岩みたいなところを作る業者が日本に３業者しかないらしいです。今，若い

人の就職率が問題になっていますので，そういう業者も含めて，お盆に徳島県出身の方，

商談会や展示会を阿波踊り期間中にどこかの会場を借り切って開催し，小さいブースを格

安で提供してあげたら，商談にもなるし，県外に流れることになりますが，就職率アップ

にもなるし，いろいろと交流ができるのではないでしょうか。特にお盆は，子どもも休み

なので，帰って来やすく，社長，企業主，事業のオーナーも帰ってくるので，やりやすい

と思います。お盆中は阿波踊りだけでなく，そういうこともこれからは必要ではないかな

と思います。ふるさと納税にも絡んでくるかと思います。評価はＢでいけると思いますの

で，意見としてです。

（班長）

　評価は，このままでいいということですね。

　他のところで，評価を変えた方が良いのではないかというのはありますか。
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（Ｂ委員）

　35番のふるさと納税制度は，Ｃ評価ですけれども，何人の方からご協力いただけるかと

いうのを計画にするのはなかなか難しいと思います。ですが，班長からもあったように数

値化できるのではないかと思います。23年度に，どのぐらいの方が，どのぐらいの額を，

ふるさと納税に協力していただいたかというのは数値化できますよね。その 数があれば，

23年度はどうだった，24年度はどうだった，25年度はどうなのかというところも評価がで

きると思います。これは，その上でのＣ評価なのでしょうか。

（班長）

　はい，そうです。現状での達成見込みが「◎」と書いてあるのですが，何を目指してど

こまでやるのかを，できるだけ数値化していただき，基準にしたいということです。

（Ｂ委員）

　ＰＲはかなりされていると思います。新聞などでも，有名人の方に協力していただいて

出ていますからね。その意味では，ふるさと納税のＰＲはできているのではないかと思い

ます。

（班長）

　個人情報などの問題があって，件数や金額を出していないといったことなのでしょうか。

（政策創造部）

　件数と金額についてはもう公表されております。実績を申しますと，徳島県では，平成

24年度で， 5,465万 7,000円のご寄附をいただきました。件数は 174件でございます。平

成23年度は 3,332万 3,702円，件数は 196件でございます。この実績が，どれぐらいの位

置にあるかということだと思うのですけれども，公表している42道府県の中で見ますと，

平成23年度は金額で10位，件数で11位です。24年度は，金額で４位，件数で16位というこ

とで，トップクラスの実績がございます。

　ＰＲにつきましては，平成20年度に制度ができて，５年ほどになるのですけれども，徳

島県は，当初から積極的に取り組んできた経緯があります。事業を立ち上げて，７つのメ

ニューを作り，防災や自然保護，産業振興，地域活性化などのモデルにお金を寄附いただ

くことによって，それをまた新たな取組に活かしていくということでやっております。Ｐ

Ｒと共に，県人会などの縁のある人の人的ネットワークを使って，そういうお願いをして

回るというのが非常に有効で，大阪本部や東京本部，名古屋事務所の職員が，一人ひとり

を回って行ってお願いをして，今の結果になっておりまして，職員の相当な努力の結果と

であると思っています。更に，このお盆期間中も，アスティの踊り広場というのがあった

のですけれども，そこで，ふるさと納税のうちわを 2,000枚配ったりと，ＰＲにつきまし

ては非常に積極的にやっており，そうした結果として，非常に高い実績になっております

ので，求める水準がどこかというところは少しわからないのですけれども，更にこれを伸
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ばしていきたいということで関係職員が努力しておるところでございます。

（班長）

　折角，ご説明をいただいたような内容があるのであれば，委員の皆さんにわかるように，

全部出さなくてもいいので，やっているということを工夫して書いていただければわかり

やすいと思います。おそらく，Ｂ委員はその辺りをご存じで，ご指摘されたのだろうと思

います。それでは，35番はＢ評価に変えたいと思います。

　７－３のところで，他にありませんか。

（Ｂ委員）

　49番，広報の関係ですけれども，Ｂ評価が付いています。23，24年は，ホームページ，

県政だより，メルマガ等でも情報提供を行っているようです。更には，県民にさらに関心

を高めるための理解を深めるということですので，Ａでもいいのではないかと思います。

（班長）

　「四国における広域連携や，関西における広域行政の取組について，ホームページなど

による情報発信を行い，県民の関心を高め，理解を深める取組を進めます。」ということ

で，Ｂ委員から，これはＡでもいいのではないかというご指摘があったのですが，いかが

でしょうか。

　ここのポイントは情報発信ということだと思います。実現云々ということではなく，49

番の問題は情報提供，情報発信で，その結果，「県民の関心を高め，理解を深めること」

になるということでしょう。評価が難しいところですが，いかがでしょうか。

（Ａ委員）

　情報発信すればそれでいいのかという辺りですよね。他のところにも，普及啓発に努め

るというようなものがたくさんあったと思うのですけれども，結局，その効果が出ていな

かったら意味がないのですが，効果をどのように計るのかが非常に難しく，この評価に関

しても，その辺りについて，これだけやっているからもういいだろうと評価するのか，も

しくは，周りの人が知っていそうかを何となく感じ取って評価するのか，あるいは県自身

がこのことについて知っていますかというアンケートをして確認するのかという，その辺

りが問題になってくるのかなと思います。非常に難しいところなのですけれど，今後の課

題ということでＢでもいいのかなと思います。

（班長）

　Ｂのままでいいというご意見を頂きましたが，いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

　今回，班長は，全体的に厳しい評価をされておりますが，ここのところは，結果がなか

なか見えないようなところでありますので，担当部局も一生懸命やっているということも
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含めて，Ａにしたらどうかなと思いましたが，Ｂでもいいと思います。

（班長）

　それでは，49番はＢ評価のままいくということでよろしいでしょうか。

　他に，いかがでしょうか。

（Ｃ委員）

　36番について，少し教えていただきたいと思います。評価ではないのですけれども，都

市部と中山間地域では，ボランティアなどの人口はどのようになっているのでしょうか。

やはり都市部が多いのでしょうか。

（班長）

　これはご質問ということでよろしいでしょうか。直接，評価に繋がってはいないようで

すので，これについては後ほどお答えいただきたいと思います。

（会長）

　55番について，班長のご説明の際に，その調査研究の内容を教えてほしいということが

あったと思いますけれども，その辺りを教えていただければと思います。

（西部総合県民局）

　55番について，具体的な内容が書けていないというご指摘を頂きました。計画を作る段

階で，23年度のアンケートに基づいて，持続可能な社会づくりのための検討を行うという

ことを資料の中に書き込んでおります。その具体的な内容としては，次の56番にございま

す地域協働センター，既に設置されているこのセンターの中に，新たに活性化プロジェク

トを立ち上げ，その中で市町の職員も含めたブレインストーミングを行った結果，にし阿

波集落再生「命の水」創出事業，にし阿波観光まちづくり活動推進事業，そして，にし阿

波集落支援・人材マッチング研究事業という３つの事業をまず取り上げて，24年度から実

施をしておるところでございます。その実績が上がったものとしましては，繰り返しにな

りますが，にし阿波観光まちづくり活動推進事業の中で，体験型の観光プログラムを作り

まして，多数の方にご参加をいただいたというようなことでございまして，25年度も引き

続き，調査研究を行いながら，具体的にモデル事業に結びつけたり，あるいは研修や人材

の登録など，具体的な事業にも取り組んでいくこととしております。

（班長）

　それでは，ここはＣにしましょうか。

（会長）

　今のお話ですと，55番は調査研究が主体の事業で，そこで課題解決の具体的なプランが

出てきたら，実施するのは，56番のような別の事業になるということですね。だとすれば，
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Ｂでもいいのかなと思います。調査研究だけしかやっていないというのが理由だったので

すけれども，ここで調査研究をして，他のところでやっていくという趣旨のようですので。

（班長）

　会長から，55番の事業本来の趣旨から考えると，Ｂでいいのではないかというご提案が

あったのですが，いかがでしょうか。それでは，55番はＢ評価でお願いしたいと思います。

（政策創造部）

　先程，班長から，移住・交流のところの実績値について，ご質問を頂いておりましたの

で，ここでお答えしてもよろしいでしょうか。

（班長）

　はい，どうぞ。

（政策創造部）

　移住・交流につきましては，担い手の減少により，地域のコミュニティの維持が大変に

なっているという状況の中で，移住・交流施策は，県にとっても非常に重要な施策である

と考えております。それで，この番号30，31，32でございますけれども，実績を申します

と，移住者数については，平成22年が69名，平成23年が79名，24年が99名で，右肩上がり

に増えてきているという状況でございます。平成24年の類似の他県の事例を見てみると，

高知県が約 110 名，愛媛県が約40名で，年によってばらつきはあるのですけれども，徳島

県が取り立ててすごく低い数字ではないということが言えると思います。

　それから，資料の記述に関して，昨年度に，数値目標が必要ではないかというご指摘を

頂いて，今年度の計画の中には，30番のところに移住者数の数値目標を入れております。

そういうことを踏まえて，決して積極的にやっていないということではなく，30番であれ

ば，昨年は阿波市に移住交流支援センターができましたし，31番の移住者交流会議であれ

ば，移住交流支援センターが市町村単位で主にやっており，ワンストップ窓口という形で

市町村で，地域用の移住者のフォローアップをやっています。移住者交流会議は，県全体

の移住者の方に集まっていただいて，いろいろな情報交換や悩みを聞いたり，市町村の方

からも意見を頂いたりする場であるということで，非常に重要な場であり，多くの方に参

加いただいております。また，終わった後の交流会などもやっており，それをフェイス

ブックでお互いに情報共有するなど，ネットワークとして発展しているところがあります

ので，県としても，この取組は引き続き進めていきたいと考えております。

 更に32番のところにつきましては，ネットワーク作りを積極的に行っており，移住交流

専用のＷＥＢサイトなども平成24年度に設置しております。その他，ふるさと回帰フェア

でブースを設けてたり，移住メールマガジンの会員の登録が 100人に達していたりと，積

極的に市町村やＮＰＯと一緒にやらせていただいておりますので，その辺りをご理解いた

だけたらと思います。
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（班長）

　関係部局からのご説明を頂きましたが，我々としてはこの資料に出ている情報しかない

ものですから，思いの丈がこの文章からは十分に酌み取れなかったということだろうと思

います。

　どうでしょうか。Ｄで置いておくのは忍びないというご意見もあるのではないかと思う

のですが，Ｃに上げましょうか。記述の仕方には，もう少し工夫が必要ではないかなと思

うのですが，内容的には非常によく頑張っているということがわかりましたので，この31

と32をＣに上げたらいかがかなと思うのですが，いかがでしょうか。

（Ａ委員）

　移住者の数も増えていて，実績も上がっているので，それでいいのではないかなと思い

ます。資料の書き方に注意していただければ評価がしやすいと思います。

（班長）

　それでは，番号31と32のＤをＣ評価にしたいと思います。

　それから，53番について，現状での達成見込みは「◎」で，実績値も 236に上がってる

のですが，私はこれをＣにしています。まず，担当部局の話を聞かせていただきたいと思

います。

（政策創造部）

　過疎地域の過疎地域自立促進計画の事業数ですけれども，これは過疎対策の最も根幹的

な事業を記載した計画でございます。過疎法の対象となるような事業を計画に盛り込んで

おり，元々はハード対策が中心だったのですけれども，その後，集落再生プロジェクトな

どのソフト対策的な事業も付け加えております。例えば，ハード面では，地域のバスを守

る助成やドクターヘリの臨時の離着陸場の整備，それからソフト面では高齢者の支援のお

話などです。これだけ増えておりますので，我々としては一生懸命やっているというとこ

ろで，Ｃというのは厳しい評価と感じているところでございます。

　集落再生プロジェクトについては，現在，過疎地域で限界集落が35％というような中で，

地域で支え合うような市町村のソフト的な事業に対して，いろいろと助成をしているとこ

ろでございます。国道の改良などの事業が元々でしたが，現在では，地域のコミュニティ

を守っていくような取組なども事業として入れておりますので，事業が非常に増えており，

ここが過疎対策の根幹事項でございますので，引き続き市町村と連携して一生懸命やって

いきたいと考えております。

（班長）

　評価する側としては，ここに書いてあることしか情報がないものですから，Ｃと付けた

のですが，今の担当部局の話を聞いて，いかがでしょうか。

　実績値も上がっていますのでＢにしてよろしいでしょうか。
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（政策創造部）

　予算も増えておりまして，今年度は， 1,133億 7,200万円になっています。その前の年

は， 692億 7,200万円で，倍近くになっているという状況でございます。

　なお，24年度の 236事業のうち，ハード事業が51事業，ソフト事業は 185事業となって

います。南部でしたら右下右上がりの取組などもこの中でやらせていただいております。

（班長）

　今の話を聞いて，53番のＣをＢ評価に上げるということでよろしいでしょうか。

　それでは，続きまして，７－４「笑顔あふれるとくしまづくり」 のところでいかがで

しょうか。

　ここでは，58番にＤを付けています。これは宿泊者数を判断材料にしてＤと付けている

のですが，いかがでしょうか。

（商工労働部）

　58番の宿泊者数について，少し説明を申し上げたいと思います。

　この目標につきましては，人口当たりの宿泊数を全国20位台に伸ばそうということで，

当初の21年度は人口当たり1.51人でございました。24年度は残念ながら42位と，まだ上昇

しておりませんが，絶対値では1.71人ということで，数的には増えております。

　昨年度の取組としましては，特に，体験型宿泊旅行ということで，中学生，高校生の方

を，西部や南部に迎え入れるという取組などを積極的にしております。そちらは飛躍的に

増えており，併せて，本四高速料金の全国共通料金制度が開始されるということで，今年

は26年度に向けて積極的な観光誘客を図ろうと取組をしておるところでございます。先程，

班長からの指摘の中で，新たな取組をということもありましたが，補正予算も含めて，積

極的にこの数値を達成するように努力をしておるところでございますので，ご理解を賜り

たいと思います。

（班長）

　今のご説明を聞きまして，特にマチ★アソビやとくしまマラソンは，目玉として非常に

よくやっていると思います。それから沖縄からの修学旅行なども，確か知事が向こうに行

かれて，取り組んでいたと思いますので，期待を込めて，58番のＤをＣ評価に変えさせて

いただいてよろしいでしょうか。

 他のところは，よろしいでしょうか。

　それでは，７－５「希望に向かうとくしまづくり」に入りたいと思うのですが，ここは

例のコンプライアンスの問題もございましたので，その辺りも含めてご議論いただけたら

と思いますが，いかがでしょうか。

（会長）

　参考に配っていただきました新聞記事のコピーを見ますと，発生した不祥事の２件とも

に県土整備部という文字が出ています。これは，偶然と理解していいのか，ある一定の傾
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向があるのかというところを教えていただければと思います。

（経営戦略部）

　今年度，発生した不祥事について，２件とも県土整備部の職員ということについては，

偶然なのかどうなのかというところでございます。人事課においては，毎年度，所属課か

らのヒアリングを行っており，適切な人員配置に努めているところでございます。

　それぞれのケースを見ましても，組織として繰り返しコンプライアンス指導を行ってい

る中で，非違行為を行っているということ，悪いことと認識しつつ事に及んでいるという

こともございまして，これについては，県職員としての自覚が欠落していることが，大き

な要因になっているのではないかということで，個人の資質に原因があるものと認識して

おります。

（会長）

　その原因が，個人の資質であれば，それに対応したやり方を，もしそうではなく，原因

が組織であるとしたら，それに応じたやり方をということになるのだと思います。例えば，

今，ご説明いただいたのは，その個々の事例を，どういう状況で起こったかというケース

分析からご判断なさっていたりするのかもしれないのですが，私ならば，これが偶然なの

かどうかということは，過去の事案を何年分か調べ，それぞれどこの部署なのか，その差

が統計的に有意なのかを計算して，これが有意な差であるのか，そうでないのかというこ

とを明らかにします。もし有意な差があるとすると，組織の問題であろうと理解し，これ

からどうするかと考えていきます。そうでないとなれば，個人の問題だろうかと考えます。

サンプル数が少ないので，そこまではできないのかなと思ったりもするのですけれども，

組織か個人か，どうなのかなと思い，質問させていただきました。

（班長）

　この辺りについて，いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

 コンプライアンスの問題は，結果が全てです。どれだけチェックをしたり，研修をした

り，自意識を高めるための取組をしたりしても，やはり結果が全てなのです。１つの不祥

事で全ての信用を失うこともあります。その意味からすると，全体の中の極少数の不祥事

ですけれども，県のイメージもありますので，毎年のように不祥事が出てくるということ

については，個人の資質に返してしまっていいのかと思います。改めての組織的な検証を

毎回言われていますけれど，やはり組織的な検証が必要になってくるということで，Ｄ評

価でもいいのではないかと思います。

（班長）

　他の委員の方は，どうでしょうか。
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（Ａ委員）

　やはり，公務員というのは，一般の民間企業に比べて，求められているコンプライアン

スの意識が高いと思います。やはり，こういうことが起こるということは，一人ひとりの

意識が低いのかなと思わざるを得ないし，県全体の評判や信用に傷がつくということでＤ

でいいのかなと思います。

（班長）

　それでは，番号78，79，80のＣをＤ評価ということにしたいと思います。

（経営戦略部）

　今，ご意見を頂いておりますコンプライアンスの関係については，昨年度もＤ評価を頂

いております。その際にも様々な取組を進めておるということで，もう少し上の評価でも

いいのではないかという意見がある一方で，新たな視点改革を期待するということでＤ評

価を頂きました。

　Ｄ評価を頂いた後の県の取組についてご説明させていただきますと，まず，78番のとこ

ろでは，職員倫理審査会の意見等を踏まえまして，物品購入や公用車使用に係る事務処理

手続の見直し，支払い時における業者選定委員会開催記録の添付を行っております。それ

から，人事課による特別調査につきましては，その調査項目について倫理審査会の意見を

踏まえた上で，25年度から新たに実施したいと考えています。

　次の79番の取組につきましては，コンプライアンス啓発のためにボトムアップ型の取組

を実施しており，今年度は新たにマイコンプライアンス宣言カードの携帯 や啓発カレン

ダーの募集などを行い，ｅラーニング研修等についても毎年度テーマを変えて実施してお

ります。

　80番につきましては，研修啓発を繰り返し何度もしていくということがコンプライアン

スの基本であると考えており，新たな取組ということで新たな担当制の導入をしておりま

す。県においては，平成13年度から担当制を導入しまして，職員数を削減する中，業務執

行体制の継続のための業務の効率的執行などを進めてまいりました。その担当制によるフ

ラット化によりまして，担当内のチェック機能の低下というのが見られるのではないかと

いう分析を踏まえ，今年度は担当内に担当リーダーを指名して，その担当リーダーの役割

の明確化，権限の強化などを行い，担当内でのチェック機能の強化を進めて，この４月か

ら取り組んでいるところでございます。こうした中，新たな不祥事が発生したということ

で，極めて残念なことと考えておるところでございます。

　このように新たな体制を構築したところでありますので，この機能が十分発揮されるよ

う今後とも取り組んでまいりたいと考えております。それから，先程申しました啓発研修，

繰り返し何度も職員に浸透させるということで，コンプライアンスというのは組織防衛の

手段でありますけれども，職員にとっても自分の生活や大切な家族の生活を守るという生

活防衛に繋がるものであるということで，コンプライアンスが日常業務になるように創意

工夫を凝らしながら，今後とも取り組んでまいりたいと考えているところです。
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（班長）

　今，担当部局からご説明を頂いたのですが，Ｂ委員，いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

　先程申し上げたようにＤ評価でお願いしたいと思います。

（班長）

　やはり，結果が全てということですね。

（Ｂ委員）

　結果が全てだと思います。

（班長）

　それでは，番号78，79，80はＤ評価ということでお願いしたいと思います。

　それと，先程の説明の際，私がＢ委員にお願いをしていたところがあります。それをお

願いできますか。

（Ｂ委員）

　88番ですね。Ｂ評価というのは，この方針，計画が不十分なのでＢ評価ということなの

でしょうか。超過勤務の縮減については，長時間勤務，長時間労働が増えているのですよ

ね。賃金カットについては，知事が今日まで何回も禁じ手という表現を使って，賃金カッ

トをされているのですが，県の財政を立て直すために職員の賃金を切ってまで立て替える

のかどうかと思います。私は，民間の手法とは違うと思います。県の公務員の賃金の在り

方というのは，民間とは少し比較にならないところがあると思うのです。従って，これ以

上の賃金カットはしないという立場であるならば，Ａでもいいのではないかと思います。

（班長）

　今回の賃金カットは国からの政策提言を受けてと聞いております。

（Ｂ委員）

　既に県独自で賃金カットをしており，その上に国の関係で乗っかってきているというこ

とがあります。 3,000人体制に向ける着実な取組なども評価ができ，総額人件費としては

非常に進捗していると思いますけれども，ここで言うと，超過勤務の縮減だけが不十分で

す。

（班長）

　給与カットについては，未来創造プラン推進委員会でも深く関わっておりまして，非常

にきつくして，それをある程度戻そうという流れの中で，しばらくはその比率を少なくし

て継続となっています。それでまた国が云々という話になっており，これはまた今度，財
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政構造改革の小委員会で議論するようになっておりますので，もうこれ以上はないという

ことならという判断はここでは難しいと思います。

（Ｂ委員）

　未来創造プランでは，職員の賃金カットに頼らない財政再建方針を決定してくださいと

いうコメントをしましたが，どうなるのかはわかりませんね。

（班長）

　他のところでも結構です。ご議論いただけたらと思うのですが，いかがでしょうか。

（Ｅ委員）

　悪い話ばかりなので，そうではないという県職員の動きを少しご報告させていただけれ

ばと思います。

　私は，県西部の方とよく関わらせていただくのですけれども，やはり事業を分散させて

主導権が持たれているというところから，意識の違いも出てきたのか，市町村を丁寧に

回っていただけるようになりました。もちろん，市町村との関わりと社会福祉協議会との

関わりとは違うと思うのですけれども，その辺りに関連して仕事をさせていただいており，

社会福祉協議会となると，特に動きにばらつきがあって進め方が違うというところがある

のですけれども，それに合わせたような形でいろいろと提案をしていただけるようになっ

て，ここを一緒にやりましょうかというようなそれぞれの役割をミックスする事業が展開

できてきたのかなと思います。良い動きをしていただいてありがたいなと感じていますの

で，頑張られている職員の方が多いのではないかと思い，今後もお願いしたいと思います。

　それと，マラソンの部分で少しお聞きしたいのですけれども，県外から参加される方の

人数はどの程度なのでしょうか。そこから宿泊に結びつけるために，県外枠を大きくア

ピールするのも良いのかなということを思いました。新聞で見たときに，県外の参加者が

少ないと感じたので，教えていただけたらと思います。

（班長）

　担当部局から，回答をお願いします。

（商工労働部）

　とくしまマラソンについてのご質問を頂きました。県外の方がどれぐらい出席している

かということでございますけれども，直近の2013年４月のデータを申し上げますと，受付

者数では，全体で10,279人，そのうち県外の方が 3,562人ということで約３分の１の方が

県外ということになっております。県外の方の参加の推移を見てみますと，初回の2008年

は 1,547人ということで，当初に比べますと２倍以上になっており，仰っていただいた県

外のお客さんにできるだけ県内で長く泊まっていただくということが大事で，貴重なご提

言を今後の施策に結びつけたいと思っております。
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（班長）

　先程，Ｂ委員から，88番のＢをＡにしてはどうかというご提案がありましたが，私の考

えとしては，未来創造プランの中で着実な行政のスリム化というのは，堅実に行われてき

ていると思うのですが，しかし，職員給与の見直しのところで，報酬カットに頼らない工

夫の余地があるのではないかということでＢ評価としました。知恵を絞っていただきたい

ということでＢ評価にしておりますので，ご理解いただけましたでしょうか。

（Ｂ委員）

　そういう工夫がないということですから，Ｂ評価，むしろＣ評価でもいいと思います。

（班長）

　ここも評価の難しいところだと思うのですが，できましたらＢでお願いできたらと思い

ます。

　少し予定の時間が過ぎてしまったのですが，これだけはということがあれば。

（会長）

　我々自身にも関わりのある97番について，工程を見ると，23年度に創設とあり，その後

ずっと矢印が４年間続いており，創設し続けるというような読み方もできます。あるいは，

23年度に創設してしまうと，それで事業としては終わりとなるのかなと思うのです。例え

ば，98番ですと，設置・推進となっており，その後の矢印は推進の意味なのだろうと思い

ますので，97番は書き方を変更した方が良いのではないかと思います。

（班長）

　担当部局から何かありますか。

（監察局長）

　確かに，創設がずっと続いていくという表記の仕方は変な部分がございます。創設して，

それを推し進めていく，更に充実をさせていくという趣旨でございますので，この辺りの

表記は工夫をさせていただきたいと考えております。

（班長）

　少し時間が過ぎておりますので，この辺りで締めさせていただきたいと思います。

　私の考えとしては，評価の際，何を基準にするか，どういう視点から見るかで，大きく

違ってきます。ですので，必ずしも解答が１つということではないと思うのですが，評価

する側も評価される側も，お互いに進化し続けるということが，会議の目的であろうと思

います。担当部局だけでなく，我々もまた，評価を通じて，勉強させていただきたいと考

えております。進化し続ける県政運営評価戦略会議でありたいということを最後にお話さ

せていただいて，事務局にマイクをお返ししたいと思います。
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