
第 ３ 回 　 県 政 運 営 評 価 戦 略 会 議 　 会 議 録

１　日時　　平成２５年８月８日（木）　１５：００～１６：２５

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　　　　　　　　　　七條　浩一　政策創造部副部長

　　　　　　佐和　良佳　　　　　　　　　　長野　輝雅　県民環境部副部長

　　　　　　橋本　延子　　　　　　　　　　森　　繁生　保健福祉部副部長

　　　　　　藤原　学　　　　　　　　　　　清水　英範　商工労働部副部長

　　　　　　森本　長生　　　　　　　　　　中本　頼明　農林水産部副部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）

　それではここから質疑に入りたいと思います。基本目標６は，５つの重点戦略に分かれ

ており，その重点戦略ごとに協議を進めたいと考えております。
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　まず６－１の「まなびの礎とくしまづくり」，番号で申しますと１から30について，委

員の皆様からご意見を頂きたいと思います。それではよろしくお願いいたします。

（Ａ委員）

　評価について，11番の県立学校の総務事務システムは，現状での達成見込みが「◎」で，

班長の評価がＢになっています。個人的にはＡでいいと思うのですが，その考えをお聞か

せいただけたらと思います。

（班長）

　現状での達成見込みが「◎」ということなのですが，課題のところで，学校現場の声を

踏まえながらデータ移行，操作研修等，十分な事前準備を行う必要があるというところが

引っかかりましたので，Ｂとさせていただきました。この辺りについて，担当部局からご

説明を頂ければと思うのですが，いかがでしょうか。

（教育委員会）

　総務事務システムと学校支援システムの導入についてでございますが，この両システム

についてはここに書かれてあります通り，平成23年度，24年度に引き続き導入に向けての

準備作業を進めております。平成26年度から本格導入ということで，今年度は大詰めの段

階を迎えており，試行等も行い、十分準備をして，本格施行に向けて進めてまいりたいと

考えております。

（班長）

　ということは，その課題はクリアできる確立がかなり高いということですか。

（教育委員会）

　はい。厳しい予算でなかなか難しいという点はあるのですが，導入に向けて与えられた

予算の中で一生懸命やっております。予定では，平成26年度から本格的に導入します。

（班長）

　いけるということですね。

（教育委員会）

　はい。

（班長）

　それでは，Ａ委員からのご提案がありましたので，11番のＢをＡ評価に変えさせていた
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だいてよろしいでしょうか。

　他にいかがでしょうか。

（Ｂ委員）

　３番について，班長が言われましたように，なかなか判断するのが非常に難しいのです

けれども，23年，24年は着実な推進を図ることができたということになっており，課題と

しては更なる充実というところなのですが，Ａでもいいのではないかなと思います。

　もう一点，７番の高校再編地域数のところで，課題が阿南地域の再編計画の策定となっ

ております。ここは新聞紙上などで論争があったり，地域の中で綱引きがあったりしてお

りますので，評価をどうするか考えるところと思います。再編の趣旨を住民の皆さんに十

分に理解をしてもらうことが必要であるということと，拙速な対応は避けるべきであると

いうこと，私的な考え方ですけれど，まとまらなければ白紙にするくらいの懐の深さも持

ち合わせるべきではないかと思います。ここはＡ評価でいいのだろうかと思いました。

（班長）

　まずは３番について，Ａにしてはどうかというお話を頂いたのですが，担当部局から何

かありますか。

（教育委員会）

　特色選抜については，ここに書いてございますように，平成22年度末に初めて実施しま

して，これまでに３回取組を行っております。確かな学力を重視して生徒の個性を生かす

観点から，５教科の学力検査と共に，部活動等の活動面を重視して生徒を選抜しています。

　これまでの結果から，各高等学校の94％から，非常に良いという肯定的な回答を頂いて

いるところでございます。こういった結果を踏まえて，今後に活かしてまいりたいと考え

ております。

（班長）

　３番のＢをＡ評価に変えるということでよろしいでしょうか。

　それからもう一点，７番についてＡというのは問題があるのではないかというお話が

あったのですが，他の委員の方いかがでしょうか。

（Ａ委員）

　日和佐では，２校も閉校になりました。１校は海部高校になり，１校は科学技術高校に

移行したということで，いまだに良く思ってない方もいらっしゃいます。ですので，この

辺りは慎重にやっていただくためにＢかＣが良いと思います。Ｂでしょうか。
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（班長）

　現在どういう状況なのか，担当部局からお願いします。

（教育委員会）

　高校再編については，県下７地域で再編を進めており，阿南地域を除きます地域案も固

まり，来年度開校というところにきている高校もございます。

　阿南地域につきましては，平成24年の２月に再編計画の骨子案を策定しまして，それに

対する地域説明会を開催すると共に，意見募集を実施したところでございます。先程ござ

いましたように，それぞれの関係者から様々な意見を頂いております。そういったことか

ら，現在の再編計画の案について，慎重に検討を行っているという状況でございます。ご

承知のように，非常に大事なことでございますので，拙速に事を進めるのはいかがなもの

かと県教育委員会も考えており，慎重に対応してまいりたいと考えております。

（班長）

　この７番に関しては，ＡをＢ評価に変えるということでよろしいでしょうか。

　それ以外のところはいかがでしょうか。

（Ａ委員）

　評価ではないのですが，21番，学校版環境ＩＳＯを発展させるというところなのですけ

れど，誰にアピールする取組なのかが少しわかりにくいので，ご説明いただけたらと思い

ます。

（教育委員会）　

　従来から，「学校版環境ＩＳＯ」というのがありまして，今回から新たに「新学校版環

境ＩＳＯ」ということで，それぞれ学校で取り組んでいこうと考えてございます。具体的

にはどういうことかと言いますと，従来の学校版環境ＩＳＯでございますと，節電や，ご

み分別，リサイクル活動などに学校として生徒と一緒に取り組んでいくという仕様でござ

いましたが，新学校版環境ＩＳＯにつきましては，これらの取組を地域に広げていき，児

童生徒が地域に出向いて環境美化活動や自然観察などの体験活動を積極的に行いまして，

学校における環境学習で学んだことを地域や家庭に広げていくということを目的として

行っています。これをどんどん広げていこうという取組でございます。

（Ａ委員）

　認証は誰がするのですか。

（教育委員会）
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　県教育委員会が認証しております。

　コンサルタントのような専門性の高い方は特におりません。

（班長）

　他のところはいかがでしょうか。

（Ｂ委員）

　25番の課題の書きぶりが状況なのですよね。全国平均よりも朝食摂取は不十分，睡眠時

間は短いという結果が出ているということですが，そういう状況を受けて，課題として何

があるのかというようなことで，15ページの早寝早起きや朝ご飯推進運動にも関連します

けれども，課題とするのならそこまで書いて，これを克服するためにはどうしたらいいの

かというところを入れなければいけないのではないのかと思います。

　あともう一点は，28番に評価委員会の評価をもとにして指定校の見直しを行うとありま

すが，この評会委員会というのはこの会議ですか。

（教育委員会）

　評価委員会は，この場ではございません。競技力向上スポーツ指定校に値するかどうか

というのは，体育関係者が集まりまして指定を行っておりますので，また別の会で行って

おります。

（班長）

　それから25番のところで，課題の書き方にもっと改善の余地があるのではないかという

意見がありましたが、いかがですか。

（教育委員会）

　ここには朝食摂取が不十分，睡眠時間が短いという結果が出ているのですが，同時に，

全国体力運動能力，運動習慣等の調査におきましては，体力面では，持久力や筋持久力と

いった部分が全国平均より劣っていると，落ちているという結果も出ているところでござ

います。

　そういうことも含めまして，ここに書いてある「あわっ子体力スマイル事業」，それか

ら「プラス1000歩チャレンジ」の事業という形で，それぞれの事業に取り組んでいるとこ

ろでございます。ここにも全国の状況を書いてありますけれども，そういったスマイル事

業や体力向上計画の作成，歩数計を活用した「プラス1000歩チャレンジ」，そういった取

組により，若干ではありますけれど，小５男子では47位から38位，女子では41位から34位，

それから中２の男子では37位から35位，女子では38位から31位ということで，改善の兆し

は見えています。
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（班長）

　ここは，評価に関することではないようですね。

　それでは続きまして，６－２「個性尊重とくしまづくり」，番号で申しますと31から40

のところに入っていきたいと思います。ここでは，35番にＤを付けておりますので，担当

部局から何かレスポンスをお願いできますか。

（教育委員会）

　35番の特別支援教育の教員の専門性の向上に取り組むというところで，支援学校に勤務

する教諭の特別支援学級教諭免許状の保有率について，80％という目標数値を掲げており

ます。そこにはまだ至っていないという状況ではございますが，現在の特別支援教育の状

況をご説明しますと，特別支援学校に入学する児童・生徒だけではなく，最近はインクル

シブの教育ということで，一般の学校にもそういった子ども達が入学をしていくという状

況が，非常に増えてきている状況でございます。県内のそういった生徒の在籍は，小中高

合わせますと約 4,500 人，率にして約６％弱という状況でございます。そういったことか

ら，特別支援の教諭の免許状を持った先生が，特別支援学校のみならず一般の学校におい

ても勤務していただきまして，そういった子ども達の教育支援に当たっているという状況

でございます。

　そういった中におきまして，特別支援学校における教諭の免許の取得の状況は， 100 ％

にしようと思えば，一般の学校に勤めている教員を全て特別支援に回せば，目標数値は達

成できますが，教育委員会としては，そういう形ではなく，特別支援学校は教員が特別支

援の専門性を高めていく場としての学校という立場，そういったことも加味しまして80％

という目標を掲げて取り組んでいるという状況でございます。

　ただ，その特別支援の免許はすぐには取れません。ある程度の単位が必要ですし，時間

も必要です。３年程度かけて取るというのが一般的でございますので，すぐに数が増えて

いくという状況ではございませんが，平成21年度から比べて，特別支援教育の免許を持っ

ている教員の総数は，全体で27人増えてきているという状況でございます。今後ともそう

いった形で，専門性を有する教員の育成にしっかりと努めてまいりたいと考えております。

（班長）

　実際に，現場の先生方は非常に多忙です。目の前に処理しないといけないことがたくさ

んあります。例えば，教員免許更新講習というものがあり，丸１日かかります。先生の負

担が増えることはあっても減ることはないという状況の中で，27名の方が増えているとい

うことは，評価の仕方にもよると思うのですけれど，やはり３年かかってもそういうこと

をぜひ働きかけてほしいと思います。

　私としては，担当部局からの説明をよく聞いた上で，目標値の設定の仕方はさて置いて，
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23年度から24年度にかけて約３％弱ですけれども上がっているということですので，Ｄは

やっぱり行き過ぎだと思いました。

（Ａ委員）

　私もＣかＢかと思います。通常の教員免許を持っている方が，特別支援学校の免許を取

る場合に，先生に対して補助が出るのか，自腹でやっているのかというのをお聞かせいた

だけたらと思います。

（教育委員会）

　現在，１講座 2,000 円の負担をいただいて受講していただいております。

　

（班長）

　自腹ということですね。

（教育委員会）

　自己負担ということになります。 2,000 円は自己負担で認定講習を受けていただいてお

ります。８単位で大体１万 6,000 円くらいの自己負担をいただいております。

　認定講習は，８単位取ればいいのですが，それが３年の中でうまく設定できれば３年で

取れるのですけれど，長くかかる方だと５年，６年かかって取られる方もいます。その８

単位というのは変わらないので， 2,000 円×８単位で１万 6,000 円のご負担をいただくと

いうことでございます。

（Ａ委員）

　交通費や，休んだ時の休業の補償みたいなものはないのですか。

（教育委員会）

　今まさに，認定講習の開催をしておりまして，先生方は職務免除で行っております。出

張ではないのですけれど，職務免除ということで，その上に自己負担で認定講習を受けて

いただいております。

（Ａ委員）

　講習は県内で受けれるのですか。

（教育委員会）

　はい。主に総合教育センターでやっております。
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（班長）

　ＢかＣかと思うのですけれど，どうでしょうか。何年間で27名だったんですか。

（教育委員会）

　４年間です。

（班長）

　４年間で27名ということは，１年間で６名程度です。もう少し頑張ってほしいという意

味も込めましてＣ評価にしたいと思います。できれば，何か優遇策を，お考えいただけれ

ばありがたいということでお願いしたいと思います。自分のために行くのですけれども，

最終的には児童生徒のためになることです。それでは，35番のＤをＣ評価に変えたいと思

います。

　他はよろしいでしょうか。

　それでは次に，６－３「みんなのまなびやとくしまづくり」で，41から51のところでお

願いしたいと思います。

（教育委員会）

　先程，班長からありました49番の学校安全ボランティア活動のところで，「あん・あん

サポーター」のところなのですが，実績が下がっているということでございました。「あ

ん・あんサポーター」が，目標１万人に対して 9,400 人ということなのですけれど，全体

の学校の数，児童数の減少等があります。１校区当たりどれぐらいの人数かという換算を

しますと，平成23年は１校区当たり48人，平成24年は１校区当たり49人ということで，

減っていないという状況でございます。

　それから，その下の児童生徒の自転車乗車中の事故数ということなのですが，これも指

標の推し量り方がおかしいという指摘を受けておりました。事故の中の何％が自転車事故

かという指標だったのですけれど，そもそも事故の件数を下げなくてはいけないのに，率

がどうのこうのという数値になってましたので，これについては，件数を減らしていくと

いう目標に変えまして，平成21年度は 449 件あったのですけれど， 400 件以内に抑えると

いう目標としました。平成24年の実績は 358 件で，件数的には大きく減らしてきていると

いうことでございます。地域住民の防災訓練の実施の数につきましては，実施率は約33％

で，もっと増やしていかなくてはいけないと考えております。

（班長）

　49番のところですね。私はＣと付けたのですけれど，いかがでしょうか。

（Ｂ委員）
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　私も期待を込めてＣでいいと思います。

（班長）

　期待を込めてＣと。やはり，ここに出てきている数字でしか評価できませんので，「実

は状況がこう変わってきているんだ」ということも，どこかにわかるように書いていただ

ければ，わかると思うのですが，評価が出た後で「いや実はこうなんです」と言われても，

この文面でしかわからないという部分があると思います。次回に向けてということで，今

回はＣ評価ということでお願いしたいと思います。

　他のところはいかがでしょうか。ないようでしたら，６－４「生涯まなびとくしまづく

り」で，番号52から70のところについてお願いします。ここは全体的に評価が良くなって

います。

（Ａ委員）

　63番の学校栄養職員未配置校は，なぜ未配置なのかということをお聞かせいただけたら，

ＢがＡになるのではないかなと思います。

（教育委員会）

　栄養教諭は，学校の数程，県内におりません。栄養教諭は全体で平成２４年度は45名で

す。その栄養教諭が，各学校を回って指導をしていくという形になっています。ですから，

ここでの課題は，そういった栄養教諭がいない学校について，栄養教諭がいないのだけれ

ども，そこを栄養教諭の専門性を活かした取組の推進が今後必要になるということで，今

年度は49名の栄養教諭が巡回で各学校を回って行くという取組をやりましょうということ

です。その実施指導校の目標の校数が，平成25年は 250 校，24年は 220 校で，その実績が

213 校です。

（Ａ委員）

　１人があと１校ずつ行ったら，クリアできるということですね。

（教育委員会）

　取組としては，今後の取組方針のところに書かせていただいておりますけれども，県内

３地域に分けて，そういった教材の開発，紙芝居などを作ってやっていくという取組をす

るということで，予算も付けてやってます。

（Ｃ委員）

　この全公立小中学校は，全校で 250 校なんですか。
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（教育委員会）

　県内の学校数は，平成24年度で，小学校が 190 ，中学校が86，高等学校36，特別支援学

校11，高校の定時制校が８校で，合計 331 校でございます。公立の小学校と中学校を足す

と 276 校です。ですので，最終目標は，現時点での数字ですけれど 276 校になります。

（班長）

　26年度に 276 校へ全部行くというのが目標で，平成24年度は 213 校だったということで

すね。

　他に，何かございませんか。

（Ｃ委員）

　65番ですけれども，現状での達成見込みが「○」で，評価がＡとなっています。実績は

23年度は推進で24年度は構築でということなのですけれど，達成見込みが少し厳しいとい

うところでＡとした理由はどういったものでしょうか。

（班長）

　私がＡとしたのには，個人的な感覚もありまして，アスティ徳島のビジネスチャレンジ

メッセに行くと，小松島西高校のブースで，農業，工業のものがあって，おからなどが

あって，非常に良くやってると感じました。ということが頭にあったものでＡにしたので

す。実際の数値目標などは，ここではわかりにくいですが，非常に活発です。

（教育委員会）

　専門高校では，様々な取組をされています。特にここに書かせていただいている吉野川

高校は新しくできた学校なのですけれど，そこで食ビジネス科という６次産業化に向けて

学ぶといったことで，生徒達も前向きに非常に頑張ってくれています。それから，農業高

校で伝統野菜，食材の生産，校内販売所で販売とあります。これは城西高校のことなので

すが，非常に好評で，いろいろな所から買い物に来ていただいて，自分達が作った野菜な

ど，そういったことを地域に還元しているという取組もやっております。

　それから，「オンリーワンハイスクール」の取組の中でも，班長が仰ったように，松西

の「雪花菜工房」や，美馬商業の「みまから」など，非常に活発にできていると思ってお

ります。

（Ｃ委員）

　そうであれば，現状の達成見込みは「◎」ではないのでしょうか。何か問題があるので

しょうか。
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（Ｂ委員）

　子ども達は本当によくやっているのだけれど，先生方の関係が密になっていないという

ことを書いてありますから，子ども達は「◎」なのだけど，先生方は「○」ということで

はないでしょうか。

（Ｃ委員）

　大丈夫だろうと思うのですけれど，達成見込みが「○」なのにＡなのかと少し思ったも

のですので。

（班長）

　私がこれをＡにしたのは，先程，Ｂ委員が仰ったように，子どもたちがとにかく活き活

きしているのです。美馬の「みまから」，松西の「雪花菜工房」にしても，非常に積極的

です。それから城西高校も地域で非常に人気があって，特に生徒が非常に乗っていること

もあり，良いチャンスだと思います。ということで，現役の高校生にエールを送るという

意味でＡ評価を付けさせていただきました。よろしいでしょうか。

　それでは，６－５「青少年健全育成とくしまづくり」，番号71から84に移っていきたい

と思います。

（Ａ委員）

　81番，ユースサポーターについて，Ｂ評価を付けられて達成見込み「◎」となっていま

すが，私個人は，こういう活動をしている方に会ったことがありません。また，その役割

というのも少しわかりにくいです。先程の説明を聞くと，ネット上のいろいろな問題や課

題を，未成年の方に対してサポートしたりアドバイスしたりしているのかなというくらい

の認識なのですが，実際にそういう方に会ったことがないので，その辺りの話をお聞かせ

いただけたらと思います。

（県民環境部）

　ユースサポーター制度については，県下14の青少年補導センターに依頼しており，最近

の青少年を取り巻く環境，特にインターネットを使って有害情報が流れている，あるいは

犯罪の可能性があるといったことを受け，インターネット関係の環境整備をしていかなく

てはいけないだろうということで設けた制度でございまして，各ユースサポーターを養成

するための研修を受けていただいています。

　県下に今，25名の方がいらっしゃるのですけれども，活動の内容としては，１つはネッ

トパトロール，これは自分のご家庭ですることで，インターネットで，プロフィールサイ

トや交流サイトを検索し，有害情報の書き込みが無いか検索していただいております。も

う１つは，フィルタリング利用促進活動ということで，インターネットの正しい使い方を
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管内の小中高生や保護者に啓発していくというものです。また，携帯電話の販売店に赴き，

フィルタリングの注意喚起を実施するといったこともしています。あと，相談支援活動と

いったことで，関係機関の協力を得ながらですけれど，いろいろな相談に乗っているとい

うことでございます。

　会ったことがないというのは，おそらく家庭でできる作業であるためと思われます。日

数で書いていますが，１日１時間以上活動してくださいということにしていますので，何

時間やっていただいてもいいのですけれど，そういう活動をしていただいた日数が，24年

度は累計 2,257 日になっているという状況でございます。

（班長）

　これも非常に重要なことで，最近，交流サイトをきっかけとした事件もありました。や

られた側はもちろん悲劇ですし，やった側だって，やった側が悪いのはわかっているので

すが，これから払わなければならない代償はあまりにも大きいです。だから，どこかで何

かの形で，他の人が気づいて，クールダウンするようなことができればと思います。

（Ａ委員）

　ユースサポーター制度は，徳島県だけの取組ですか。

（県民環境部）

　他県がどれだけやっているかについて，詳細は把握しておりませんが，似たような事業

は他の県でもやっているかと思います。県内では25名の方に活動していただいております。

（班長）

　25名でしたら，会う機会もなかなかないと思います。

（県民環境部）

　もう少し補足しますと，青少年補導員として，県内で 1,000 名を超える方々がボラン

ティアで活動いただいています。その中から講習などを受けて，認定されるという制度で

ございます。

（班長）

　私がＢと付けましたのは，書類上は「◎」で達成が可能とあっても，実際に，最近の

ニュースなどを見ると，これからそういう方面での犯罪などが増えるであろうということ

が予見される中で，もう少し力を入れてもいいのではないかなということでＢ評価を付け

させていただきました。

　全体を通じて，教育委員会のところは，人間が相手なものですから，全部が全部数値目
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標にできる訳ではないと思います。それでもやはり，評価ということでは，ただ単に，こ

ういうシステムを作りました，考えていますということではなく，もっと評価になじむよ

うな形で，積極的に自分達の成果をアピールする，受け身でなく，こういうことをやって

いるということを，先生方，特に教育委員会の方は非常に真剣に取り組んでおられますの

で，その辺りの伝え方を工夫していただいたら非常にありがたいと思います。

　この辺りで，締めさせていただいてもよろしいでしょうか。ご意見はまだまだ尽きない

ようですけれども，時間の関係もありますので，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。事

務局までご連絡いただけたらと思います。なお，第１回目の会議で決定したことですが，

本日の評価結果等については，事務局で整理し，私が確認した後，更に会長にご確認をい

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

いても，私が確認をした後，更に会長に確認していただいた上，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。委員の皆さま長時間の会議

お疲れさまでした。また，終始熱心にご討議いただきましてありがとうございました。県

の関係部局の皆さまにも一言御礼を申し上げます。おかげをもちまして有意義な会議を開

催できたと思います。ありがとうございました。それでは，マイクを事務局にお返ししま

す。
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