
第 ２ 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）　１３：００～１４：４０

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　　　　　　　　　　近藤　勝彦　危機管理部副部長

　　　　　　井関　佳穂理　　　　　　　　　石本　寛子　保健福祉部副部長

　　　　　　佐和　良佳　　　　　　　　　　清水　英範　商工労働部副部長

　　　　　　橋本　延子　　　　　　　　　　中本　頼明　農林水産部副部長

　　　　　　藤原　学　　　　　　　　　　　原　　一郎　県土整備部副部長

　　　　　　森本　長生　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島尾　竜介　病院局経営企画課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小原　直樹　教育委員会副教育長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薄墨　和夫　警務部参事官兼警務課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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，質疑に移りたいと思います。

　基本目標３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したいと思い
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ます。

　まず３－１「みんなで守るとくしまづくり」，番号で申しますと１から49になります。

この事業についてはもっと厳しく評価すべきである，理事者に事業内容を聞きたいなど，

何からでも結構ですので，ご意見，ご質問を頂ければと思います。どなたからでもよろし

くお願いいたします。

（Ａ委員）

　いくつか申し上げたいと思います。まず18番ですが，県職員で構成する被災者支援チー

ム，防災専門家チーム等の応急対策活動への支援を図るために，訓練及び研修を実施しま

すという事業がＡ評価になっていますが，担当部局としては，現状の達成見込みが「○」

となっており，課題のところでも，今後ルール作りを推進する必要がある，派遣人員の安

定化が困難であるため検討が必要であるなど，問題点を抱えておられて，今後の対策につ

いて，非常に努力を要するのではないのかと思いましたので，Ａ評価にした理由，積極的

に引き上げられた理由をお伺いしたいと思います。

（会長）

　県職員で構成するということであって，他へ働きかけたりというものではないので，課

題を上げていますが，これだけの課題をきちんと自分達で把握しているということもあり，

Ａ評価にしました。

（Ａ委員）

　内部の問題なので，できるだろうということですか。

（会長）

　そうです。

（Ａ委員）

　26番，長寿命化計画策定済み施設数ということで，24年度で 911 施設で，既に目標を達

成されたということになっているのですが，そもそも全体数がいくらなのか，教えていた

だきたいと思います。計画策定しなければならない施設はもっとたくさんあるのか，ある

いは， 911 施設で終わっているのかというのを知りたいと思います。今後，計画を策定し

ていかなくてはならない所がまだまだあって，25，26年度の計画を見直す必要があるのか

どうか，あるいは，計画が終わったので実施ということで，良い意味での計画策定し直し

というのが必要なんではないかと感じました。

　漁協の分があるので，全体としてＢ評価ということについては，特に申し上げることは

ないのですが，長寿命化計画策定ということに関しては，もう少し今後考えていく余地が

あるのではないかと考えます。

　次に，37番の警察施設の整備ということで，進捗状況に，警察署や交番，駐在所などを

整備しましたとあるのですが，これも，全体としてしなければならない場所が何箇所あっ
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て，全体として必要な分の進捗率はどうなっているのかというのが気になりました。

　後ろの方に，県の施設の耐震化率が何％という目標値があったと思います。そういった

ものは， 100 ％が最終の目標値になるとは思うのですけれど，26年度までの分で，予算の

制約などいろいろなことがあって，物理的にできない場合もあるので，そういった場合の

評価はどうなるのでしょうか。26年度まで最大限に努力をして，80％達成できるなら，Ａ

評価とするのか，あるいは，本当は 100 ％にいかなければならないので，ＢやＣという評

価になるのか。その辺りをどのように評価するのかを疑問に思っております。今，申し上

げたこの37番なども，計画通りに進んでいるならばＡかもしれませんが，全体として進捗

率が低いというのであれば，その評価をどうするのかというのもありますので，どの程度

の進捗率かを明らかにしていただけたらと思います。

（県土整備部）

　まず長寿命化についてご説明させていただきます。県土整備部では，初め，橋梁につい

ての長寿命化計画の作成に努めてきたところでございます。その後，河川や，港湾，公園

というようなことです。内訳を申し上げますと，道路につきましては 664 施設で，これは

15メートル以上の橋梁でございます。河川は，排水機場等の25施設，また港湾は 214 施設，

公園は県が管理している８施設の全部で 911 カ所です。橋梁の長寿命化でございますが，

これは平成21年度に完成しています。また，公園，港湾，河川につきましては，平成24年

度に長寿命化計画を策定しています。一番早くできた橋梁の長寿命化につきましては，そ

の計画に基づいて，修繕にも着手しているところでございます。

　特に橋梁につきましては，既に２巡目の点検に入っており，元々は15メートル以上の橋

梁ということだったのですが，15メートル以下の橋梁についても，検討していきたいとい

うことでございます。これで計画が終わりかと言いますと，ご存じと思いますが，笹子ト

ンネルで事故がありまして，道路施設をはじめとする社会資本の既存ストックについて点

検をさせていただきました。そういう意味で，今後は，トンネル等についても，長寿命化

をやっていきたいということで，これで終わりではなく，今後，更に長寿命化施設の対象

を増やしていくということにも努めていきたいと思っております。そして，計画作り，あ

るいは，その維持補修を行い，施設の長寿命化を図ってまいりたいと思っておりますので，

よろしくお願いいたします。

（班長）

　ありがとうございました。

（農林水産部）

　漁港の関係につきまして，ご説明申し上げます。県管理の漁港は，全部で13漁港ござい

ます。ここにある通り，目標では11でございましたけれども24年度までに10漁港でやって

おり，今年度は中林と宍喰の２港でやっております。中原漁港が１つ残りますけれども，

これは26年度で計画を策定する予定にしており，目標の13港全てを計画内に策定できると

いうことで，現在進めている状況でございます。
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（班長）

　37番についても，お願いします。

（警察本部）

　防災拠点の耐震化は，計画通りにやっており，現在，板野警察署と石井警察署で着手し

ております。27年度までに耐震化を完了するということで計画されております。

　それと，交番駐在所ですが，交番駐在所は県下に約 130 余りあり，30年以上の老朽化し

た駐在所を計画的に建て替えをしていくという計画にしておりますが，用地の確保や浸水

の関係などの対策も講じるということで，要件が満たされた所と財政面をクリアできた所

から順次建て替えをしていくという計画になっております。以上です。

（班長）

　ありがとうございました。

　Ａ委員から，評価に関するご質問があったのですが，全体に関わることですので，ここ

では置いておいて，他の委員の皆さんから，１から49のところでご意見があれば頂きたい

と思います。

（危機管理部）

　18番にご質問を頂きました。会長から「自らのことだからやるだろう」というお墨付き

を頂き，身の引き締まる思いでございます。

　この部分につきましては，課題はしっかりと認識しております。現在も，豪雨災害が

あった山口県に，鳥取県と一緒に職員を派遣し，支援活動を行っておるところでございま

す。そのようなノウハウを生かして，今年度中にも円滑に行われるルールなどを整備して

いきたいと考えております。

（Ｂ委員）

　12番は，達成見込みが「◎」で，会長の案はＢ評価となっていますが，個人的にはＡで

いいのでないかなと思います。　　　　　　　　　　　

　それともう１点，36番についてです。これは「◎」になってて，会長の評価はＡになっ

ているのですけれど，大原にあった免許センターが松茂に行くということで，利便性はど

うなのかなと思います。施設は今より新しくなるのでしょうけど，位置的に県南の方から

は遠くなります。免許の更新ならもう少し考えて，方策があるのではないかと思います。

（班長）

　12番ですね。これが「◎」ということもあって，Ａでもいいのではないかというご意見

なのですが，会長，いかがでしょうか。

（会長）
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　Ａでいいと思います。

（班長）

　では12番は，Ａ評価にします。他の委員の方，構いませんか。

　それから36番は，いかがですか。

（会長）

　私が住んでいる場所に近くなるので，個人的な利便性の向上を反映してしまったようで

す。違和感なく「あそこにできるんや。いいなあ」と思ってしまったのですけれども，場

所を動かせば，今まで近かった人からは遠くなり，そうでない方にとってはと，どうして

も仕方ないとは思うのです。失礼な言い方ですが，建物が古くなっていたような気がしま

すので，そういうところも含めて判断していいのではないかと思いました。それに，迷わ

ずに行きやすい場所なのかなと思ったりもしました。

（班長）

　担当部局からこの辺りのご説明を頂けたらと思います。

（警察本部）

　免許センターでございますけれども，来年の１月開業ということで準備を進めていると

ころでございます。現在の運転免許センターにつきましては，講習会場等が非常に狭いの

ですが，松茂町に変われば講習会場も非常に広く取れるということになっております。こ

れにより，県内どこの方でも免許センターで更新ができるということになります。県南部，

県西部の方は，従来通り地元の警察署でも免許の更新ができます。

　来年の移転の際には，徳島東署，徳島西署，徳島北署，鳴門署の管内にお住まいの方に

つきましては，全て新しい運転免許センターでやっていただくことになります。それ以外

の警察署管内におられる方につきましては，どちらでも自分の好きな所でできることに

なっておりますし，徳島東署管内の方が，「松茂に行くのが遠い。うちは小松島のほうが

近い」ということになれば，小松島署管内でもできます。県内どこの警察署でも免許更新

ができるという，大幅な利便向上を図っているところでございます。そのような予定で作

業を進めている状況でございます。

（班長）

　ありがとうございました。

　Ｂ委員，地元でもできるというお話ですが，いかがでしょうか。

（Ｂ委員）

　免許塾も一緒に移転するのでしょうか。

（警察本部）
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　免許塾は民間で，警察に付随しているものではございません。噂では移転すると聞いた

ことがありますけれど，確定ではございません。

　それと，違反の有無に関わらず，どこでもできるということになり，全てどちらでもい

けるような状況になっております。

（班長）

　ありがとうございました。

　はい，どうぞ。

（Ｃ委員）

　24番ですが，Ａ評価は結構なのですけれど，課題で，市町村の財政負担が大きいという

ことが書かれています。県もそうですけど，財政がかなり厳しい状況の中で，現状での達

成見込みが，財政負担が大きいですけどいいのかどうかということです。

　ただ，情報提供と書いてあり，内容がよくわからないのですが，多額の経費を要すると

いうことですので，それに耐えれるかどうか，市町村は大丈夫なのかなというところです。

　それから，これは要望なのですが，46番「交通ルール遵守マナー向上」についてです。

特に交通マナーアップ推進月間が，７月８月にございまして，それなりの成果を上げてい

ると思いますので，この５項目はしっかりと対応していただけたら良いと思います。最近，

国道の中央分離帯などに，空き缶などが非常に多く捨てられているケースがあって，特に

山間部に行くとごみも捨てられているという，マナーの問題が気になります。

　それから，乗車時の喫煙や，反則行為になりますけれど携帯電話など，片手運転をする

をするということについては，非常に危険度があるのではないかと，時々窓からポイ捨て

をされる方も見受けられるということで，ぜひマナー向上を進めていただきたいと要望い

たします。

　それから48番のあんしん歩行エリアですけれども，26年度は計画が入っておりません。

その下のキャブシステムも，25年，26年は計画が入っていないのですが，これは，既に終

了しているのでＡ評価なのかということで，これは質問になります。

（班長）

　まず，24番について，お願いします。

（危機管理部）

　消防救急無線のデジタル化の移行について，期限が平成28年５月末までになっています。

　このことを受けて，各市町村，県が協力し，デジタル化に向けて，ネットワーク化の構

築をやっているところなのですが，経費の面が非常に高いということがあります。各消防

本部や市町村が単独で実施設計などをやるとなれば，非常にお金がかかるということで，

県が一括発注で受託を受けて，経費の削減を図っています。また実施設計業務の中で，整

備費用の低廉化ということから，各消防本部での効率的な整備を図るということで，十億

円単位で経費節減を図っておるところで，これからも市町村，各消防本部共が，平成28年
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５月に向けて整備ができますよう，連携を取りながら進めてまいりたいという考えでござ

います。

（班長）

　それから，46番のマナーアップのところでご意見がありました。

（警察本部）

　現在，交通マナーアップ推進月間を７月と８月にやっております。指摘がありました空

き缶のポイ捨て，たばこの投げ捨てという行為につきましては，明らかに道路交通法違反

に問議される事案でございます。そういったことも含めて，マナーを高めるということで

すけれども，現在，携帯電話やシートベルト，そういったものが非常に問題になっており

ます。そのような問題には，講習会もありますので，そういった機会を捉えて啓発活動を

やっていきたいと考えておる次第でございます。

（班長）

　ありがとうございました。

　48，49番についても話がありましたが，ここはどうでしょうか。

（県土整備部）

　まず，あんしん歩行エリアの整備箇所数でございます。あんしん歩行エリアというのは，

人口集中地区，例えば商業地域などで，歩行者や自転車の事故密度の多い地区を，国家公

安委員会と国土交通省が指定をして整備をすることになっております。

　平成15年から19年までに７箇所指定されており，その後，平成20年から24年の社会資本

整備重点計画の中で５箇所，計12箇所指定を受けています。その中で，既にワークショッ

プなどで計画を定めて，その対策を整備したのが，平成24年であれば，予定では10箇所

だったのが，11箇所ということで順調に進んでいるということからＡ評価を頂いているも

のと理解をしています。

　それと，電線類を地中化した県管理道路の延長ということで，これも現在までに10キロ

程，既に整備が済んでございます。また，鳴門公園線でも事業を進めておりますので，あ

る程度進捗が進んでいるということからＡ評価を頂いているものと理解しているところで

ございます。

（班長）

　ありがとうございました。

　時間の関係もありますので，議論は尽きないかと思いますけれども，１から49のところ

では，12番のＢをＡに変えさせていただくということで決定させていただきます。

　それでは次に，「いのちを守るとくしまづくり」ということで，50から92のところで，

ご意見を承りたいと思います。特にＤが付いている77番と80番，このままでいいのかとい

うことで，ご意見を頂けたらと思いますがいかがでしょうか。
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（Ｄ委員）

　評価ではないのですけれど，77番の課題に，県産のＬＥＤ製品が，車両乗り入れ部に設

置できない場所とありますが，どういう場所なのでしょうか。

（南部総合県民局）

 自発光式と言って，ソーラーで発電し，夜間になると発光するタイプがございます。現

在，県内で生産しておりますのは，歩道などの縁石の所に埋め込むタイプがございまして，

設置もしております。しかしながら，路面に入れるような物につきましては，耐久性の問

題等から，県内では生産がされていないということで，車両乗り入れ部に設置できないと

いう表現をさせていただいております。

　それと，今回の資料で十分な記載ができておりませんでしたので，少しご説明させてい

ただいてよろしいでしょうか。県産ＬＥＤの目標につきましては，23年度から目標設定を

して，26年度までに 100 件の目標を立てております。そして，23年度については，目標10

に対して12でございました。そして24年度については19件で，合計で31件ということに

なっております。目標が40件に対して31件ということで，目標には達していない状況でご

ざいますが，25年度におきましては，県事業で，県単砂防で急傾斜地また県道で，合わせ

て17カ所設置する予定としております。また，市町におきましても，23カ所設置する予定

としていまして，今年度40カ所を予定しております。25年度末には，71カ所設置できる予

定となっており，本年度の目標である70はクリアする見込みとなっております。

（班長）

　今年度頑張って達成が見込まれるということですので，このＤはどうでしょうか。

（会長）

　Ｂですか。

（班長）

　Ｄと付けているのに，急にＢというのはどうでしょうか。ＢかＣとは思いますけれど。

（会長）

　皆さんの意見をお聞きできればと思います。

（班長）

　いかがですか。

（Ｄ委員）

　これは24年度までの中間評価ということでしたね。
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（班長）

　ですので，やはり，７７番はＣ評価でお願いします。今の実績で評価するということで

すのでお願いします。

　それから，もう１つのＤである80番ですが，これも達成見込みでは「○」になっている

のですが，実績は24年度で９町村です。目標は18ですが，どうですか。

（県土整備部）

　これは，建築物の耐震化に対する補助金の話でございますが，基本的には市町村で補助

要綱を作っていただいて，国，県，市町村が一部補助することにより，それで耐震化を支

援するものでございます。その中で，市町村に補助金の交付要綱を作っていただかないと

いけないということで，これまでも，例えば建築耐震化促進協議会など，いろいろな市町

村の方と会する場で，要綱の作成を働きかけてきました。それが，24年度は２市町だけと

いうことで，現在で目標の半分となっています。

　平成25年の５月には，耐震改修促進法が一部改正されました。１点は，不特定多数の利

用する一定規模以上の民間建築物について，その耐震診断等が義務化されるという動きに

なっています。また，県が指定した避難路沿道の民間建築物についても，今後，指定をす

れば耐震化診断等が義務化されるということになってございます。そしてもう１点は，国

庫補助制度の拡充もなされるところでございます。

　このような動きを受けて，まずは不特定多数が利用する一定規模以上の民間建築物，鳴

門市と藍住町が該当しておりまが，まだ未策定の市町には対象となる建築物のリストを作

りまして，策定に向けた働きかけをしてまいりたいと，また補助率も上がっていくという

ことで，ぜひ広げていきたいということが１点でございます。

　そしてもう１点は，避難路沿道の民間建築物，これにつきましても，それに合った建築

物のリストを作り，まだ未策定の市町村についても今後働きかけていきたいと思っていま

す。遠い道のりですが，精一杯取り組んでいきたいと思います。

　それから先程，電線地中化のことをお話させていただきましたが，21年度までに10キロ

メートルできています。その後，第５期の無電柱化推進計画というのがございまして，そ

の計画の中で１キロメートルの整備が位置づけされており，それが24年度までに完成して

ございます。そういうことで，計画上の延長は全て完了しました。更に鳴門公園線でも進

んでいるということで，Ａ評価を頂いているということでご理解いただけたらと思います。

（班長）

　ＡＢＣＤという４つの評価段階がある訳でして，Ｄを１つも付けないということになる

と，なぜＡＢＣＤになったのかという話にもなりますので，どうでしょう。ここは思案の

しどころなのですが，現在の段階では，やはり２分の１しか達成していないということで

Ｄとお付けになったのだと思います。エールを送るという意味も込めて，心を鬼にしてＤ

評価でお願いします。

　それでは他にどこかありますか。
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（Ｅ委員）

　59番，Ｃが付いているところで，災害時のボランティアについての部分なのですが，各

県がすること，県社協がすること，市町村社協がすることという辺りのことで，市町村レ

ベルでも社会福祉協議会としてのいろいろな取組をやらせていただいているところもあり

ます。ですので，ここの数字は，県が取り組んだ部分の数字かと思うのですけれど，市町

村レベルでも，住民の方を対象にした災害ボランティアの取組もやらせていただいている

というところで，市町村レベルでの連携が図れると，そういった数字もどんどんと出てく

るのではないかなと思います。例えば，美馬市がそういったことを開催すると， 100 人か

ら 150 人くらい出席いただくという経過もあります。もちろん県の方に，住民の皆さんに

出席していただくという連携もさせていただいてはいるのですけど，もう少しここの評価

がある方が，みんなが頑張ってもらえるのかなという思いがあります。

（班長）

　具体的な提案としてはどうですか。

（Ｅ委員）

　もう少し評価を上げていただくとうれしいかなと思います。

（班長）

　ＣをＢくらいにということでいかがでしょうか。

（Ｅ委員）

　見えていないところもたくさんあるのかなという気がします。というのが，県からの補

助金で，今年度からボランティアコーディネーターの育成３年間という事業費を頂けるの

が決まったのですけれど，それまでの前段３年間は，共同募金のお金を使ったりという辺

りで，研修もやってきていました。西部，南部と中央という形の中での取組が既にできて

いまして，連携を図った形での訓練等も，災害ボランティアセンターの訓練等も既に行わ

れておりますのでそういった意味からも，もう少しここについては，評価があったらうれ

しいかなと思います。

（班長）

　Ｅ委員から非常に力強い応援が入りましたが，担当部局から何かレスポンスすることは

ありますか。

（危機管理部）

　ありがとうございます。

　我々も災害ボランティアに関して，県社協，市町村社協と連携を取りながら，各種講座

を開催しておるところでございます。若干，把握不足というところもございまして，目標

達成のためには更なる啓発が必要という認識を持っています。しかしながら，Ｅ委員に
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言っていただいたように，昨年度から本格的に進めさせていただいておるというところで

ございます。

　それと，今後も引き続き協力体制を取りながら講座を進める，またいろんな工夫をする

というところで，評価を引き上げていただけたらありがたいと思っております。

（班長）

　それでは，Ｅ委員からのご提案もありましたので，59番のＣをＢ評価に上げるというこ

とでいかがでしょうか。それでは，それでお願いしたいと思います。

　まだ意見はあると思ういますが，最後にもう一度帰ってくることも可能かと思いますの

で，３－２「いのちを守るとくしまづくり」のところでは，77番のＤをＣに変える，それ

から59番のＣをＢに変え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，３－３「くらしを守るとくしまづくり」，番号で申しますと93か

ら 110 まででご意見をお願いしたいと思います。ここは全体的に評価が高いようですが，

ご意見ございますでしょうか。

（Ｂ委員）

　99番は達成見込みが「◎」で評価がＢ， 105 番は達成見込みが「○」で評価がＡという

ことで，評価と達成見込みのギャップがあるのかなと思います。「◎」のところがＡで，

「○」のところがＢというのが普通なのではないかなと思います。

（班長）

　99番の達成見込みが「◎」なのに評価がＢになっていて， 105 番の達成見込みが「○」

なのにここはＡ評価だというご指摘がありました。具体的に言うと，99のＢをＡで， 105

はＢにするということでしょうか。Ｂ委員から，ご提案があったのですがいかがでしょう

か。それでは，ここでは99のＢをＡ評価に変え， 105 のＡをＢ評価に変えるということに

したいと思います。

　次に，３－４「しっかり医療とくしまづくり」，番号で言いますと 111 から 133 のとこ

ろに移りたいと思います。ここも全体的に評価が高いようです。

（Ｂ委員）

　 131 番，看護職員の方の分で，現状での達成見込みが「○」で会長の評価はＣというこ

とですが，Ｃにされた理由をお聞かせいただけたらと思います。

（会長）

　達成見込みは「○」なのですが，本当にいけるのかなと感じました。医療系の職員とい

うのは，そんなに簡単に増えるようなものではないと思ったところでございます。努力が

云々というより，元々大変なことであろうなというような認識がありました。また，実績

値で24年度が少し下回っているということもあり，Ｃとしましたが，Ｂでも構わないのか

なとも思います。少し迷いのあるところでございます。
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（班長）

　担当部局から何かコメントはありますか。

（保健福祉部）

　確かに，医療従事者の確保というのは，非常に厳しい状況でございます。徳島県におき

ましては，四国大学，文理大学といった２大学に看護学科が設けられ，入学定員，卒業定

員も増えたところでございます。また，離職率が高いということがございますので，ナー

スセンターと申しまして，在宅でいらっしゃる看護職の方に復職していただこうという復

職支援を看護協会にお願いしており，今までは本部だけだったのですが，今年度からは南

部と西部，両方で看護協会にお願いしまして，就業アドバイザーを２名程設置し，在宅で

いらっしゃる看護職の方々に積極的に復職していただくような取組を行っております。県

でも徳島県で勤務していただくと就学資金の返還を免除するような貸与事業などを行って

おります。

　国でも，こういったことは重要だと考えており，現在は，職場に就いていない看護職の

方の届け出というのはないのですけれども，医療法等の改正で，今後，在宅でいらっしゃ

るような方々の届け出も検討されており，そういった方々に対して，復職のＰＲや啓発，

依頼などの情報提供ができるようになってくると思っておりますので，頑張って増やして

いきたいと考えております。

（班長）

　現状での達成見込みは「◎」とは言えないけれども，「○」は十分いけると，そうあり

たいということですね。では， 131 番のＣをＢ評価に変えるということでよろしいでしょ

うか。私どもの大学にも看護がありますけれども，いろいろな所から学生が来ております。

それから就職相談会をしますと，近畿圏の大きな病院から職員の方がリクルートにたくさ

んお見えになります。ですので，都市部では非常に大変で，もちろん徳島も大変と思いま

すが，やはり徳島出身の学生は，できるだけ徳島に残りたいということもあろうかと思い

ます。

　他に，どこかありますか。

（Ｂ委員）

　先程の看護職のことで，病院内保育所補助事業等とありますが，お子さん以外にもご主

人など家庭内でいろいろあると思いますので，ご主人に対して，心構えなどの講習や講話

があればもっと定着するのではないかなと思います。

（班長）

　非常に良いポイントだと思います。看護職に限らず，「イクメンパパ」「パパカムオ

ン」などがあるようで，少しずつ時代はそのように変わりつつあると思います。

　この部分に関しましては，この辺りでよろしいでしょうか。
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（Ｄ委員）

　今のことに関連してなのですけれども，離職率が高い原因というのは，その辺りにもあ

るのでしょうか。何が一番の原因なのでしょうか。

（保健福祉部）

　やはり，最初に大病院等に就職される方も多いかと思うのですけれども，急性期病院は

非常に勤務状況が厳しいです。それから，医療が高度になっておるような状況もございま

す。特に，新人の方々が，自分が思っていたのと違うということですぐに離職されること

が多いようで，私どもも各病院と協力して研修を実施し，新人の看護師の指導の仕方，そ

れからメンター制度などにも力を入れるようにしております。

（班長）

　他になければ次にいきたいと思います。

　３－５「生涯健康とくしまづくり」で，番号が 134 から 151 のところです。いかがで

しょうか。

（Ｂ委員）

　 139 番について，糖尿病最下位が，ずっと香川県と抜きつ抜かれつだったような気がし

ます。効果が全く上がっていないので，Ｂは良過ぎるのではないかなと思います。

　過去何年も言われ続けていることなので，そろそろ最下位脱出と言わず，もっと高い目

標を言ってもいいのではないかということで，Ｃ評価かなと思います。

（班長）

　他の委員の方はいかがでしょうか。全国最下位からの脱出が目標で，結果は47位で最下

位です。担当部局から何かありますか。

（保健福祉部）

　糖尿病死亡率全国最下位については，１度だけ脱出できたことがありました。医療関係

者から言われておりますのは，糖尿病そのもので亡くなる方は糖尿病患者のほんの一部と

いうことですが，徳島県は糖尿病有病者も多いものですから，それを県民の方々に知って

いただいて取り組んでいただくための指標として，最下位脱出を大きく掲げております。

　高齢者が多くなると糖尿病の死亡率は高くなるものですから，今までは標準化死亡比を

指標としていましたが，なかなかそのデータが出ないということもあり，粗死亡率で見て

いこうとしております。年齢調整死亡率が，５年に１回，違う方法なのですが出ておりま

して，それは，男性が20位，女性が最下位で，女性の方が悪いものの，若干良くなってき

つつあります。

　それと，糖尿病に至るような生活習慣の状況を見てみますと，全国では肥満の方が増え

ているのですけれど，徳島県は若干減っており，徳島県民の方々を対象とした糖尿病の調
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査でも，有病者の割合が減っているなど，改善傾向は見られているところでございます。

死亡率というのは非常にわかりやすいので，目標として掲げさせていただいておりますが，

生活習慣の方は徐々に，一日の歩数も全国平均より 1,000 歩少なかったんですけれども，

それも全国平均に近づいてきているというように，良くなってきている状況であるという

ことは，お知らせしておきたいと思います。

（班長）

　担当部局からのご説明を聞いて，その上で，でもやはり最下位ということも考えて，い

かがでしょうか。迷うところなのですが，頑張ってほしいということでＣにしましょうか。

（Ｂ委員）

　今の説明を聞いてＢのままでもと思いました。

（班長）

　では，Ｂ評価のままということでお願いします。

　他のところはいかがでしょうか。これでよろしいでしょうか。

　それでは全体を通じて，「さっき言えなかったんだけど」というところがありましたら。

（Ａ委員）

　先程の 131 番の看護職員の人数のところですけれど，平成21年が１万 1,610 人で，24年

の実績が１万 1,816 人ですから，約 200 名増加しています。それに対して，目標値は 500

人の増加を目指していました。となると，これまでの成果としては不十分ではないかなと

思います。26年度の目標値までいこうとすると，更に 800 人増えないといけないという厳

しい状況がありますので，努力しているからＢにしようというのは，少し安易だと思いま

して，これはＣ評価が良いのではないかと思います。

（班長）

　 131 番，もう一度仕切り直して，お考えいただきたいと思います。21年が１万 1,610 人

で，26年に１万 2,640 人を目標として，今の実績が１万 1,816 人なのですね。やはり，事

態は楽観を許さないということで，Ｃ評価でお願いします。

　委員の皆さん方のご協力によりまして，少し余裕を持って終わることができそうです。

ここで，第２回目の会議は終わりたいと思います。
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