
第 １ 回 　 県 政 運 営 評 価 戦 略 会 議 　 会 議 録

１　日時　　平成２５年７月３１日（水）　１３：３０～１５：３５

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）豊井　泰雄　政策監

　　　　　　石田　和之　　　　　　　　　　犬伏　秀之　監察局長

　　　　　　井関　佳穂理　　　　　　　　　篠原　敬　　危機管理部安全衛生課長

　　　　　　坂本　真理子　　　　　　　　　仁木　弘　　経営戦略部総務課長

　　　　　　佐和　良佳　　　　　　　　　　長野　輝雅　県民環境部副部長

　　　　　　田村　耕一　　　　　　　　　　森　　繁生　保健福祉部副部長

　　　　　　土佐　和恵　　　　　　　　　　清水　英範　商工労働部副部長

　　　　　　南波　浩史　　　　　　　　　　中本　頼明　農林水産部副部長

　　　　　　橋本　延子　　　　　　　　　　原　　一郎　県土整備部副部長

　　　　　　浜口　伸一　　　　　　　　　　藤井伊佐子　教育委員会教育次長

　　　　　　濱口　英代　　　　　　　　　　生原　敬　　警察本部警務課企画官

　　　　　　福島　明子　　　　　　　　　　中村　章人　監察局次長

　　　　　　藤原　学　　　　　　　　　　　河野　功　　評価検査課長

　　　　　　森本　長生　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

（会議次第）

１　開　会

２　議　事

(1) 会長・副会長の選出

(2) 「いけるよ！徳島・行動計画」の評価について

(3) 「とくしま目安箱」等に寄せられた建設的な意見・提言の報告及び採択

(4) 評価機関の運営評価について

(5) その他

３　閉　会

（議事項目と概要）

１　政策監挨拶（概要は別に掲げる）

２　会長・副会長の選出

　　会長を選出し，会長が副会長を指名。

３　主要施策説明

　　２部局より，資料に基づき説明。

３　評価私案の説明（資料３）
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４　質疑（以下，概要は別に掲げる）

５　評価結果の採択

６　建設的な意見・提言の報告及び採択（資料４，５）

７　評価期間の運営評価について（資料６）

■政策監挨拶

（政策監）

　皆様，こんにちは。司会からお話がございましたように，本来でございますと知事が参

りまして，皆様方に久しくご挨拶を申し上げるところでございますが，あいにく所用のた

め出席できませんので，政策監である私がご挨拶をさせていただければと思いますので，

どうかよろしくお願い申し上げます。

　平成２５年度第１回目の県政運営評価戦略会議を開催いたしましたところ，委員の皆様

方におかれましては，お忙しい中，また大変お暑い中，ご出席を賜りまして誠にありがと

うございます。心から感謝を申し上げる次第でございます。

　また，２年間の委員の任期満了に伴いまして，10名の委員の皆様方には，引き続き委員

にご就任をいただきますともに，４名の方に新たに委員にご就任をいただくことになりま

した。厚く御礼を申し上げますとともに，今後２年間どうかよろしくお願い申し上げます。

　さて，昨今の経済情勢を見ますと，日本銀行の金融緩和による，いわゆるアベノミクス

等によりまして株価が上がってきたことや，本日の新聞にも載っておりましたが，完全失

業率が４年８カ月ぶりに４％を下回る 3.9 ％となる，あるいは有効求人倍率が0.92となる

など，経済指標におきましては改善の兆しが見えるのですけれども，雇用者の賃金の増加，

あるいは中小企業，零細企業への波及等につきましては，まだまだ景気回復の実感に乏し

いのが現状ではないかと認識しているところでございます。さらには，ＴＰＰ協定への参

加についての影響や，急激な円安による燃油高，そして原材料価格の高騰等，まだまだ不

安定な状況にあろうと認識しておるところでございます。こうした中にありまして，本県

におきましては，経済雇用の対策，南海トラフによる巨大地震を迎え撃つための震災対策，

さらには本四高速の全国共通料金に備えての様々な対策等，地方の持つ諸課題につきまし

て，徳島から地域の課題を解決していくという，徳島からの取組を行っているところでご

ざいます。これも、本日ご審議を賜ります「いけるよ！徳島・行動計画」に基づきまして，

様々な企画を展開しておるところでございます。こうした諸施策の事業の展開にあたりま

しては，県民の皆様の目線に立ちました，客観的，中立的な体制の基に評価をいただくこ

とが，極めて重要であると認識をしておるところで，県政運営評価戦略会議の委員の皆様

に大変お世話になるわけでございます。とりわけ，この「いけるよ！徳島・行動計画」は

策定から２年が経ちまして，前半期の２年が終了したところでございます。マラソンで申

し上げますと、まさに折り返し地点に立ってきているところでございます。こうした中に

おきまして，後半２年間に，一生懸命スパートをかけて頑張るつもりでございますので，

今までの２年間の実績につきましてご評価をお願いをしたいと考えておるところでござい

ます。
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　７つの基本目標につきまして，今後１ヶ月の間に各委員の皆様にご審議を賜るわけでご

ざいますが，ぜひ県民の皆様の目線に立った大所高所からの評価をお願い申し上げたいと

思います。こうした評価の結果につきましては，現行の事業の見直しはもとより，新たな

事業の展開を見据えた形での取組，とりわけ来年度の予算編成にあたっての充分なご参考

にさせていただきますとともに，徳島から国に対しての政策提言にも充分反映して生かし

てまいりたいと考えておるところでございますので，どうかよろしくお願い申し上げます。

　さらには，県民の皆様の意見の反映ということも目的にもなっているところでございま

して，「とくしま目安箱」等に寄せられました建設的な意見・提言につきましても，充分

ご審議を賜りまして，それらの結果も充分踏まえた上でしっかりと本県の施策，事業に反

映してまいりたいと考えておるところでございます。

　最後になりますが，委員の皆様には，ぜひ忌憚のないご意見，ご提言をよろしくお願い

申し上げまして，開会にあたりましてのお願い，ご挨拶とさせていただきます。どうかよ

ろしくお願い申し上げます。

■質疑

（会長）

　それでは，皆様との質疑に移っていきたいと思います。進め方でございますけれども，

基本目標５は全部で５つの重点戦略に分かれております。その重点戦略ごとに，１つずつ

協議していきたいと思います。まず始めは５－１の「安心子育てとくしまづくり」，番号

で言いますと１から26になっております。こちらにつきまして，評価はいかがでしょうか。

　はい，Ａ委員，お願いします。

（Ａ委員）

　概ね会長の評価で結構かと思いますけれども，１点だけ，19番，「病児・病後児保育事

業の推進」というところです。18番とも関係いたしますけれども，ファミリーサポートセ

ンターが設置されております。このファミリーサポート体制との連携によると出ていると

思うのですが，現在の状況では23年度が13市町村で，実績としては11市町村，24年度に計

画目標を達成，16市町村ですから達成をしているというところですけれども，聞くところ

によりますとファミリーサポートセンターに置いているのは阿南だけということのようで

す。市町村の動きとしては，この病児・病後児のサポート体制が病院関係になっているの

ではないかということでございまして，ファミリーサポート体制との連携というところに，

この16市町村も加盟がされているかどうかということが質問です。阿南だけしかできてな

いと聞きましたので，可能なら他のファミリーサポートセンターにも働きかけをするよう

な県の指導が必要ではないかと思います。ファミリーサポートセンターで，全体で計画も

進捗しているということでしたらＡ評価が良いのだろうと思いますけれども，少し今後の

取組のところで取り入れていただけるならＢ評価が良いのではないかと思いました。

（会長）
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　はい，ありがとうございます。事務局から状況の説明をいただいてよろしいでしょうか。

（保健福祉部）

　ファミリーサポート体制との連携による事業の推進というご提案をいただいております。

24年度の目標に対しまして現在16市町村ということで，今後箇所数等を増やすにあたりま

してファミリーサポート等との体制に取り組んでいかなくてはいけないと考えておりまし

て，25年度，ファミリーサポートセンターと連携をするかどうかについては確認できてな

いのですけども，既に１箇所検討をしており，そういったことも踏まえて残りの８市町村

に対して働きかけをしてまいりたいと思っております。

（会長）

　これはファミリーサポートセンターとの連携のみでやっていくというものではなく，そ

れも含めてその体制を整備していくという事業なのですね。

（保健福祉部）

　はい，そうです。

（会長）

　ただ，現状としてＡ委員がおっしゃっていたのは，ファミリーサポートセンターとの連

携は少し不十分なところがあるので，今後の取組として入れてほしいという意見かと思い

ます。ただ，事業としては、全体として、病児・病後児保育実施という意味では16市町村，

目標通りできているというところかなとは思いますけれども，いかがでしょう。私も連携

は弱いのかなと思ったのですけれども，23年度に下回っていたものを24年度に追い上げた

ところもあり，この勢いでというのであれば，まずはその目標としているものは達成でき

ていっているかと思い、Ａ評価とした次第でございます。とすると評価としてはＡにして，

意見のところで，ファミリーサポートセンターとの連携をもう少し強化をしていくべきと

いう意見を付けさせてもらうということでよろしいでしょうか。はい，そのようにさせて

いただこうと思います。その他ございますでしょうか。

　はい，どうぞＢ委員。

（Ｂ委員）

　現在，子育て中でございまして，興味深い内容で期待しているのですけれども，今，指

摘のあったファミリーサポートセンターと４番の「地域子育て応援団」の違いが，どのよ

うに使い分けるのかなという利用者の視点からご説明をいただければありがたいと思いま

す。

　それと，ファミリーサポートセンターの数を増やしていくことについて，今阿南で少し

進んでいるようですが，その状況を知りませんでした。理想を言えば，もっと利用者にわ

かりやすい，利用者が使いやすい内容の充実を，例えば阿南で進めてもらって，お手本と

なるようなファミリーサポートセンター，本当に使えるファミリーサポートセンターを作
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り，それを他の市町村が真似して作っていくという拡大の仕方もあるのではないかと思い

ます。

（会長）

　はい，ありがとうございます。質問と意見をいただきました，まずは質問のところの説

明をお願いいたします。

（商工労働部）

　商工労働部で所管しておりますファミリーサポートセンターについて説明をさせていた

だきます。基本的に市町村単位でセンターを設置しまして，そこにまず，「子どもさんを

預かってもいいよ」という方と「子どもさんを預けたい」という方の双方の会員を登録し

ていただきます。中には「両方ともいいよ」という会員もおいでるのですけれども，そう

いった会員を募って，その会員同士で事務局を通じて「じゃあ子どもを預かってくださ

い」と，具体的に言いますと、例えば、１時間に 700 円などのお金をいただきながら預か

る，預かってもらうということでございます。病気になったお子さんを預かる，預からな

いという話が先ほどから出ておりますけれども，このように個人の方が会員になっている

ということもございますので，なかなかその辺りについての研修などいろいろ難しい点も

あり，今後の課題と思っております。基本的には１つの事務局組織体を作って，エリアの

中で子どもを預かったり預けたりするというのがファミリーサポートセンターの仕組みに

なっております。

（会長）

　はい，ありがとうございます。

（保健福祉部）

　今，説明があったようにファミリーサポートセンターについては商工労働部，子育てに

関する４番の事業については保健福祉部と部局間で分かれておりますので，これからは

もっと連携を密にして取り組んでいきたいと思っております。ご質問がありました地域子

育て応援団について説明をさせていただきますと，いろいろな子どもに対する施策は充実

してきているのですけども，地域全体で支える仕組みがまだまだできていないということ

がございます。地域の中には，例えばＰＴＡ，青年団，婦人会，町内会，老人会，自治会

などの団体がございます。そういった団体全てが集まって地域全体として子育てを支えて

いこうというようなことに取り組んでいただいているのが，この24年度に実施をしていた

だいております10団体ということです。ネットワーク作りに苦労いたしますので，なかな

か全市町村に広がっていないという状況がございますが，そういった地域で支える子育て

の仕組み作りをしていこうという事業であり，その中でファミリーサポートセンターにも

ご協力をいただくという仕組みになっていますので，ご理解をお願いいたします。

（会長）
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　評価としてはどうでしょうか。

（Ｂ委員）

　ファミリーサポートセンターを利用者として使ってみたいなと思うのですけれども，や

はり子どもを預けるのは慎重になるところなので，利用者とサポートセンターで受け入れ

る方のどちらもが安心して使える拠点となれば良いなと思いますし，今，保健福祉部で進

められている地域子育て応援団，地域のネットワークがうまくファミリーサポートセン

ターと絡んで，地域の顔が見える応援団がファミリーサポートセンターと繋がるとすごく

安心感があると思うので，もっと連携して進めていただければと思います。

（会長）

　はい，ありがとうございます。どうぞ，Ｃ委員。

（Ｃ委員）

　質問なのですけど，４番の事業の取組内容に平成24年度で事業終了と書かれているので

すけども，これはどういう意味なのでしょうか。

（保健福祉部）

　23年度には，額は小さく，30万円程度なのですけども，補助金がありました。この補助

金をきっかけとして作っていただいた団体もあると認識をしております。これから，そう

いった補助金がなくなった中でも子育てに対する地域の子育て力をアップするためには，

補助金なしでも作っていただくための働きかけを続けていかなくてはいけないので，今ま

でより少し厳しい状況になっていくのかなと認識しているところでございます。

（Ｄ委員）

　22番なのですけれども，「勤労者向け協調融資制度において子育てを行う勤労者の教育

資金の低金利融資を行うことにより，経済的負担の軽減を図ります」とあります。これの

融資額の枠がすごく大きくなっているのですけれども，年収などの条件に関係なく借りら

れるのか，そして返済等はどのようになっているのかお伺いします。

（会長）

　仕組みの上で，所得制限があるのかどうか，お願いします。

（商工労働部）

　勤労者向けの融資制度ということで，商工労働部で所管をしております。これにつきま

しては，まず資金の種類が４つございます。住宅を建てる時の資金，ライフサイクル資金，

「阿波っ子すくすくはぐくみ資金」と申しまして子育てをするための支援の資金，経済変

動対策緊急生活資金という４つの資金を用意させていただいております。この中でメイン

になりますのは「阿波っ子すくすくはぐくみ資金」で，子育てをする場合，特に２人目以

6



降の子どもがおいでる場合は，金利を優遇するということで，この場合には 1.4％という

ことで，できるだけ借りていただきやすい融資制度にさせていただいております。融資枠

については61億円で，希望に叶えられるように増額をしております。融資実績につきまし

ては，先ほど申し上げましたように「阿波っ子すくすくはぐくみ資金」が一番多くなって

います。この資金の具体的な返済状況については，基本的に返済プランは15年以内という

ことにさせていただいております。在学期間の終了，最長６年まで元金据え置きもでき，

返済についてもできるだけ借りていただきやすいように制度の設定をさせていただいてい

ます。

（Ｄ委員）

　例えば学資をいろいろな形で借りられるところがありますが，その返済が滞っている方

も最近はたくさんおいでるようです。返済に関してはあまり心配はないのでしょうか。

（商工労働部）

　返していただけない場合の心配については，お貸しする前に保証料というものをあわせ

ていただいております。万が一，返済が滞った場合には保証料を元に代位弁済される仕組

みになってございます。

（Ｅ委員）

　先の話題に帰るのですが，職場の部下で子育て中の人がおり，この幼児の預かりを使っ

たと聞いたのですけど，申し込みの時間が朝の８時半までに申し込まないとアウトという

こと，預かってくれるのは２人までだったということを聞いて，充実はしてきていると思

うのですけれども，もう少し使いやすいものにすれば，働く人が安心して働けるのではな

いかと思いました。

（会長）

　はい，ありがとうございます。８時半までに申し込まなくても預かってもらえるなど，

使い勝手や細やかなところにも配慮してほしいという要望だと思いますので，受け止めて

反映していただければと思います。

（Ｆ委員）

　先ほど会長が意見としておっしゃっておられたこととも被るのですが，番号１，２，３

の辺り，目標が，普及啓発活動を実施します，子育てができる社会作りを進めますなどで，

到達地点がどういうところにあるのかが非常に曖昧です。達成見込みは◎になっているの

ですが，これを本当に評価ができるのか疑問で，何をもって妥当とするのか非常に難しい

です。もう少し，今後２年間で，普及啓発するにしても、どういったことが確認できたら

これだけ普及できたという実感があるのかなど，その辺りをもう少し工夫していただいて，

目指す到達地点を具体的にしていただきたいと思います。例えば，徳島はぐくみ憲章の普

及啓発で「子育てできる社会作りを進めます」というのですけれど，具体的な施策は後ろ
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にあるのかもしれませんが，普及啓発だけに絞っているのだったら，最終年度までにどう

いった形で普及啓発ができているかというのを確認する術を考えてみてもいいのかなと思

いました。なので，この進捗状況が妥当なのかどうか，よくわからないなという感想を持

ちました。

　もう１つ，12番の待機児童の解消で，これは目標値が０人になっていて，非常に高い目

標値と思いますが，実績が29人，47人というと，都市部で何万人と言っているのと比べる

と少ないとは思うのですけれども，当事者にとっては非常に深刻な問題だと思うのです。

やはり，目標０人と置いた以上は，これでは不十分ではないかと思いました。

（会長）

　Ｃということですね。

（Ｆ委員）

　今後，25年度に 485 名の定員増を図ると書かれているのに，達成見込みは◎にせず○と

なっており，ここは希望者がすごく多くて入れないというような地域の格差があったりし

て，定員を増やしても，なかなか待機児童の解消ができないような状況があるのかなとも

想像できます。その辺りもさらに工夫をお願いしたいと思います。

（保健福祉部）

　２つご指摘をいただきました。１つ目の番号１，２，３についての目標が非常に曖昧だ

ということに関しましては，この目標自体が条例，憲章やプランなど，そういった全体的

な方向性についての推進ということでございましたので，ご指摘の通り，後には施策の具

体的目標値があります。冒頭に説明させていただいたように出生率が上昇しているなど，

全体的に上昇傾向にあるということも踏まえて，もし具体的な目標数値が書き込めるので

あればまた検討させていただきたいと思います。

　12番につきましては，待機児童０に対して47人が多いのか少ないかということでござい

ますが，定員数がこの段階で16,137人で，そのうちの47人でありますが，やはり目標には

達しておりません。ただ，語弊のある言い方かもしれませんが，供給が需要を呼び，この

23，24の取組の中にも書かせていただいているように23年４月１日時点では15,915人の定

員を25年４月１日には16,107人というように，その時点では29人だった待機児童の数以上

に整備をしているのだけれども，結果的に47人に増えてしまっているというような状況も

あります。先ほどお話いただいたように，今年についても 485 名の整備をするので，47人

というのは吸収されるはずなのですが，実際には，整備が進むと，さらに需要が出てくる

という状況もありますので，頑張っているのだけれども結果がゼロにならないという状況

が続いております。47人の内訳につきましては，やはり地域偏在がございます。重点的な

取組により，横浜市は０人になったという報道もありましたので，徳島県におきましても

０人になるように頑張っていきたいと思っております。

（会長）
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　はい，ありがとうございます。評価としてはＣがいいのではないかというＦ委員の意見

でした。

（Ｆ委員）

　努力されているとは思いますけれども。

（会長）

　いかがでしょうか，子育て中のＢ委員。

（Ｂ委員）

　この定員増の数値を見ると，他より頑張っていると感じられるので，私はＢでいいかな

と思います。

　目標値が０人というのはすごく高いので，その辺りを評価してもいいのではないでしょ

うか。

（会長）

　ではこれは，そのままＢ評価でいいのかなと思います。ただ，これはおそらく市町村の

やっている事業で，市町村レベルで目標値を０人に置いていない場合が，実は現場で「０

人は無理だ」というようなところがあったりするかもしれないと思います。そこの連携等

を今後進めていただければと思います。

　時間もございますので，５－１の議論につきましては、この辺りでよろしいでしょうか。

次に進めさせていただければと思います。

　それでは次，５－２「高齢者活き活きとくしまづくり」について、ご意見をお願いいた

します。

（Ｇ委員）

　まず全体に対してなのですが，先ほど会長やＦ委員がおっしゃったように数値目標がな

いと図れない，評価できないということを思っております。数値目標があるからといって，

講座をいくつか開設するとし，実際に開設したとしても，目指していたところまでいけて

いるのか，そういう部分もございますので，数値目標だけが評価ではないと私も思ってい

ます。その中で何が必要かというと，どんな姿を目指しているのか，現状がどうなのかで

す。目指している姿は，皆さん描いている部分があるかと思うのですが，現状はどうなっ

ているかを知った上で，現状から目指す姿までの間を，計画としているのがこの行動計画

かと思います。この行動計画を遡っていって，今どこまでいくべきか，今はどうであれば

いいかというところで，評価をさせていただいているのが，この会議かと思います。なの

で、数値だけで図れるものではないところについては，こういう取組をして，こういう要

望があって，こういうところはできています，できてないですというようなところを情報

としてご提供いただければ，大変助かります。

　事業について質問をさせていただきたいのですけれども，35番に関しまして，「シル
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バー人材センター」の就労延人数を書いているのですけれども，目標値に両年度とも到達

しておりません。ここでシルバー人材として働こうとしている方は、果たして増加してい

るのでしょうか。高齢者人口自体は増加しているかと思いますが，かといって「働くのは

もういいわ」という方もいらっしゃると思いますので，ここで現状として増加しているの

かというのを伺いたいのと，23年度から24年度で、実績値としては減少をしているのです

けれども，これは働く場所や機会が減少しているのか，それとも「こんなのがあるよ」と

紹介してみても「やっぱりいやだ」とおっしゃっているのか，その辺りの状況を教えてい

ただけたらありがたいと思います。

（会長）

　はい，わかりました。質問ということで，そもそもシルバー人材として就労したい人そ

のものがどうなのかというのと，減っていっている原因として，環境の変化みたいなもの

があるのかということをお願いいたします。

（商工労働部）

　「シルバー人材センター」の項目につきましては，まずシルバー人材センターが機能す

るように各市町村でくまなく組織を立ち上げようという目標を掲げており，その結果とし

て受発注が多くなるという構成になっています。前段の各市町村で組織を立ち上げること

については，目標通りやっているわけでございます。ご質問をいただいた会員につきまし

ては，平成24年度末で，全体で 5,173 人ということで，前年度に比べると数はやや減って

いる傾向がございます。最終の数値目標がずいぶん減っているのではないかというご質問

だったのですけれども，地域の実状を聞いてみますと，シルバー人材センターを通じて仕

事を頼んだところ，非常にいい腕をされているということで，次年度以降はシルバー人材

センターを通さずに個人的に発注されており，手数料等々の話もあると思うのですけれど

も，そういうことで仕事は引き続きやっているのですけれども数字上は抜け落ちてしまう

というところもあるようです。実際どれだけかということは把握できていないのですけれ

ども，シルバー人材センターとしても収支全体の影響もございますので，できるだけ受注

をしてもらうように働きかけるよう引き続き連携を取っていきたいと思っております。

（Ｇ委員）

　そのような状況ですと，地域の人にとっては良い社会になっていっていると思いますの

で，そういった辺りもここに書いていただけるとありがたいと思います。それで，地域の

人達も，センターを通さずに個人でというのはなるべく避けていただけたらありがたいよ

うな気もするのですけれども，おそらく強制はできませんので，ここが成り立つような仕

組み作りをもう少し進めていただけたらいいかと思います。これは目標に達していないの

ですけれども、Ｂ評価でもいいのではないかなという印象がございますが，いかがでしょ

うか。

（会長）
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　なるほど。Ｂでもいいのではないかというご意見ですけれども，どうでしょう。特に異

論がなければ，番号35はＢ評価に修正をしたいと思います。他に意見ございますでしょう

か。

（Ｈ委員）

　37番なのですけれども，ここも現状での達成見込みが△で評価がＣとなっています。進

捗状況のところに「26年度の参加者数目標を年間 250人としました」と書いてありますけ

れども，年度別の事業計画が 5,100人なのですよね。これはどういう考え方なのかという

ことを，年度により受講者数にばらつきがあると下にも書いてありますけれども，これと

は関連があるのかどうかというのを教えてもらいたいと思います。

（会長）

　数値の立て方，それぞれの関係をお願いします。

（保健福祉部）

　37番について説明をさせていただきます。この数値目標につきましては，24年度 4,700

に対して実績 3,998ということで目標が達成できておりません。これにつきましては，介

護サービス等がどんどん充実していく中で，当初はこういった研修もどんどんやっていか

なくてはいけないということで目標設定をしたのですけれども，民間や社会福祉法人など

の研修も増えてきておりまして，県だけの研修を増やすとことにあまり意味がなくなって

きています。今やっているこの 3,998人の中の内数になるのですが，介護事業者等のリー

ダーになるような人のためのリーダー研修というものがこの中に含まれております。これ

からの時代の中でサービスの質を確保するためにリーダーをまず重点的に研修をして，そ

れを数値目標に変えた方が良いのではないかということで，評価についてはＣをいただい

ており，この際，目標数値を変えて，現在24年度で目標数値が 250という設定を予定をし

ておりますが，23年度 208名，24年度に 230名まで増やしてきております。リーダー研修

を増やすことによって、実質的な研修の質を担保していこうという発想でございます。

（会長）

　とすると，もしかしたらＤ評価が良いという話なのですかね。今までやってきたことを

抜本的に見直して、目標の設定の仕方も変更したということであると，私はＣ評価を付け

ていたのですが，Ｄという評価が本来ふさわしいのかなと思ったのですけれども。Ｂだと

概ね順調という評価になります。

（Ｈ委員）

　 5,100人は 4,900人に対して 250人が増えれば 5,100を超えるという，そういう想定な

のですか。

（保健福祉部）
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　現在の目標値というのはすべての研修者の数の目標でございまして，変えようとしてい

る数値は，この内数の中でリーダー研修に特化した目標数値に変えたいという趣旨です。

現在 200程度の数を最終的に26年度までに 250まで持っていきたいという趣旨でございま

す。

（Ｈ委員）

　この状況は順調には進んでいないということですね。

（会長）

　そうですね，順調に進んでいないという状況と，現状認識として，県の役割というもの

を今までと変更し，リーダーの育成に特化していこうというのが今後の方針ということだ

と思います。今までやってきたことを，少しうまくいかなかったので変えようというとこ

ろなのかなと思います。Ｄと言うと，どうしても今までがダメだったみたいな感じに受け

止められるのですけれど，部局で周囲の状況を見て，自ら変えたというところなので，そ

こはむしろ積極的に評価されるべきだとは思います。ただ４段階評価のどれかというと，

Ｄなのかなという気がします。そのまま当初の目標通り進めていくというわけでもないで

すし，むしろ自己判断として今までのやり方を抜本的に見直したというのがここに書かれ

ていることだとは思うのです。その見直しの方向が良くないという意味ではないので，ど

ういたしましょう。

（Ａ委員）

　Ｃでいいのではないですか。

（会長）

　Ｃ評価ですか，わかりました。では，来年度以降はこの工程表のところが26年度の 250

人という指導者を前提としたものに変更されていくということになろうかと思います。

　他に，いかがでしょう。はい，Ｉ委員さん。

（Ｉ委員）

　39番を見ていただけたらと思います。高齢者の住宅改修の推進の案件ですけれども，こ

れは工程目標が１年間で 2,800件と同じペースで計画をしているのですけれども，23年度，

24年度の実績があまりにも多く，大繁盛しているというような，言葉を変えれば非常に忙

しいということが見てとれると思うのです。当然，数値目標はＡなのですけれども，割合

にすると 1.3倍くらい想定より需要があるという中で，ずっと同じようなペースで計画を

ぶら下げて，予算の面や人員配置など工程計画に応じての予算配分などがされているので

はないかと推測するのですけれども，住民にちゃんとしたサービスができているのかどう

かということをお伺いしたいと思います。もちろん目標を達成していて，Ａ評価でいい事

業だと思うのですけれども，その辺りの経過を報告していただけたらと思います。
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（保健福祉部）

　39番について説明をさせていただきます。この住宅改修につきましては，ほとんどが介

護保険の中での住宅改修ということで上限20万の１割負担ということで，基本的には１人

の方について一生に１回のみ利用できるということでございます。要介護認定されている

方が４万６，７千人おいでるのですけれども，どんどん増えていくのではなく，一生に１

回なので順次回っていくだろうという予測での目標設定になっておりますが，現状を見て

おりますと増えてきているというのが現実でございます。ただ，これからこの数字がさら

に上がっていくのか，落ち着くのかというところの見極めができておりませんので，もう

少し部内で検討させていただけたらと思っております。

（Ｉ委員）

　たくさん増えていると思います。私の父も，この補助制度を使わせていただいた経験が

ございますけれども，やはり適切に対応していただくべき事案だと思いますので，どうぞ

よろしくお願いいたします。

（Ｈ委員）

　高齢者のことなのですけれど，評価ではないのですが，交通弱者の観点の取組が，この

項目でいいのかどうかわからないのですけれど，抜けているような気がするのです。守ら

ないといけない立場の方なので，そういう施策も今後は入れていかないといけないのでは

と思いました。

（会長）

　交通弱者に対する対策が，この基本目標５の中に入っているべきということですかね。

ユニバーサルデザイン，公共交通の話など，また後でお話をさせてもらえればと思います。

（Ｊ委員）

　直接ではないのですが，37番に関係することで，介護サービスの病院で，なかなかお世

話をできないのはよくわかるのですが，一番最後の下の時にパンパースを早めにあてがっ

て，それで手を抜いているのではないかというような現実を見まして，そのような方針に

指導などをしていかなければならないのではないかと思っております。

（会長）

　はい，わかりました，ありがとうございました。それは意見ということで，番号37の

サービス従事者の研修の辺りのところに入れようかと思います。

（Ｊ委員）

　研修をしていただくというようにお願いいたします。

（Ｋ委員）
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　活き活きとした高齢者ということでいきますと，高齢者の方々が実際に活躍できる場を

たくさん作ってあげるということが最終的には重要だと思うのです。そういう観点で言い

ますと，30番に「本県のいろんな魅力を発信できる人材を養成します」とあり，そのこと

自体は非常に良いことで，観光ボランティアガイドの養成者の数も増えてきているのです

が，その人達が身につけた知識を使って活躍している場や回数が増えているのかどうか，

その辺りがこれではよくわかりません。ですから，行政も，この人材育成のところで満足

するのではなくて，育成した人達の活躍の場を，いろいろなパイプを使って積極的に繋い

であげるという役割が非常に重要ではないかと思います。課題に「多様な活躍の場の創

設」と書いていますけれど，その辺りのところがどの程度できているのかがよくわかりま

せん。養成という点では評価はＡかもしれませんが，実際にその方達が活躍できる場が広

がっているのかどうかという点がわからないという疑問があります。

（会長）

　今後に向けて、そのような指標，数値を入れた方が良いということですね。

（Ｋ委員）

　ぜひ入れた方が良いと思います。それがないと，本当に役に立ったことにならないと思

います。

（会長）

　はい，わかりました。ぜひ入れていただくようにお願いできればと思います。

（Ｌ委員）

　32番のところで，平成24年度は16種目と書いてあるのですが，スポーツ交流大会の中に

社交ダンスは入っていますか。個人的に趣味なものですから。人数が大きく増えると思い

ます。

（保健福祉部）

　申し訳ございませんが，今のところ社交ダンスは入っておりません。また，この指標の

中で目標を達成できておりませんので，ぜひ種目，人数を増やすということでお願いをし

たいと思います。

（Ｌ委員）

　 150人や 200人はすぐに増えると思います。

（会長）

　はい，ありがとうございます。具体的なご意見をいただきました。

　それでは，５－３「障害者活き活きとくしまづくり」へ進みたいと思います。こちらに

ついて，私が案としてお示しいたしました評価で，変更した方が良いのではないかという
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ところなどを中心にお願いできればと思います。いかかでしょうか。

（Ａ委員）

　今日の政策監のお話で，全体の雇用率の話をしていただきましたけれども，47番の民間

企業の障害者雇用率について，法定で決められているのは，民間と自治体と教育で，その

うちの自治体と教育がなぜ入ってないのかが疑問ですので，その辺りを教えていただきた

いと思います。何年か前だと，本県の教育は法定雇用率に達していなかったかと思います。

（会長）

　はい，わかりました。なぜ，民間だけここに入っているのかというところです。

（商工労働部）

　雇用率についてご質問をいただきました。なぜ民間だけの数値になっているかというこ

とですが，策定の経過として，公的な団体については，率先して雇用率の達成をしないと

いけないという観点から，目標数値はあえて外したのではないかと思われます。県の民間

経営の雇用率は，ここに書いておりますように1.68％で若干その目標値を下回っています

けれども，県の知事部局においては，24年度で， 2.1％の法定雇用率に対して2.14％で達

成をしております。その他，公的機関については概ね達成しているということで，目標数

値の設定については，先ほど申し上げた通りの理由だと思います。以上でございます。

　教育は2.03％ということで，法定雇用率が 2.0 ％でございますので達成しているところ

でございます。

（会長）

　はい，ありがとうございます。その他，いかがでしょうか。はい，Ｋ委員。

（Ｋ委員）

　評価する時に，23年度と24年度の取組内容と成果を７点満点で評価し，今後の取組方針

を３点満点で評価するということで考えていきますと，23，24年度の取組内容と実績のと

ころで目標が埋まっているようなところは，不十分となるものはあまりなかったので多く

は４点になると思います。実績が目標に及ばなかったもので，今後の取組方針のところで

今までと同様に継続するなど，そういう書き方をしているものは，今までその目標値に達

してないわけですから，今までと同様に推進するのでは，おそらく同様に達成しないと思

います。ですので，そういう書き方をしているところは，今後の取組方針で「概ね妥当」

の２点を付けにくいです。そこを１点と付けると合計５点でＣということになります。そ

ういう観点で言いますと，さきほどの47番ですが，民間企業の障害者雇用率も実績が目標

を下回っており，今後の取組方針のところが，抜本的にこれまでの取組の仕方を大きく脱

皮するようなものになっているのかどうかというと，「事業主に対して条例の趣旨の普及

啓発を図る」となっており，今までと同じようにやるということだと思うのです。その後

の「とくしま障害者雇用促進行動計画」を改訂するというのが，どの程度，大きくジャン
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プさせるのに役立つのかというイメージが掴みがたいので，この辺りをお聞きしたいと思

います。これがあまり大きな効果を期待できそうでなければ，ここはＣでもいいのではな

いかなと思います。

　それから50番の「障害者の方の移動手段を支援するための施策を推進します」で，「ふ

れあい徳島号」の利用人数も実績値は計画を下回っています。それで，今後の取組方針で

何か大きく変えるようなことを書いているかというと「移動が困難な障害者の社会参加を

進めるためのリフト付きバスの運航を継続する」ということだけなので，あまり多く増え

そうな感じがしません。ここもＣにしてもいいのかなという感じがするのですが，部局の

ご意見をお聞きして考えたいと思います。

（会長）

　47番と50番に関して，もう少し今後の取組方針を詳しく教えてほしいという質問でござ

います。

（商工労働部）

　47番の障害者雇用についてでございます。今後の取組方針の書き方が弱いのではないか

ということで，ご指摘をいただいたのですけれども，ここに書いてございます「障害者雇

用促進行動計画」を強力に進めております。議会のチェックもいただきながら，且つ，パ

ブリックコメントもいただきながら，まもなく成案にする予定です。特に障害者雇用の未

達成ということですので，特に新たな項目にも力点をおきながら，早期に障害者の雇用率

の達成に向けて，作業を進めているところでございます。具体的には，経済団体やハロー

ワーク，特別支援学校、さらには障害者雇用に積極的な企業等にご参加をいただきまして，

障害者雇用に関わる様々な課題や対応策等の情報交換を行うための「とくしま障害者雇用

促進ネットワーク」を新たに創設しまして，より一層雇用の場の確保を目指してまいりた

いという決意で今年度取り組んでいるところでございます。

（保健福祉部）

　続きまして，保健福祉部から50番について説明をさせていただきます。ご指摘の通り，

24年度の目標に対して若干下回る数字でございました。これは，申請する方の需要という

のがありまして，この24年度はたまたま人数が少なかった年のようで，それ以前を見てみ

ますと，やはり多かったり少なかったりという年があるようでございます。25年度につき

ましては，７月までの数字を見ますと 530名という数字になっており，順調に推移をして

いるところでございます。目標に達しませんでしたので４点，これからについてはある程

度働きかけも強化をしていく中で順調に推移をしていくのではないかということで３点を

いただいておるかと思います。

（会長）

　47番の「とくしま障害者雇用促進行動計画」の詳細については，時間もないので，こち

らではなかなかそこまで説明をいただくのも難しいかと思うのですけれど，そちらでいろ
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いろやってはいるというところだと思います。50番は，説明をお伺いすると，24年度は確

かに下回っているけれどもその差はわずかなもので，このままいけば，現状では達成見込

みは○なのだけど，達成できるのではないかなというのが部局からの説明だとは思うので

すけれども，評価はいかがいたしましょう。

（Ｋ委員）

　障害者雇用は強力にやらないとなかなか増えていかないと思います。「障害者雇用促進

行動計画」で，いろいろとネットワークを作るということなので，それはぜひ強力にやっ

ていただければというのを期待して，Ｂ評価でもいいと思います。50番目は今年増えてい

るのですね。そういうことであればＢでもいいかなと思います。

（会長）

　はい，わかりました。その他いかがでございましょうか。

　それでは，５－４「ユニバーサルとくしまづくり」，こちらは項目数も５－１から５－

３に比べて少ないので，５－５と合わせてご意見をいただいてよろしいでしょうか。５－

４「ユニバーサルとくしまづくり」から５－５の「共助共生とくしまづくり」，この２つ

の重点戦略，合わせてご意見をいただければと思います。交通弱者に関連するような施策

はここに入ってくるのかなと思いますので，まず先ほどＨ委員からあった意見に対する，

部局からのご説明をお願いします。

（県土整備部）

　交通弱者といいますと，やはり自動車中心社会において，移動が困難な方や交通事故に

遭いやすい方などを対象にされていると思います。そういう意味で，県土整備部では公共

交通機関ということで，バスやＪＲ，あるいは南の阿佐東線，そういったものの運営管理

について係わっているところでございます。また，交通事故を抑制するという意味では，

道路を整備をしたりということが主要事業になればいいのであろうかと思いますが，今回

の基本目標５の中には，なかなか入れ込めないのかなと思ってございます。ただ，ユニ

バーサルということで公共交通機関につきましては，あらゆる方々が安全・安心，あるい

は快適に利用できるということで，ここにもお示ししていますが，ノンステップバスの導

入など、公共交通機関，バスの利用を誰もが使いやすくしていっております。また，幅３

メートル以上の歩道を作ったり，自転車や歩行者を分離したりというような施策も含まれ

ていますので，指標として交通弱者がいくら減るかという指標ではございませんが，こう

いった中で交通弱者の事故を防止するという意味で，歩道整備や電線類の地中化，あるい

はノンステップバスの導入などを位置付けていますので，そういう視点でご理解いただけ

たらと思っています。

（会長）

　はい，ありがとうございます。いかがでしょうか，Ｍ委員。
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（Ｍ委員）

　今日のテーマについてではなく，一般論のお話で，よろしいですか。先ほど，待機児童

の問題のところでも少しあったと思うのですけれども，その目標を０人としても，充実す

ればするほど申し込みたいという方が増えて，結果的に行政が供給を一生懸命したとして

も，需要がもっともっと増えていってしまうとなったら，目標として０と設定することが

いいのかどうかということにもなります。０というのは，当然目標になるはずということ

であれば，そもそも論として，そういう施設を利用したいという人が潜在的にどれだけい

るのかというところから目標値を設定する必要があるという議論になると思います。です

が，潜在的な数字を推計するのは難しいと思います。今日，議論に出たのはそこだと思い

ますけれども，実績値と比較するものがないと評価できないので，目標値を設定する必要

がありますが，ただその目標値をクリアしたからといって，それで解決するわけではない

というテーマが非常に多いなということを個人的な感想として持ちました。おそらく，そ

の話は，この会議で考える話ではない部分も多いかと思いますが，評価する上で難しい部

分だと思いました。

（会長）

　はい，ありがとうございます。今後の，この会議での評価の在り方，方法に関連したご

意見だと思います。それはまたしっかりと，私としても受け止めさせていただき，反映し

ていくという方向でいきたいと思います。またその数値や目標の設定の仕方というのも，

いろいろと意見をいただきましたので，反映してもらいたいと思っております。評価に関

連して，他にご意見いかがでしょうか。

（Ｃ委員）

　５－５の66番，地域福祉の推進というところで，社会福祉協議会本来の，下部組織とし

ての役割を果たしていっているのかなと思うのですけれども，市町村の計画策定が目標数

値に達していない状況の中で，社会福祉協議会も各市町村に付随した形で地域福祉活動計

画の策定に取り組んでおり，実際に住民の意見を拾い上げながら，計画づくりに取り組む

という動きもしています。住民自身が地域の中で福祉を推進していくという役割を担うた

めに，課題抽出をし，自分達ができる範囲は何なのかということを計画に落とし込む作業

をしながら計画づくりをしています。そういったものを市町村が応援する計画としての地

域福祉計画という考えの中で，ともに策定ができないとあまり意味のないものになるとい

うことが言えると思います。業者を使って作るのであれば，やめたらいいとも思うのです

けれども，本当に丁寧に地域の方と作っていく，この計画づくりは，できれば達成できる

と良いと思います。これからの高齢社会を生き抜くためには，やはり地域の皆さんの力が

ないと，制度的なものだけでは本当に不幸な地域になってしまうということも考えられま

す。ここについては，母体である県社協もがんばってくれると思うのですけれども，その

辺りをお願いできたらと思います。それと，この評価についてなのですけれども，県の行

う事業の中でそれに参加していただいた方にアンケートの実施などが実際にあるのかどう

か，その辺りはどうなのでしょうか。そこに参加したい人に評価していただけるというの
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は，直接の評価の部分で参考になるのではないかと思います。

（会長）

　例えば，それぞれの事業で参加した人の満足度みたいなものですか。

（Ｃ委員）

　そうですね。

（会長）

　それは，ものによって，あるものもあるかもしれないですが，全体としてはないかと思

います。

（Ｃ委員）

　ないですか。実施した事業の評価を単年度でやっていると思うのですけれども，それが

本当に効果があるものかどうかというのは，ＰＤＣＡサイクルの中で動かしていく上で基

本的なことだろうと思いますので，そういったところの積み重ねが全体的な評価に繋がる

のではないかなと思います。時々，県の事業に参加させもらうのですけれども「こんなに

良い事業なのに参加者少ないな」と思うことがよくあって，これに一体いくらのお金をか

けているのだろうと思うと，もったいないなという気がします。そういったところも含め

て，いろいろと人が集まらないところを，誰に焦点を当てた事業なのかといった時に，そ

のねらいが達成できたのかどうかという辺りのところの積み上げが必要ということをいつ

も思います。

（会長）

　評価にあたっての基礎データなどについて，原課でいろいろできることはお願いしたい

なと思うのですけれども，ただ，評価をするのが我々のお仕事だったりするようなところ

もあるかと思います。そういうところにまで配慮した形の評価をこの会議としてもやって

いきたいと思いますので，その辺りは，ご協力，ご意見をお願いしたいと思います。

（Ａ委員）

　今のアンケートの話に関連しまして，例えば，外国人の生活支援サービスに相談に来た

方が24年では 6,000人を超えているのですが， 6,000人の方が相談に来て対面をしている

わけなので，そこでアンケートをとることも可能だと思います。ですので，どういうニー

ズがあるのかということも含めて，外国人の方からもアンケートをとれば，非常に多くの

アンケートが寄せられるのではないかと思うのです。そういうことが評価の中に組み込ま

れていると，我々だけが評価をするのではなく，相談に来られた方が考える，こういうと

ころが良かった悪かったということがわかると思うのです。そのような取組をするのはい

かがでしょうか。
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（Ｃ委員）

　それともう１点，お願いなのですけれども，社会福祉協議会はいろいろな事業の委託を

受けており，ファミリーサポートセンターもさせていただいています。早い時期に立ち上

げたので，もう何年も経営しています。その中で，ファミリーサポートセンターであれば，

年齢制限はなくてもいいのではないかという議論をしてきました。これからの介護という

部分の中で，枠にとらわれずに支援をしていただける人が登録をしていただけたのなら，

もう少し気軽に，介護保険にかからなくても，不便な生活を強いられている方もおいでる

ので，そういった仕組みの中で動けるというところで使える制度として幅を拡げるという

のはすごくありがたいことかなと感じていますので，その点も今後お願いできたらと思い

ます。

（会長）

　意見として，その制度の枠を柔軟にできるものは柔軟に，ということだと思います。ア

ンケート等は，この評価のためのものというのではなく，現場で事業を進めていくにあ

たって，アンケートという形でなくても，拾える声なり意見なりがあれば，特にこの事業

でというのではないのですけれども，今後積極的に活用していってはどうかという意見と

して，まとめさせてもらえればと思います。

　まだまだ意見等あるかと思いますが，ＡＢＣＤの評価につきましてはいかがでしょうか。

変更がなければ，時間もございますので，評価を確定させたいと思います。いくつか私が

お示しいたしましたものから変更がございましたけれども，それを踏まえてこの評価でよ

ろしいでしょうか。

（異議なし）

（会長）

　それでは続きまして，議事の３に移りたいと思います。「とくしま目安箱」等に寄せら

れた建設的な意見・提言について事務局から説明をお願いいたします。

（評価検査課長）

　（資料４，５の説明）

（会長）

　はい，ありがとうございます。優れた意見・提言を，資料４に上げられたものから選ん

でいきたいということです。昨年度は５つを選定したということなのですけれども，数に

ついて，ルールとして限定はありますか。

（評価検査課長）

　特にございません。
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（会長）

　ないということであれば，それぞれ優れた意見としてここまで勝ち残ったものばかりだ

と思うのですけれども，そういう意味で全てをこの場で採択するという方向にできればと

思うのですが，いかがでしょうか。ここから数を絞るというのではなく，既に 1,000件以

上の中からここまで残ったものだということだと思うので，それでよろしいでしょうか。

（Ｆ委員）

　特に数に制限がないというのでしたら，全て採択して幅広く検討していただいたら良い

と思います。

（会長）

　そうですか，ありがとうございます。それでは，14件，全てを採択するということでお

願いいたします。

　続きまして議事の４，評価機関の運営評価について事務局から説明をお願いいたします。

（評価検査課長）

　（資料６の説明）

（会長）

　ただいま事務局から説明がありましたように，評価機関の運営評価を行う具体的な評価

機関を決めなければならないのですけれども，いかがいたしましょうか。

（Ｈ委員）

　６箇所しかなく，その内の３箇所はもう既に評価を行っていますので，あとは会長に一

任できたらと思います。

（会長）

　会長一任という発言をいただきましたが，そのようにさせていただいてよろしいでしょ

うか。

（異議なし）

（会長）

　はい，ありがとうございます。それでは順番にというわけではないですけれども，今年

度は，資料６の４番目に記載されております「徳島県立工業技術センター試験研究評価委

員会」の運営評価を行いたいと思います。日程等につきましては事務局と相談の上，決定

させていただければと思います。

　また，評価機関の評価の進め方でございますが，昨年度，できれば現場に出向いて，視

察をした上で意見交換をしたいというご提案がございましたので，そのようにしたいと思
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います。事務局には，よろしくお願いいたします。

　委員の皆様には議事の進行にご協力をいただき，最後まで到達できたのではないかと思

います。

　なお，最後に当戦略会議の運営に関しまして，お諮りしたいことがございますので事務

局から説明をお願いいたします。

（事務局）

　本日，ご論議いただきました評価結果等につきましては，事務局で整理し，会長にご確

認いただいた上で，総合計画審議会に提言をしてまいりたいと思います。

　また，本日の会議録につきましては，事務局でとりまとめ，会長に確認していただいた

上で，ホームページ等で公表したいと思います。

　次に，各委員の班編成及び評価試案作成者，並びに第２回目以降の会議の日程につきま

しは，会長，両班長と相談の上，後日，事務局から連絡させていただきたいと思います。

（会長）

　以上，事務局から説明がありましたが，そのようにさせていただいてよろしいでしょう

か。

（異議なし）

（会長）

　はい，それでは，異議もないようですので，そのように行うこととさせていただきます。

　以上をもちまして，本日の議事を終わります。議事の進行にご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いたします。  
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