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第１回 県政運営評価戦略会議 会議録

■開催概要

１ 日 時 平成２３年１０月１７日（月） 1４:３０～1６:４０

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） 飯泉 嘉門 徳島県知事

石田 和之 島田 清 監察統括監

井関佳穂理 吉田 和文 監察局長

近藤 明子 高瀬 義正 危機管理部副部長

佐竹 弘 稲垣 敏弘 地域振興総局次長

髙畑富士子 福井 廣祐 保健福祉部副部長

田村 耕一 小川 卓志 商工労働部副部長

土佐 和恵 蔭山 真応 農林水産部副部長

新田 正子 中内 雅三 県土整備部副部長

橋本 延子 石井 一 南部総合県民局副局長

浜口 伸一 満壽 正昭 西部総合県民局副局長

濱口 英代 清水 英範 病院局総務課長

森田 陽子 原内 司 教育委員会副教育長

森本 長生 西岡 京 警察本部警務部参事官

西本 功 監察局次長

石井 裕通 行政評価課長

ほか

■会議次第

１ 開 会

２ 議 事

(1) 会長・副会長・班長の選出

(2) オンリーワン徳島行動計画（第二幕）の総括評価について

基本目標４「安全・安心とくしま」の実現

(3) その他

３ 閉 会

（配付資料）

資料１ オンリーワン徳島行動計画（第二幕）取組結果評価シート

資料２ 「とくしま 目安箱」等に寄せられた建設的な意見・提言

スライド 主要部局の取組状況等説明（危機管理部・保健福祉部・県土整備部）
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■ 議事項目と概要

１ 会長・副会長・班長の選出

会長を選出し、会長が副会長・班長を指名。

２ 主要部局の取組状況等説明

３部局より、取組実績や今後の見通しなどを資料（スライド）に基づき順次説明。

３ 会長の評価私案の説明

行動計画における県の４年間の取組みに対する評価案を説明 （資料１）。

４ 目安箱等に寄せられた意見・提言の紹介

事務局より紹介 （資料２）。

５ 質疑（以下、概要は別に掲げる）

６ 評価結果の採択

７ 目安箱等に寄せられた意見・提言の採択

８ 知事あいさつ

■ 質疑以降の議事概要

【評価案等についての質疑】

（会長）

それでは、御意見を頂戴したいと思います。今日の資料１の主要事業に関しての御意見

・御質問、私の評価案についての御意見・御質問、また各部局からのプレゼンに対する御

意見・御質問、先程の目安箱等に寄せられた県民の御意見に対する御質問等々、どこから

でも結構ですので、お願い申し上げます。

（Ａ委員）

先程、危機管理部、それから保健福祉部、県土整備部からそれぞれプレゼンをいただき

ました。私はそれぞれ各部局からこのような非常に丁寧なプレゼンをいただいたのは今回

が初めてです。

それから、またおそらく一番現場との結節点におられる、各副部長からご説明をいただ

いたということは非常によくわかりました。なお、各副部長のプレッシャーと、同時にそ

れを支えてこられた各部局の方々の御努力に敬意を表したいと思います。

さて本題ですが、今回初めての会議ですので、県政運営評価戦略会議の基本的なコンセ

プトがおそらく、ある程度の御説明は県の方から皆さんお聞きしていると思いますし、そ

れから県の方も充分ご承知だとは思うのですが、特にその位置づけと役割ですね。私が特

に聞きたいなと思っているのは、例えば私の所属しております「とくしま未来創造プラン

推進委員会」というものとの関係、こういったものをどのように活かして、本当にその県

民目線というのでしょうか、あるいは県民意見の積極的な反映ということを図ろうとされ

ているのかということを確認のためにお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。

（事務局）



- 3 -

事務局からお答えさせていただきます。非常に各部のプレゼンをお褒めいただきまして

ありがとうございます。

、 、 。 、これは 今まで事業評価といいますのは 受け身でありました 受け身であっても各部

一生懸命取り組んでおるということで、積極的にＰＲさせていただいて、これを委員の皆

、 、 。様方に御理解いただき それを踏まえて評価いただくと こういうことを考えております

大きく言いますと、徳島ならではの事業評価ということで、まず７つの基本目標ごとに

集中的に審議をさせていただいたり、それから各主要部局のプレゼン、それから県民の声

を県政に反映させなければいけませんので、目安箱をはじめとする、いわゆる県民の声を

審議していただく、この３つが中身としては徳島ならではの密度の濃い評価と考えており

ます。

それと、まず形式的な話なのですけれども、この県政運営評価戦略会議には県民目線か

らのチェック機能の強化と、それと県民意見の積極的な反映という大きなコンセプトの基

に設置させていただきました。それで、これから委員の皆様方にいろいろな評価を行って

いただくということで、よろしくお願いしたいなと思います。

次に、いわゆるその未来創造プラン等との関係なのですけれども、いわゆる各種評価機

関に対する運営評価ということで、会議はおそらく３月に開催という形になろうかと思い

ます。また、ここで御意見いただきましたものを評価として、総合計画審議会をはじめ、

各種評価機関に提言という形で提言をさせていただくのですが、そういう中で、それぞれ

のその各種評価機関のところでその提言内容を反映させていただくと、繋げていただくと

いうことを目的としております。

（Ｂ委員）

先程、Ａ委員からもお話があったのですが、評価としての全体的な考えについてなので

すが、この私の個人的な考えなのですが、あまりにも会長に負担が行き過ぎているかなと

いうところでございます。

評価は、基本目標４というだけでこれだけありまして、これをしかも各項目について数

値目標に関して評価するのであれば、数値を見て達成度というように、評価はたぶんでき

るのでしょうけれども、何か他の総合的に判断をしないとだめなところに関しましては、

他にもたくさん資料をお持ちになられて、それを総合的に、評価をしてくださったのだと

は思うのですが、これはあまりにも量が多すぎて、しかも評価としてここに出すには、お

一人の意見でここまでご負担をお掛けするのはどうかな、というところを私は、少し問題

かなと思っております。その点に関しまして何か御意見がありましたらお聞かせいただき

たいと思います。

（会長）

これは私がしたらいいのかなと思うのですけれども、今まで総計審の評価部会でも、そ

の「数値目標だけで評価するのはいかがなものか」という御意見がございましたよね。そ

の「パーセンテージが８割だったらそれでいいのか」という。だからもっとトータルで見

、 、 、ましょうということなのですが ですからその達成度のところは その数値的に１００％
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８０％、それ以外を、それぞれ１、２、３ということで、達成度を判断しております。Ａ

ＢＣの評価として、主要事業について、私がしたのは、それにプラス取組状況、それから

事務局にいろいろお聞きしたりして、評価案を入れているというところです。あくまで叩

き台ということで考えていただければ結構なのですが。そんなところですが。

（Ｃ委員）

先程のＡ委員が言ったのですけれども、これは本当に全体に評価するというのは非常に

大変なことだと思います。本当にできるのかなという感じもいたします。

各項目にそれぞれ挙げられているので、各項目ごとに何か総合的な評価をしていただい

た方が非常にわかりやすいのではないかなという気がいたします。というのは、こういう

政策というのは、時間、経済、全てのものが総合的に動くものですので、それらを加味し

た状態で評価をしていかないと、ある一つの面だけを見て評価をすると非常に片寄った評

価になっていってしまうと。この中で本当にこう、全体の事業の項目は２３０、２５０ぐ

らいではないですか、その事業が展開されている中で、やはりそういう中で、各項目ごと

に、やはり有機的な連携がとれているとか、そういう評価も含めて私は、項目ごとの評価

でいいのではないかという感じがいたしました。大変ご苦労なお仕事をしていただいてあ

りがたいことでございますけれども。

（会長）

はい、項目ごとに評価してもいいのではないかということで、御意見として伺っておけ

ば、本日はよろしいでしょうか。

何か叩き台がなければ、というのもありまして、それから数値だけでは判断できない、

県民目線という、県民目線といいますのは、その県民が情報として入るメディアとか新聞

とかそういうもの、それから日々の生活の中で考えられるだろうというようなスタンスで

私が判断したということですので、とりあえず本日はそういうことで書いております。

（Ｄ委員）

今日は 「安心・安全とくしま」という事業についての評価で、会長が先程、Ｃのとこ、

ろとか説明したのと、各部局の説明を聞かせていただいて、つらつら思うのは 「徳島県、

民は危機意識が薄いのだな」ということですね。ガンもそうだし、それから糖尿病、みん

な解っているし、周りに絶対その人たちがいるにも関わらず、親戚だとか親とかいるにも

関わらず、やはり運動はしないし、食べる量も制限しないし、地震がきても「誰かがどう

」 、 。 、にかしてくれるのではないかな というところが すごくあるのかなと それはある意味

一方では安心に暮らすためには、あまり危機意識をあおられても非常に不安感もあるので

すけれども、もっと我々が能動的に、やはりこれ県がこれだけのことをして、事業でもし

てくださっているのに、地震の説明会ですとか「耐震構造をします」と言っていても、た

ぶんあまり「うちはいけるわ」とか「私は大丈夫」とか、そういう意識が非常にあるのか

なというのを、今日、あまり細かく考えずに今日のプレゼンを聞かせていただいて非常に

感じたことです。

これは、県として全体をもう少し危機意識をあおる方向に持っていっても、もしかした
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ら費用対効果を考えるといい気もするのですね。特に健康に関することは、使っているお

金の割に、全然数値目標が上がってないということの中では、それで親がそうだから子ど

もはまた全然運動をしないし、ますます体力のあれを見ても、確か全国最低ですよね、県

としてできることもありますけれども、もっとその意識の部分は、する必要があるのでは

ないかなというのを、少し総論として感じました。

（会長）

どうもありがとうございました。御意見ということでお聞きさせていただきます。

（Ｅ委員）

先程、御意見もありましたように、本当に意識が薄いと思っています。今、会長の評価

も多数、見させていただいた中で、４番ですか 「とくしま－０(ゼロ)作戦」の中の、本、

当に、ほとんど評価Ａとか上がっています。

非常に県自体は努力をなさってくださっているのですけれども、この自主防災組織率と

、 、 、いう評価のところがＣとなっておりますけれども 本当にそれは仕方がないなと 私たち

自分が町民、東みよし町の目線で見ても、周りは、私たちの町は今まで災害に遭ったこと

がないのです。本当に平和な町なので、言っても「いや、私の町は心配ないわ」と、そう

いうことが非常に多いです。だから、これだけ県が取り組んでくださっているのだから、

費用も使いながら、だから、市町村の方へもう少しお金を掛けてというか、ちゃんとして

いただけるように。

私どもは小さい自治会なのですけれども、これで５回、訓練をやっております。その時

に、回数をやればやるほど意識も高まってまいります。

今は、例えばこの小さい町内会の、私の前に独居老人が誰それがいる、じゃあ次の方の

前に誰がいる、というような組織図を今作ってやっておりますけれども、じゃあ「私たち

は津波とか洪水なんか心配ないよ」と 「山が近いもので土砂崩れがあるかな」と、その、

時にはどういうところへ避難するかと、避難場所も決めておるのですけれども、まだ集ま

ってもそんなに危機感はありません。

でもやっていくうちに、やはり、この前の台風とか洪水とかがあった後、やはり「私ど

もの町にもこういうことがあるのだな」という意識が芽生えておりますので、やはりどん

どんと、これだけのことをやってくださっているのですから、やはり市町村の方で、もっ

ともっと取り組みをやっていってくださったらと思っております。

（Ｆ委員）

今、Ｅ委員のお話と私もよく似た感じです。私は、松茂町に住んでおります。一番に、

松茂も今、この３月に大震災がありました時点で、本当に地元ながら大騒ぎをいたしまし

た。消防の方々からいろんな手配をしていただきまして、避難所も松茂に、海岸沿いです

ので、県の方からも立派な補助をいただきまして、町の方も力を入れて震災の避難場所も

、 。 、 、できておりますが 私自身のすぐ近くなのです それを毎日 川向かいに見ておりますと

小さな話を少しお聞きください。松茂町の方も本当に 「これから南海地震・東南海地震、

があります」ということで、本当に真剣になっております。せっかくの避難場所に、皆さ



- 6 -

んが集まるところに、３月に集まりました。でも本当に海岸の近くだけ、２００人くらい

しか収容ができないという状態でございました。車を利用しますと本当に道も混雑いたし

まして、事故にもなりかねないと、それで何人かはそこまで行けなくて、山の方へ避難を

した状態なのです。

それで、せっかくしていただいているのですから、本当に、そこで皆さんが安心して津

、 、 、 「 、波状態を越えられるかという不安が 松茂町も本当に 毎日 子どもの学生も お母さん

どこへ逃げたらいいんだろうか」という不安もございます。

、 。 、 、それで 近くに小学校があります 先日もその時に会合いたしまして 地元の小学校へ

人数が３７名なのですが、それを廃校するには、どうしても今まで「これからも続けてお

きたい」と、地元の保護者関係各位から申請がございまして、近所の地区の父兄の方、ま

た保護者の方全員が集まりました時点で「どうしてもこんな危ないところへ、これからの

震災ということを考えますと、どうしてもこの学校へは来させない」という反対の声が実

は出ました 「これからもう少し皆さん考えてみましょう」という最後の意見でございま。

したが、海岸沿いの者はみんな、本当にこれからの不安を抱えておりますので、県の方も

ぜひこれは検討して、細やかなことでございますが、本当に命ですので、ぜひお考えをい

ただきたいと、検討していただきたいと念願をしておりますのでよろしくどうぞお願いい

たします。

（Ｇ委員）

今、Ｆ委員から小学校の話が出ましたので。実は私には中学生の娘がいまして、事前に

県からいただいた資料の中で「わくわくトーク」で出たことで、避難路ですか、小学校・

、 、 、中学校 これが少し気になりまして 私どものスタッフに小・中学生の父兄がいますので

３人ほど聞いてみました。

、 。 。日和佐なのですけど 小学校は今たぶん２階建てだったと思います ３階はないのです

それで、どこに逃げるのかなということで、前に徳島新聞と四国放送のニュースに出てお

りました。校長先生が３月１１日の震災後、しばらくしてから父兄の方と一緒に山に草刈

りして避難路を作ったということで、その避難路を見てきました。

それで 「中学校ではどこに逃げるか聞いていますか」と聞いたら 「日和佐道路に逃げ、 、

るというようになっています」ということで、少し遠いのです、実際は。やっぱり校舎か

ら走っても５分はかかるかなと思うのです。

たまたま、牟岐の小学校の父兄もいましたので、古い校舎は高いので、そこは高層階に

逃げるという話になっているみたいです。

人の命に重い軽いはないと思うのですけれども、やっぱり子どもが亡くなると一番辛い

ということで、今、沿岸部と河川、一級河川とかいろいろありますけど、川沿いの学校の

避難路の選定といいますか、その辺の進捗状況がどのようになっているのかというのを、

この機会に、掴んでいる範囲で結構ですのでお知らせいただいたらと思います。

娘のところは４階に逃げるということで安心しています。あと付け加えると、家ではど

こに逃げるかというのを第２まで決めています。地震が揺ったら津波が来ると、どこに逃

。 、 。げるかというのを家族同士で確認しています それは当然 家に居るときだけですけどね

あとは、外にいる時は、その所々のルールに従うということになっていると思うのですけ
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れども、これを機会にお聞かせいただけたらと思います。

（会長）

もうひと方お聞きしてから、県からのお返事を頂戴したいと思うのですが。

（Ｈ委員）

まず、この評価の仕方なのですけれども、今まで数字である程度、目標数字が例えば１

０，０００であれば９，０００で９０％、みたいな評価をされたと思うのですけれども、

一般の事業側からすれば数字の方がわかりやすいなというのがあるのです。

しかも、働く方にとっても数字で追いまくられると非常によく仕事しますよね。そうい

う意味で、少し言葉は悪いのですが、ある程度、数字を前面に出していくといいますか、

そういう評価もやはりもう一度、いい場面もあるのではないかなと思います。

そういったところで、この危機管理の、この達成度なんていうのは、ＡＢＣというだけ

ではなくて、ある程度、数字的な達成感を持たせる方がやはり県民もわかりやすいのでは

ないかというのが一つです。

今、私も久々に県庁に来まして、県庁の皆さんもピリッとされて、震災以降、知事を先

頭に、非常に他府県の援助等にご活躍されているし、またそういったノウハウを県政に反

映をされるというところでは、非常に我々も本当に期待をしているところなのですけれど

、 、 。も やはり地震も怖いし水害も怖いし 県民の皆さん本当に不安に思っていると思います

細かい話で言いますと、やはりその、私の居住地は少し西の方なのですけれども、勤務地

がマリンピアなのです。毎朝近くの神社に拝みながら仕事に行っているといいますか、そ

ういう具合で、非常に危機感をもって仕事していますが、一向にその点の改善がなかなか

目に見えて見られないので、居住地、特に住宅、自分の家の耐震改修は当然のことなので

すけれども、各事業所における避難、あるいは安全性の担保というものをもう少し義務づ

けるなり、義務づけるというと少し自分の会社の首を絞めてしまうのですけれども、そう

いうルールみたいなものを、もう少し踏み込んでやられた方が、一般の就業されている方

の安心感に繋がるのではないかなと思います。いろいろあるのですけれども、だいたい手

短にその程度でございます。

（Ｉ委員）

安心・安全だけでも、県はいろいろな事業をやっていらっしゃるのだというのが非常に

よくわかりました。

私は資料をいただいて、これで評価する立場として希望をいくつか言わせていただきた

いのですけれども、一つは数値目標がいろいろ出てきておりますよね。それで、その目標

自体が県庁の中でも目一杯高い目標で努力しようということで、数字立てておられると思

うのですけれども、これ自体が、例えば全国の平均等から見て、どの程度の目標数値なの

かというのが、この表から全然わからないのです。

例えば、公立の学校の耐震化率等は、数年前の数字等を見ますと、これは徳島だけでな

いのですけれども、四国の各県とも全国平均よりかなり低かったりして、えらい私はびっ

くりしたくらいなのですけれども、それが今回、比率がグッと上がってきていますので、
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かなりよくなってきているとは思うのですけれども、この目標とされている数字が全国と

比べて、どの程度の感じかというのが、直近の数字で全国比較はできないかもわからない

のですが、できるだけ近い数字で全国との比較の数字みたいなのがあれば判断しやすいと

いうのがあります。

、 、それから 県は本当に徳島からいろんな提案型の施策をどんどんやっていただいていて

、 、今日のお話を聞いても津波の高さ等を また国がやる前に県の数字を年内に出されるとか

非常に前向きにやっておられます。そういう徳島がかなり進んでやっていることとか、あ

るいは徳島から提案してらっしゃる施策が、どの部分なのかというところが、今日の説明

を聞けば、多少そういう話が出てくるのでしょうけれども、この資料見てもわかる感じに

なっていれば非常にありがたいと思います。あと、やはり関西広域連合に入って、その中

の一員としていろいろやってらっしゃる施策等もこれからどんどん出てくると思うので、

そういう施策がこのいろんなたくさんある施策の中でどの部分かということが、この資料

からでもわかるようになっていればいいかなと思います。

あと、それから黒丸の目標とその内訳の番号がついた数値目標とがありまして、これを

見ますと黒丸のところの目標のところと、それから番号がついた数値目標のところがほと

んど内容が同じ項目があるのですよね。それは両方が、例えばＡ評価としますと、発表の

時にどういう発表の仕方をされるのかわからないのですが、Ａがダブルでカウントされる

という感じになって 「非常にＡが多い」と、こういう感じに、もしかしたらなるのでは、

ないかなという感じもしまして、ですから黒丸の内容とその内訳の数字、番号がついた目

標のところがほとんど同じやつの評価をどうカウントするのかというのが課題なのかなと

いう感じは、少し思いました。この辺は、今後資料を作られたりする時に、ご検討いただ

ければと思います。

（会長）

ありがとうございました。Ｉ委員とＨ委員からは御意見ということで伺っておいてよろ

しゅうございますでしょうかね。

それでＧ委員へのお返事、避難道等の進捗状況、危機管理部からお願いします。

（危機管理部）

危機管理部でございます。避難路等の整備状況等というお話だったと思うのですが、実

はそれぞれ津波対策における避難路・避難状況ということで申し上げますと、それぞれ９

市町、徳島沿岸があるわけでありますが、基本的には、まず、市・町単位で津波避難計画

を、それぞれ策定をしております。海部３町につきましても、津波避難計画を作っており

まして、その津波避難計画に基づきまして、またそれぞれ各地域ごとの個別の避難計画を

地域住民の方々とのワークショップという形で策定されているかと思います。

ただ、従来の避難計画は、ベースといたしましては平成１５年の津波浸水予測でありま

、 、 、 ． 、して また その時は 東南海・南海という２連動のマグニチュード８ ６という想定で

、 、徳島県としては 非常に危機意識を持った前提条件での想定であったわけでございますが

今回の東日本大震災の発生を踏まえ、従来の津波浸水予測も現在見直し作業に入っており

。 、 、ます それを早くやるということでありますが 先程少しお話が出ましたが暫定津波高を
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まずお示しをして、各関係市町の方々にその数値に基づいて早急に見直していただこうと

考えているところでございます。

ですから、ご指摘のように、それぞれの地域に避難計画はあると思うのですが、その見

直しを余儀なくされているという状況がございますので、Ｇ委員のご指摘のように、特に

子どもが学校や通学路等で、どのように避難したらいいかということを大変ご心配されて

いると思うのですが、この問題につきましては、各市・町に、早急に県が有識者の方に検

討していただいております暫定数値を、年内にもお示しをさせていただいて、それぞれの

地域の津波避難計画の見直しを進めていただくことになると考えております。よろしくお

願いいたします。

（会長）

ありがとうございました。時間がだいぶ押してきているのですけれども、この辺りで御

意見よろしいでしょうか、おありだと思うのですけれども。

（Ｊ委員）

先程、お二人の方から、やはり私も感じたのですけれども 「私たちの方の危機意識と、

いうのもすごく少ない」ということが感じられたのが１点と、それと徳島においでられた

、 、 、とか 徳島県全体においでられた方の中に その市町村だけに住まわれた方だけでなくて

いろんなところから、私たちも徳島市内に入ってきますので、その時にどこか「ここが避

難場所である」というような目印がパッと見える何かがあれば他府県の方もおいでられま

しょうし、地方の市町村の方もおいでられるので、そういうものがあればと思いました。

はい、２点です。

（会長）

はい、ありがとうございました。御意見として御検討いただけたらと思います。

それでは予定の時間をオーバーしそうなのですけれども、この行動計画の評価、私が評

価を付けたのですけれども、これについてよろしゅうございますでしょうか。

いろいろ、その評価の方法とかお考え、御意見を頂戴しましたので、次年度については

また検討課題だと思っております。ですけれども、今回このＡＢＣ、この原案でよろしゅ

うございますでしょうか。

《異議なし》

では、そのようにさせていただきます。

【目安箱等に寄せられた意見・提言の採択】

（会長）

それから、次に事務局から紹介がございました目安箱等に寄せられた意見・提言のうち

でですが、優れた意見を一つ二つ、採択していただきたいと思いますが、御意見いかがで
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しょうか。

（Ｇ委員）

只今、危機管理部の方から説明いただいたのですけれども、やはり国の津波の高さの発

表を待ってということではなく、児童の水死ゼロを目指して県独自で、日にちを区切って

早急に取り組んでいただきたいと思います。小・中学校の避難路の確保につきましては近

々にお願いしたいと思います。

（会長）

「小・中学生のための避難路について」ということでございますね。

（Ｋ委員）

それも、もちろんいい提案だと思うのですけれども、一つ、二つということなので。

（会長）

一つ、二つ、三つ、どうぞ。

（Ｋ委員）

それ加えて、それもいいなと思ったのですが、それともう一つ、同じ学校関係なのです

けれども 「学校給食の食材の放射能測定について」という、こちらもいいのかなと思い、

ましたので、推薦させていただきます。

（会長）

はい、ありがとうございました。他にございませんでしょうか、この１～２件でよろし

いですか。

何か関係部局の方での付け加える補足はございませんでしょうか。

それでは、よろしければ３番目の「小・中学生のための避難路について 、それから５」

番目の目安箱の「学校給食の食材の放射能測定について」ということを、県民からの優れ

た意見・提言ということにしてよろしいでしょうか。

《異議なし》

はい、それでは、異議もありませんので、今、申し上げた二つを意見・提言として採択

いたします。

今日は時間配分もうまくいかず、その御意見、まだまだおありだと思いますので、この

評価につきましては、この原案を認めていただきましたけれども、これ以外にも御意見い

ろいろありましたら監察局の方に、郵便でもファクシミリでもメールでも結構ですのでご

連絡いただいたらと思います。

本日、皆さんからいただいた貴重な御意見は、先程、事務局からも説明がありましたけ
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れども、総合計画審議会ですとか他の評価機関といった第三者機関に対して提言する仕組

みとなっております。

提言を受けて、関係する第三者機関における御意見も活かしていただきながら、今後の

計画の推進や事業の見直しに繋げていっていただきたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。不十分な時間配分で申し訳ございませんでした。

最後に、この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。

【会議運営上の説明】

（事務局）

本日、御論議いただきました評価結果、それから総合計画審議会等への提言内容につき

ましては、事務局で整理をさせていただきまして、会長に御確認いただいた上で、提出し

たいと考えております。

それと、本日の会議録なのですが、事務局でとりまとめまして、会長に御確認いただい

た上で、ホームページなどで公表させていただきたいと思います。

最後に、２回目以降の班別の戦略会議におきましては、評価結果や提言内容、会議録に

ついては、各班長に御確認をいただきまして、その後、会長に御確認をいただき、手続き

を進めたいと考えております。以上でございます。

（会長）

以上、三つ説明がございましたけれども、会議ごとの評価結果、それから審議会等への

提言、また会議録の公表は、班別会議は各班長に御確認いただいた上で、最終的に私の判

断で行うということで、よろしゅうございますでしょうか。

《異議なし》

はい、それでは、異議もないようですので、そのように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。不行き届き、申し訳ございませんでした。

また、進行にご協力いただきありがとうございました。では事務局にマイクをお返しいた

します。

（事務局）

はい、ありがどうございました。それでは閉会にあたりまして、知事から一言、ご挨拶

お願いいたします。

【知事あいさつ】

（飯泉知事）

本日は、第一回目となります県政運営評価戦略会議を、開催をいたしましたところ、会

長をはじめ、委員の皆様方には大変お忙しい中、ご出席をいただきました。また熱心にご
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審議に加わっていただきまして、誠にありがとうございました。

先程、Ａ委員からも御質問がありましたように、今回のこの形ですね、確かに今までの

徳島県の行政評価の在り方という形では、だいぶ踏み込んだ形を取らせていだいておりま

すので、少しその点も踏まえて御礼のごあいさつとさせていただきたいと思います。

実は、この行政評価の歴史というのは、まだそんなに古い訳ではなくて、従来行政とい

うのは、こうした長期計画みたいなものを作る時というのは、審議会におかけをして、そ

してその後は今度、その進捗度合を見ていただく、さらにその評価をするのではなくて、

それを次の計画を作る時にローリング作業といいまして、そこのところで今回のいわゆる

評価も含めて 「進捗度合の悪いものについては目標を変えてみよう」とか 「新たな目標、 、

を加えよう」とか、常にこの行政計画、これを進めていく策定をしていく、こうした視点

だけでずっときたのですね。

しかし 「それはあまりにもおかしいのではないか、行政主体すぎるのではないか 、あ、 」

るいは「行政の手前味噌ではないか 、こうした御批判が、これはもう国・地方を通じて」

起こりまして、そこで行政評価といったものをそれぞれの専門の部署を置いてやっていこ

うと、実はこうなったのですね。

本県におきましても、例えばこの「オンリーワン徳島行動計画」の長期計画、４年前の

行動計画といったものを、評価をしてきていただいたところでありまして、しかし、その

前に、まずは計画策定部署が、その評価をバーッとみんな書いてしまうのですね。それを

こう審議会の場にかけたところ 「これはあまりにもこれも手前味噌ではないか」と、特、

に委員の方々もそうでありますし、またマスコミの皆さん方からも「少しこれはまずいん

じゃないの 「やはり第三者評価といったものにさらすべきであろう」と。そこで一歩、」、

我々としては踏み込んだ形で、総合計画審議会の中に、完全にこの委員の方々だけで構成

をしていく行政評価の部会を作らせていただきました。

例えば、どの項目をその評価の対象にさらすのかどうか、こうした点も委員の皆様方に

実は決定をしていただいて そして一つの目安として 我々の行政評価の部門の方から だ、 、 「

いたいこんな感じです」と、先程、Ｈ委員からもお話がありましたように、割と、こう解

りやすい数値的な形でお示しをする達成度合いを、という形で進めてまいりました。

しかし、これでもまだまだ完全に第三者評価にさらされてないではないか、その一番の

原因は、計画を作り、策定をし、そしてその進捗度合いを図る部署が事務局となって行政

評価の原案を作るから、どうしてもこれはマスコミの皆さん、また県民の皆さんから見ま

すと「なんとなく手前味噌じゃないの」こういう形になってしまうところであります。

こうした観点については、まずは入札の関係ですとか工事の検査の部署では大きく、こ

れは全国的に課題となりました。本県におきましても、例えば農林水産部ですとか、また

県土整備部といった、こうした工事を発注をする、入札を行い、その発注を行う部署と検

査を行う部署を完全に切り分ける、という形をとらせていただきました。

ということで、実際に「トンカチの部分では、もうそうなっている」のであれば、全般

の計画の策定進捗度合を図る部分と評価も、いよいよ完全に切り分けても、徳島もいける

のではないか、そうすべきではないか、ということで、実は、今回、新年度から、こうし

た形で、完全に、この評価の部分を、監察局という、いわば若干名前だけからいきますと

強面のところにここをやっていただく、事務局をと。
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そして、この評価につきましては、やはりいろいろな審議会でご活躍をいただいたメン

バーの皆さん方にお集まりをいただきまして、先程「それぞれの審議会との関わりはどう

なるのだろうか 、Ａ委員からもお話がございましたが、きっちりとそれぞれの委員の方」

々を通じても、また我々の方からもフィードバックをさせていただくと。

そして、もう一つは県民の皆さんからいろいろな形で御意見をいただいてきた部分があ

るわけでありまして、県民の対話集会というのもその一つでありますが、こうしたものの

フィードバック、これが解りづらいという意見もございましたので、先程、一覧表でご覧

をいただきましたように、新しい形で目安箱、あるいはわくわくトーク、また知事市町村

会議は従来から行っているものでありますが、形を変える形で、しかもこれを第三者評価

の皆さん方に、この意見といったものを、御理解をいただく中で、これはやはり採択をし

てやるべきではないか、こうした御意見をいただき、これを今度は採択をする形で、しか

もオープンな形で見ていただく。

こうしますと、御提言をいただいた皆さん方からも、自分の言った意見が第三者評価の

審議会の中で評価を受け、それを行政の方に、いわゆる勧告ではありませんけれども、提

言がなされ行政が取り組むと、ここも非常に解りやすいという形になるかと思います。

そうした意味では、少しその辺りの説明が十分足りなかった部分もあるのかもしれませ

んが、新しいそうした県民主体・県民目線での政策を進めていくという形につきまして、

ぜひ前向きに御協力をいただければと思います。

これから、各柱ごとに評価をいただいていくことになりますが、そうした意味では、先

程、会長に、Ｂ委員からも「あまりにも負担が大きすぎるのではないか」というお話があ

りましたが、皆様方にそれぞれ、できましたら分任もしていただきまして、会長がさらに

速やかに裁いていただけますように御協力方、よろしくお願いを申し上げまして、今日の

御礼と、そして今回の徳島県の県政運営評価戦略会議、第一回目の御礼の言葉とさせてい

ただきます。本日はどうもありがとうございました。

（事務局）

以上をもちまして、第１回県政運営評価戦略会議を閉会といたします。どうもありがと

うございました。


