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第２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２５日（火） １０：００～１２：０２

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） 吉田 和文 監察局長

井関佳穂理 滝 壽郎 県民環境部副部長

近藤 明子 小川 卓志 商工労働部副部長

佐竹 弘 蔭山 真応 農林水産部副部長

田村 耕一 中内 雅三 県土整備部副部長

新田 正子 石井 一 南部総合県民局副局長

橋本 延子 青木 志行 企業局次長

森田 陽子 原内 司 教育委員会副教育長

生原 敬 警察本部警務課企画官

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) 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３「環境首都とくしま」の実現

(2) 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

資料３ 数値目標（オンリーワン徳島行動計画（第二幕 ）の全国状況について）

スライド 主要部局の取組状況等説明（県民環境部・農林水産部・県土整備部）

■ 議事項目と概要

１ 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。
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２ 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）。

３ 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）。

４ 質疑（以下、概要は別に掲げる）

５ 評価結果の採択

６ 目安箱等に寄せられた意見・提言の採択

■ 質疑以降の議事概要

【班長あいさつ】

（班長）

只今、御紹介をいただきました、第１班の班長でございます。

初の機会でございますので、少し、一言だけ御挨拶をさせていただきたいと思うので

すが、前回の時に飯泉知事の方から「なぜ、こういう県政運営評価戦略会議を設置したの

か」ということの御説明をいろいろいただきました。

それで、今までおそらく他の他府県でもあまりこういう評価に関する戦略会議というの

はおそらくやってなかっただろうと思うのです。それで、まあ言えば自分たちがそれぞれ

の、例えば、私であれば「未来創造プラン」のところで今度新しくやるために、そのため

のいわゆるローリングというのでしょうか、そのための評価はやるのですが、それではや

はり「手前味噌だろう」というので、今回、監察局という外に出したという、そのねらい

をいろいろ御説明をいただきました。

それから、私がこの前、申し上げましたけれども、例えば今日だと県民環境部、農林水

産部、県土整備部、これはいわゆる実働部隊、現場で実際に、いろいろその第一線でやら

れておるところなのです。今まで実はそのプレゼンテーションをするというのは、例えば

行政経営課とか、いわゆる知事部局の頭の部分のところの人たちの話はよく聞いたのです

が、いわゆる実働部隊の方たちの話を聞くというのは今回が初めてです。しかも、その結

節点である副部長の方々に非常にその重責を担っていただいているということは非常に大

事なことであろうと思うのです。

私は、ここは県議会ではありませんので、同時に厳しい部分と、同時に言えばインカレ

ッジするという 「こんなことをやっているのですよ」というところをもっと、どんどん、

どんどん聞いて 「こういうところをもっとやったらいいか」という部分も必要なのでは、

ないかと考えておりますので、そういった面でそれぞれ担当部局が「こういう質問をして

くれないかな」ということで、いろいろ御準備をしていただいていると思いますので、ぜ

ひそういう面でもいろいろなことをぜひお聞きしていただきたいと思います。

【評価案等についての質疑】

（班長）

ここから質疑に移りたいと思います。
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このシート、資料１の主要事業に関する御意見や御質問以外に、会長の評価案に対する

御意見や御質問、それから各プレゼンに対する御意見や御質問、先程の県民の御意見に対

する御意見等、何からでも結構ですので、御意見・御質問をお願いしたいと思います。

どなたからでも結構ですので、御発言をいただければありがたいと思います。

では、Ａ委員、お願いします。

（Ａ委員）

会長に少しお伺いしたいと思うのですけれども、この「オンリーワン」の計画で、策定

をし実行をしていくという課程で審議会というのがございまして、審議会でいろいろ議論

をされたもの、またその中で部会があって評価されて、これからまた未来へ向けての部会

があっていろいろ検討されているのですけれども、その中で上がってきたその問題、いろ

いろ議題が上がってきているようですけれども、それがそのこういう評価の中にかなり、

こういう改革というのですか、こうしたもの、意見を踏まえて、さらにそれをこういう政

策の中に取り込んでこの計画を遂行するというのが、審議会とそういう部会を含めて連携

された状態で進んでいるのか、ずっと委員で出られているので、少しお伺いできればと思

うのです。そういうのは、この事業というのはやはり、そういうところから連携があって

初めてこの事業が成り立っていくのではないかと思いますので、少し意見をいただければ

と思うのですけれども。

（会長）

前回、県側からも説明があったと思うのですが、その今までのその評価というのが、こ

のように全部ではなくて、 初は達成度で評価していまして、いくつかピックアップして

評価してきたという、だから全体すべてをこのようには見てこなかったのです。

ですから、その全体は、達成度で具体的な８割、９割、１００％というのでしてきまし

たので、その後いくつかピックアップするようになって、それについてはフィードバック

、 、してきてくださったと思っているところで だから今回はこれが初めてのケースですので

、 、 。前々回ずっと前がどのようなＡＢＣがどうだったかというところまで 全部は ですけど

（事務局）

よろしいですか、前回の平成１９年に実は、第１幕の行動計画の評価を「総合計画審議

」 、 ． ．会 でやっているのですけれども それはあくまでも数値目標のみの評価を達成度１ ２

３という形でやったと聞いております。ですから、今回のような形で主要事業を含めた形

でやったのは初めてのケースでございます。

それからもう１点、評価部会の今までの評価部会、政策企画総局が持っておりました。

その中では審議会の委員の方々にご審議していただいたのは、その中、全数値目標の評価

ではなくて、その中の２０項目くらいのものをピックアップして、そこで審議をしていた

だいたというように聞いてございます。ですから、今回のような形で網羅的に全ての事業

項目を評価したのは初めてという形になろうかと思っております。以上でございます。

（Ａ委員）
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会長の評価というのは大変ではないかと思いまして、今日の評価、前の評価もお聞きし

て、かなりその深く御理解をされて全体を見られて評価されているのかなと思いまして、

そういういろんな審議会等で議論されたものが、こういう場に反映されてきているのかと

いうのを知りたかったと思い、質問させていただきました。

（会長）

今、説明がありましたように、その評価部会で評価したものは、総計審の親会議で説明

、 、して その親会議の方でまた議論されてフィードバックをされていると聞いておりますし

そう思っております。

これを、そうですね、そう言われると、かなり一生懸命勉強しました。

（班長）

、 。 、今回 こういう形で全部を評価するというのは初めての試みだと思うのです その時に

やはり「視点がずれてはいけない」ということで、会長には非常に大変なご負担をおかけ

、 、 、したと思うのですが 一つの叩き台ということで これが決してファイナルアンサーでは

このまま変えてはいけないということではないと思うのです。

しかし、我々が議論していく上で、大きな開きがあっては、やはり話にならないだろう

と思うので、こういうことをさせていただいておるというのが今回のこの会の特徴ではな

いかと思っております。

（Ｂ委員）

こういう形で各部局のお話で、特に副部長の方々からいろいろ説明をいただくという非

常に貴重な機会だと思います。資料３のように前回申し上げた、全国比較の表も早速作っ

ていただいてありがとうございます。

今日は「環境首都とくしま」に関する評価の場で、いろいろお聞きしたいことはあるの

ですが、あまり私ばかり聞くといけないので、とりあえず 初にお聞きしたいことを御質

問しまして、また後で時間があれば追加でさせていただきたいと思いますが、一番お聞き

したいのは「環境首都とくしま」というのを何年か前から県がキャッチフレーズで言って

おられますので、その時からお聞きしたいなと思っていたのですけれども 「環境とくし、

ま」と単純に言わずに「環境首都とくしま」と首都というのが入っているということは、

この意味合いとして首都というのは、たぶん日本の中でも一番この環境問題に関して徳島

が進んでいると、そういう地域を目指すという意味で高い目標ということで 「首都」と、

いうのを「環境」と「とくしま」の間に入れられたのかなという感じが前々からしていた

、 、 、のですけれども その入れられた趣旨をお聞きしたいというが１点と もしそうであれば

やはりいろんな施策をみんなやってらっしゃる中でも特にその全国に比べて徳島が非常に

進んでいるのだという感じの成果が上がってきていないと 「環境首都とくしま」と掲げ、

たからには 「なかなか実態が伴っていないな」ということになると思いますので、その、

全国の中でも特に一番進んでいる地域を目指しているのだという意識でやってらっしゃる

のかどうかという点を確認したいという点と、それとその「環境首都とくしま」という点

から言いますと、例えば１ページ目に「環境首都とくしま」憲章の県民への浸透度という
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のがありまして、目標が１００％で直近の２２年度が７０．９％という数字があるのです

、 、 、けれども この県民への浸透度というのは これはどのようにして計ってらっしゃるのか

それがまずよくわからないということと、全国の中でも非常にトップクラスの環境地域を

目指すということであれば、例えばこの大きな項目として 「こういう項目はとにかく全、

国トップになりたいのだ」という項目が、たぶん県の方の頭の中にはあると思うので、そ

れはいろんな施策の中でも特にどの部分なのかという点を教えていただければと思いま

す。

（班長）

はい、ありがとうございます。もうお一方どなたかお願いします。

では、Ｃ委員お願いします。

（Ｃ委員）

先程のＢ委員のこととも関連するのですけれども、１ページの１番の浸透度を本当にど

のように計っているのかなというのも、私も少し疑問に思っていました。

対象としている方が、もしかしたらメルマガの登録者とか、何かの講座に参加をなさっ

た方というのであれば、たぶん積極性とか関心度の問題もあって、他のちゃんと一般を捉

えているということからすると大きくずれがあるかなと思っております。

ですので、これはＢ委員と同じで私も教えていただきたいと思ったのが１点と、あとは

１３ページの個別項目２０８の下にありますが、これも「講座を開催しましたよ」という

ことで、これに特化はしないのですが他にも何か「講座をしています」ということで取り

組み状況を説明してくださったり、あとはそれを「数値目標にはできないので推進してい

ます」というようになさっているのですが、こういう講座の開催というのは、どういう人

を対象に行っているのかということが きっと重要になってきて たぶん一般でいうと あ、 、 「

まり興味がない」とか、積極的に県の方々がしてくださっていることに対して「少し勉強

してみようかな」と思っていない人に対しては、なかなかいろんなことが浸透していかな

いというか、開催してもいつも同じ方がいらっしゃるというのであれば、その方にとって

はすごく勉強になっているかと思うのですが、県全体として考えると、あまり大きな成果

にはならないのではないかということを、たぶん環境のことだけではなくて、いろんなこ

とに対してそうなるのだと思うのですが、そういうことをもし平日の昼間とかなさってい

るとやっぱり仕事を持っている人も参加しづらいので、どんな講座を開催しているのか、

どんな人を対象にしているのかということも含めてお答えいただけたらと思います。以上

でございます。

（班長）

はい、では、会長お願いします。

（会長）

このお二人から質問のありました「環境首都とくしま」憲章の県民への浸透度、私も何

を分母で何を分子にするのかなと思って、県民全部にどうやってしたのだろうと思って、
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質問したのですけれども、詳細はまた説明をお願いしたいのですが、県政モニターの方を

調べているというように聞いているのですが、より詳細のことがあれば説明お願いしたい

のですが、２００名と言っておりましたので一応私の分かる範囲で、後はそちらでお願い

いたします。

（班長）

では、Ｂ委員とＣ委員から御質問のあった部分を、担当部局の方からお答えいただけた

らと思います。

（県民環境部）

環境総局でございます。まず１点目の「環境首都」ということについての御質問でござ

いますけれども、ご案内の通り「環境首都」その首都というのは中心という意味だろうと

思います。

それで、私どもが目指しますのは「オンリーワン徳島行動計画（第二幕 」の方にもあ）

りますけれども、やはり徳島県の豊かな自然、地域の特性、こうしたものを活かした工夫

ある取り組み、まさにこの徳島ならではの取り組みというものを、県民をあげてやって、

そして全国からも環境保全創造のモデルとして注目されると、そういった意味での首都だ

と私どもは考えております。

それからその特徴、特色ある取り組みということで申し上げれば、なかなか予算も厳し

い中で、本県は苦労しておるわけですけれども、一つは、やはり産・学・民・官の連携し

た取り組みというのが私どもの特徴ではないかと 「とくしま環境県民会議」という大き。

な組織を作りまして、従来からやってきておりますけれども、それに加えまして先達って

は「環境首都とくしま創造センター」という、まさにその連携協働の拠点を作りまして、

それをテコにいろいろ進めていきたいというのがございます。

それから、もう一点でございますけれども、そういった中で県民の皆様の高い環境意識

の下、環境活動、これをどんどん進めていこうということで、アドプトプログラムから始

まりまして、さらに私どもの方で言えば「５３０（ゴミゼロ 」の運動、こういった取り）

組み、さらに近くは「とくしまマラソン」の周辺の清掃といった格好での、いわゆる県民

の皆様の環境の活動、こういったものに力点を置いていきたいということで考えておりま

す。

（班長）

他にどなたか。はい、お願いします。

（県民環境部）

環境首都課でございます。先程のいわゆる憲章の浸透度の部分でございますけれども、

これは県で実施しております「ｅ－モニターアンケート」でございます。これで毎年度、

約２００名の方にアンケートをいたしまして、その中で浸透度を計って、それぞれ例えば

節電であるとか、エコドライブであるとか、ごみの分別であるとか、エコバッグであると

か、そういった項目を作りましてそれの平均値を取りまして、全体として、憲章というの
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はそういう、いわゆるライフスタイルの転換という部分で憲章を作っておりますが、そう

、 ． 、 ．いったものの総合値の平均値をとりまして 平成２２年度は７０ ８６ ２１年度は６８

９６、というパーセンテージを出して浸透度という形でさせていただいております。

（班長）

なお、Ｃ委員から、いろんな講座を開催される時に人集めというか、そういう点で特に

努力されていることがあれば、どなたかからお答えいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

（県民環境部）

基本的な県としての取り組み姿勢を御説明をさせていただきます。この「環境首都とく

しま」の実現にあたっては、いろいろな関係者、皆さん方が意識を改革していただいて実

行していただくということになります。大きな括りでいうと県民の方々とか、事業者の方

とか、行政の主体もそうですし、あと年齢的にいえば小さなお子様、幼稚園・小学校・中

学校・高校とか、高齢の方、いろんな方々、皆さん方全てに環境についての意識を持って

いただいて、まずはその認識を充分持っていただいて、そうでないと次の実行になかなか

移れないということであります。先程も少し申しましたけれども 「環境首都とくしま創、

造センター」の方でいろんなカリキュラムを用意して、いろんな階層の方々に対して、い

ろんな形で現地に赴いて、いろんなワークショップをしたりとか、様々な手法でやってい

ますので、この点に関しては本県の取り組み状況というのは、全国的に見ても、その回数

であるとか、対象者、きめ細かいやり方というのはかなり評価していただいてもいいので

はないかなと思っております。

（班長）

あらゆる機会を通じて、いろんな事業の時にも、やはりそれに参加された方に呼びかけ

とか、あるいは事業の説明とか、そういうことを通じて意識を高めるように働きかけてい

るという理解でよろしいでしょうか。

はい、ではお願いします。

（Ｂ委員）

ご回答いただいた点に関していいですか。本当にそういうその全国の中でも非常に環境

問題が進んだ地域にしたいということで、県がやってらっしゃるということは非常によく

分かるので、我々も含めて県民みんなで応援しなくてはいけないなというように、本当に

思っています。

今のお話ですと、いろんな仕組み、あるいは環境に関する取り組みをしている、それが

非常に「先進的な取り組みをいろいろやっているというのが徳島なのだ」ということを打

ち出していきたいということで、それはその通りだと思うのですけど、その結果として成

果が上がってこないと本当に「環境首都とくしま」とは言えないと思いますので、そうい

う意味では成果という点から言いますと、例えば温室効果ガスの排出量の削減目標、これ

は全国の中でも徳島はかなり高い削減目標を出しておられると思いますけれども、これに
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向けて少しずつ減ってきていますので会長の評価はＢですけれども、本当に先進的な地域

を目指すのであれば、もう少し減っていってもいいのではないかという観点で、頑張って

もらうという意味でＣという評価をするということも可能だと思うのです。

あるいはリサイクル率とか、要するに実際に効果が上がっているという、そこのところ

が 終的に非常に大事なので、あるいは自然エネルギーや再生エネルギーの利用率が、非

常に徳島が全国よりも高いとか、そういう数字がぜひ何年後かに実現できるように目指し

てやっていただきたいなと思います。

（班長）

はい、どうぞ。Ａ委員。

（Ａ委員）

今日の会長の説明の中で、リサイクルの率が上がってこないというのはどういう理由に

あるのでしょうか。このリサイクル運動というのは非常に長い歴史がありまして、ごみの

分別運動から始まって非常に歴史も１０何年来の取り組みではないかと思うのですけれど

も、そこのところがなかなか上がってこないというのは、どこか県民に浸透していってい

ないところがあるのかな、効果として表れてきていないのかなという感じもするのですけ

れども、どうお考えなのでしょうか。

（県民環境部）

まず、先程の温室ガスの排出量削減の関係ですが、本県としてはかなり思い切った取り

組みを今後もやっていこうということで、今年の８月に「地球温暖化対策推進計画」を策

定して、温室効果ガスについては２５％削減を目指して今後やっていきましょうというこ

とで、本県としてはかなり踏み込んだ形での計画目標も掲げてやっておりますので、全国

的に見ますとかなり思い切った、進んだ計画を立てさせていただいておるのではないかな

と思っております。

それと、先程の「リサイクルが進んでいないのではないか」という関係ですけれども、

リーマンショック以降、かなり経済活動あたりがしぼんできているという部分があって、

リサイクルも大事ですけれども、やはり排出量をいかに抑えるかというのが重要でありま

して、排出量の方が少しずつ下がってきている傾向があって、そちらの方については非常

。 、 、にいい傾向かなということであります しかし どうしてもリサイクルの方になりますと

リサイクルされる時の引き取り価格が下がってきたり、ごみそのものが減ったりするとそ

れに合わせてリサイクルされる量も格段に減ってくるとか、そういう点、県の取り組み、

それから、各排出事業者の取り組み、努力だけでなくて、大きな世界経済の動き、徳島県

の経済の動き、そういった他の要素もある中で、結果としてこういう形になってきている

のかなと思います。

（班長）

はい、それでですね、私の個人的な手法として、必ず本日ご出席いただいている委員の

方々に、一言ずつでもぜひ御発言をいただきたいと思っておりますので、まだ御発言でな
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い委員の皆様、ぜひ御発言をお願いします。

それでは、Ｄ委員お願いします。

（Ｄ委員）

これ、事前に一通り目を通させていただきまして感じたことは、非常に評価がすごく難

しくて、前回も話が出ましたけれども、目標数値をどのように持っていっているのかと、

それをどう評価するのかという辺りの話もありまして、先程お話もありましたけれども、

講座件数が何件とか、あるいは講師を何人派遣したとか、そういうことが一体どういう効

果に結びついているかということがすごく分かりにくかったというのが感想です。

それで、例えば、１６８番の１ページです 「環境学習の新規実施」が１２件の目標に、

、 、対して２３件なのでＡ評価ということになっているのですが これ本当にそれでいいのか

いいのかというか、例えば学校において小学生が６年間で１回は絶対受けられるようにす

るとか、そういう何かもっと大きい目標の中でその４年間の目標があるのではないかなと

思ったりするわけです。その大きなあるべき到達点からすると、この４年間はどの程度の

段階にいるのかというのが少し見えてこないところがありまして 「計画は立てました、、

それでＡ評価」というのがあるのですけれども、計画を立てた段階でまだ何も始まってい

ないので、効果としてはまだ先にどういうことがあるのかということがあると思うのです

けれども、これからそれを推進していく段階において長いスパンで考えていかないといけ

ないのだと思うのですけれども、それを４年間の中で成果としてＡ評価というように考え

るのか、もう少し先を見て全体からすれば、まだ到達地点はもう少し低い地点であると考

えるのか、その辺がすごく難しいなと考えています。

それと、気になったというか、私は費用対効果というが非常に気になりまして、これ全

部に対して予算がいくらかかったのかというようにすると、非常にまた資料を作るのが大

変だと思うのですけれども、例えば「これだけの効果を出すのにこれだけ事業費を使いま

したよ」というのを一つの判断の材料になるのではないかなとは思いました。

先程、基金の関係で９億のお金を使ったという、そういう話が一つ出てきただけで、あ

とは例えばこれだけのことをするのに、例えば下水処理の普及がなかなか進まないという

、 、ことですけれども なかなか県の財政状況を考えますと莫大なお金がかかるので進まない

進められないということもありますよね。そういうこともあるので、県民の評価としては

進まないけど、仕方ない現状というのもあるかとは思うので、その辺の判断材料をどうす

るのかなと、情報が増えれば増えるほど判断するのはより難しくなるのかなと思うのです

けれども、そういったことを感じました。

それと、目安箱等の意見なのですが、前回も少し思ったのですけれども、いい意見がい

ろいろあると思うのですけれども、県が既にやっているとか今からやろうとしているとか

いうのが、もしあるのだったら、これは既に「やります」とか「やっています」とかとい

うことを教えていただけたらいいのかなと思います。

（班長）

では、もうお一方、どなたか御発言いただけたらと思うのですが、いかがでしょうか。

では、Ｅ委員お願いします。
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（Ｅ委員）

少しわからないので、教えてほしいのですけれども、６ページの「ＢＴＬの製造実証プ

ラント」という、那賀町であるのですけれども、それは現在どの辺まで進行していますか

ということが１点、それと、川口ダム発電所の小型風力発電システム、川口ダム等に風力

の分を取り付けているのですけれども、私もいつも通っているのですけれども、どうして

そこに設置をしたかということと、その設置後にいろんなデータを収集していますかとい

うことと、もう１点、１６ページの緑農地還元率というところが少し言葉の意味がわから

ない。リサイクルのところで、２２０番の農山漁村の生活廃水処理施設による緑農地還元

率、これはどういうことなのですか、少しわからないのですけれども、緑農地ということ

が。

（班長）

はい、もう一方、御意見をいただきたい。Ｆ委員お願いできますか。

（Ｆ委員）

先程から本当に委員の皆さんの御意見を聞かせていただきまして 「今日は勉強だな」、

と思って聞いておりますけれども、ただ、Ｂ委員のおっしゃった「環境首都とくしま 、」

本当に掲げることが素晴らしく、また努力してくださっていることだと思うのですけれど

も、やはり達成度が欠けると、本当にこれは非常に悲しいことなので、どのようにすれば

少しずつでも上がっていけるかな、どういう取り組みをすれば少しずつ上げられるのかな

ということも非常に大事かと思っております。ただ目標はすごくいいのです、取り組みも

非常に素晴らしい、だけど結果が出ないと非常に本当に悲しいのです。Ｂ委員もそのこと

を思っているのではないかと思っています、私もそういう一人です。

、 、 。ただ リサイクルの時に 月に何回と決まっているリサイクル回収に来てくださいます

、 、 「 」、その時 後をずっと見回ってみますと必ず 私の町は黄色いラベルで これは出せません

「これはこういうようにしてください」と言って必ず戻されるというか、それは収集せず

にやっぱり置かれている場合がございます。その後の問題が非常に大事なことで、そのま

ま置いている方とその地域によっては、じゃあ「これは誰が出したものか 、それは「次」

の時にはこういうようにしなきゃいけないな」というその検討会がなされて改善している

自治会もあるのですけれども、それは「持っていんでくれなんだらいいわ、ほっとけ」と

言って、ずっと１ヶ月置いてある場所もあるのですけれども、やはりそれは一つ一つの市

町村で少しずつ取り組んでいかなければいけないものだと思っております。やはり、少し

ずつ上げていくにはどうすればいいかということを、もう一度考え直してみたらと思って

おります。以上です。

（班長）

今、Ｄ委員、それからＥ委員、それからＦ委員からそれぞれ、御質問なり御意見をいた

だきましたので、これをまとめて県の方でレスポンスできたら、していただいたらと思う

のですが。何からでも結構ですのでお願いいたします。
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（県民環境部）

答えられるところから答えさせていただきます。Ｄ委員の方から講座の件数とか、断片

的に対策を講じているのではないか、それだけでは、全体の「環境首都とくしま」として

の成果がどう上がっているのかわからないのではないかといった御質問だったと思いま

す。その点につきましては、やはり８０万県民の方々がいて、２４市町村あって、県もあ

って、いろんな事業者があって、多くの方々が取り組んでいくということで、いろんなプ

ログラムを持ってやらなければそれがなかなか前に進んでいかないということです。本県

の場合、地球温暖化対策の推進条例で８つの項目を定めて、この指針の下にそれぞれ行動

してくださいとか 「環境首都とくしま憲章」を定めて、憲章の中に具体的に「こういう、

ことをしてください」といったことを掲げて、それを「できるだけ実践してください」と

いうことですとか、例えば、先程申しました８月に地球温暖化対策の推進計画の中でもあ

らゆる項目に渡って、今後どういった取り組みをするかということを掲げて、それをそれ

ぞれの関係者で取り組みましょうということです。県としては、推進体制を、計画を作る

とか、条例を作るとか、憲章を作るとか、そういったことを進めるための拠点として「環

境首都とくしま創造センター」を作るとか、こういうことで、いろんな手法を取り入れて

体系的に進めていくという中で、その一環として現れてきているものの一つとして、先程

の講座 「環境学習の新規実習」をどう進めていくかということについても、こういった、

環境学習というのは、小・中学生といいますか、小さいお子様の時から、環境についての

いろんな知識を持っていただいて、意識を持って実践していただくということです。一つ

の切り口としてはそういった小・中学生において環境学習を積極的に進めていくことによ

って将来の「環境首都とくしま」の実現に少しでも近づくのではないかといった形で、県

としてはできるだけ体系的に、また、対策をできるだけ効果的なやり方で取り組ませてい

ただいていますので、そういう点は御理解をいただけたらと思います。

（班長）

他、どなたか。

（農林水産部）

林業振興課です。Ｅ委員の質問にございました、ＢＴＬ那賀町のバイオマスタウン構想

に基づくＢＴＬについての御説明をいたします。

平成１９年４月に那賀町、バイオマスタウン構想が承認されまして、内容については間

伐材からバイオプラスチック、燃料を精製するプラント、それからバイオマス液体燃料を

製造するプラント、電力と熱エネルギーを供給するパワーセンターを建設して将来的には

地域産業の創出を目指すということになっておりまして、平成２１年度から、バイオマス

液体燃料ＢＴＬの実証実験を開始し、平成２２年度に液体燃料約３０リットルを精製した

ところでございます。

さらに、今年度、三重大学と連携して木質バイオマスからガソリンの代替燃料となるバ

イオエタノールや化学製品の原料となるリグノフェノールを製造する実証プラントの建設

に着手し、早ければ２４年春にも試運転を行うとお聞きしております。また、その成果を
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基に、平成２６年度以降実用化を目指したいとお聞きしております。

（企業局）

よろしいですか。企業局です。

Ｅ委員には川口ダムの風力発電を見ていただいてありがとうございます。その目的とい

うお話なのですが、企業局はご存知の通り４つの水力発電でクリーンエネルギーを事業の

主体としてやっているのですけれども、やはり新エネルギーへの取り組みということで、

地球に優しいこの新エネルギーの導入について水力発電だけではなくて、風力発電の導入

、 、もそういう経験をしておりますので それを今後もそういうことを企業局の柱としながら

地球温暖化防止に寄与するために県民の皆様にも新エネルギーの重要性とかその利活用に

ついての啓発をするという意味で設置をさせていただいています。昨年度、お話の通り２

基設置をさせていただいております。

川口ダムの管理所の横にサボニウス型風力発電、太陽光とハイブリッドになっています

が、それとプロペラ型の風力と、それと以前には長安ダムの資料館のところにも設置をさ

せていただいています。今後もいわゆる発電機とか、太陽光等も含めまして２１年から２

５年の経営計画を持っていますので、その中で随時追加をしていこうというように考えて

おります。どうぞよろしくお願いいたします。

（班長）

まだ他にございますか。はいどうぞ。

（農林水産部）

農村振興課ですけれども、Ｅ委員から御質問いただいた農山漁村の生活廃水処理施設に

よる緑農地の還元の取り組みにつきましてですけれども、生活廃水処理施設から発生する

汚泥につきまして、堆肥化あるいは乾燥化して農地へ還元する取り組みを進めておりまし

て、先程の資料で言いますと平成２２年度におきましては８０％の汚泥を農地への還元と

いうことで達成しておるところでございます。

（班長）

一応それでよろしいでしょうか。はい、よろしいですね。

それでは、先程、Ｂ委員から「数値目標が結果的に上がってないところは少し辛めの評

価でもいいのではないか」という御発言があったのですが、ちなみに前回いただいた資料

では、部局意見というのが入っているのです。部局意見で例えば、そのリサイクルのとこ

ろのちょっと見ていただくと、例えば２１３は部局の意見ではＢなのです 「リサイクル。

の促進に努めたが実績は伸び悩んでいるためＢ評価とした 。でも、会長は「もっと努力」

の余地があるだろう」ということでＣに付けていただいているのです。ですから、たぶん

会長はその辺り、非常に熟慮の上で、ある部分は苦渋の決断もあったと思うのですが、そ

、 。ういうことで評価を付けていただいていると思いますので ご了解いただけるでしょうか

（Ｂ委員）
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。 、私は目標に近づいていっていると思うのです 例えば温室効果ガスの排出量等ですけど

掲げている目標が全国でもトップクラスの首都圏の環境首都を目指すという目標が高いが

ために、それから比べれば少しずつ近づいているので、他の県ならＢ評価でもいいけど、

高い目標を掲げている徳島県であれば、むしろその前向きな姿勢を示す意味でＣをつける

ということも考えられるのではないかなと思いますけれども、そういう意識でやっていた

だけると思いますので、例えば温室効果ガスのところもＢで結構だと思いますけれども、

やっぱり高い目標を掲げたら評価も厳しめで見るという感じは必要だと思います。

（会長）

先程、Ｄ委員とＢ委員から私のＡＢＣに対して、今の御意見はそうですけれども、あっ

たと思いますので、私はＢにしておりますけれども、Ｂ委員からはＣではないかというこ

とですので、御議論いただいたらと思いますけれども。

Ｄ委員からはＡをＢだったのですか。

（Ｄ委員）

いやいや、そういうことではないです。

（会長）

そうではなかったですか。

（Ｂ委員）

私も「温室効果ガスはＣにしてもいいぐらいじゃないですか」ということで、今回Ｂ評

価にするのに特に異論があるわけではないですから、他に異論があればあれですけど、特

にＣにするかどうかで議論していただかなくてもいいと思います。

（県民環境部）

若干補足させていただきますが、温室効果ガスの点で今、いろいろ御議論いただいてお

りますけれども、この目標の６，０５４，０００トンになろうか思うのですけれども、こ

れは温室効果ガスが出る排出量とその森林による吸収の量、その両方を相殺させて出た数

値がこの６，０５４，０００トンでございます。一方、誤解を招いていたかもしれません

けれども、その吸収量の方は毎年毎年きちんと算定できるわけではないので、今、下の方

に掲げさせていただいているものは、まさに排出の量なわけです。ちなみにこの平成２０

、 ，年はその吸収の量というのをたまたま試算させていただいておりまして それが約６４０

０００トンになります。ですから、その７，０３０，０００トンから６４０，０００トン

を引いていただいた数値が将来的にある程度、目標値と比べられる数値になろうかという

ことで御理解賜ったらと思います。

（班長）

私としては、それぞれの案件についてＢかＣかというと、とても時間が足りないと思い

ますので、Ｂ委員がご了解をいただければ、そういうことは充分、担当課も意のあるとこ
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ろは御理解していただいていると思いますので、できましたらそういうことで進めたいと

思います。

（事務局）

先程、Ｄ委員から費用対効果の話が若干出ましたので、それに対するお話をさせていた

だきたいと思います。

私ども事務局といたしましては今回の資料作成にあたりまして、そういった部分をどう

するかというのを内部的には議論させていただいたのですけれども、今回はこういう形で

金額は明示しておりません。費用対効果というのは非常に大きなウエイト要素だと我々も

考えております。次回といいますか、来年度以降につきましては、またそういった部分も

考えたいと思います。

それで、少しお願いできればと考えておりますのは、今回の資料で金額は入っておりま

せんが、例えば 「数値目標のところはＡばかり並んでいる、ところが主要事業の方はＣ、

とかＢとかだった 、ということであれば、必ずしもその施策、その目的と手段とがある」

とすれば「少し手段が緩いのではないか」とか、あるいは「少し方向性が間違っているの

ではないか」とか、そういった部分につきまして御論議いただけるのではないかと、そう

いったことも含めて今回お願いできたらと思います。

（班長）

時間が参りましたので、行動計画の評価結果について、採決を諮りたいと思います。

御意見をいろいろいただきましたが、この評価案でよろしいでしょうか。

《異議なし》

ありがとうございます。

【目安箱等に寄せられた意見・提言の採択】

（班長）

それでは次に、事務局から紹介がありました、目安箱等に寄せられた意見・提言のうち

で、優れた意見・提言を１ないし２件、採択していただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。どなたかご推薦する部分があればぜひお願いしたいと思います。

（Ｄ委員）

先程少し申し上げたのですけれども、前回も思ったのですけれども、既に県がやってい

る事業に少しかぶっているというのが、たぶんあるのかなと思いますので、それがあるな

らある、無いなら無いとか、またあるいはこれからしようという取り組みに入っているの

か入っていないのか、入ってないからここに挙げていただいているのかなとも思うのです

けれども、こんなことは実はやってらっしゃるなら、ここに書いてあるやつともかぶって

いるものがある気もするので、それをお伺いしたいなと思うのと、それと私としては１番

の公金を使わないというところに非常にひかれまして、何かそれが本当に出来るならいい
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方法だなと思いました。以上です。

（班長）

一応、担当課、それぞれ自分なりお考えを持っていると思うのですが、時間の関係もあ

って委員の方から御推薦のあったことに関して、その担当課の所見をお伺いするというこ

とにしたいと思います。

、 、 、 、 、他に 今 Ｄ委員からは １番 これ一押しですよというお話があったと思うのですが

他の委員の方々はいかがでしょうか。

Ｅ委員お願いします。

（Ｅ委員）

私は、今やはり切実な問題ということで 「シカの食害について」ということで。、

（班長）

はい、シカの食害について。

２つ出たのですが、他にはいかがでしょうか。もうこれでよろしいでしょうか。

では、また後からあれば言っていただくということで、担当課の方で先程、Ｄ委員から

の御発言もありましたので、それを踏まえてお願いします。

（県民環境部）

Ｄ委員からの１番の太陽光エネルギー政策をということでございます。内容は敷地の広

いところに無償というか、そういう形で設置の方を検討してみてはどうかということなの

ですが、自然エネルギー政策全体に関しては国の方で大きな方向転換が今なされていると

ころでございます。

県といたしましては、その東日本大震災を契機といたしまして、全庁的に「戦略的調整

会議」を６月１日に立ち上げまして、現在、県に対する導入促進と申しますか、本県は日

照量が全国第５位ということでもありますし、大変ポテンシャルが高いところでございま

すので、年度末を目途にこういった自然エネルギーの導入促進を図るための「自然エネル

ギー立県とくしま推進戦略」というのを作成して参りたいと考えておりますのでそういっ

た中でも太陽光パネル等の普及促進についても検討して参りたいと考えております。

、 、 、また 市町村におきましても 比較的幅広い土地を有しているところがございますので

市町村とともに候補地等の選定についても努めて参りたいと考えております。以上でござ

います。

（班長）

はい、ありがとうございます。シカの食害のところについては。

（県民環境部）

自然環境課でございます。シカの対策でございます。ここは２点、課題が挙げられてお

ります。まず１点目は国定公園ということで、たぶん剣山周辺のことであると思います。
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ここにつきましては国有林で国有地であるということ、それから国設、国が定めた鳥獣保

護区であるということから、少し前までは距離があったわけでありますけれども、この点

につきましては国と周辺町村との協議会がございまして、この中で協力をして捕獲をして

いくということで、１１月から国の方では剣山の周辺のシカの捕獲を進めていくと聞いて

おります。

それから、もう１点、市町村との連携につきましては、国も一緒にしておるわけなので

すけれども、一斉捕獲といいまして、それぞれ今まで市町村が別々にやっておりました捕

獲を効率に進めるために日を決めまして、ある一定の期間の中で一斉に捕獲をしていこう

ということで、今年につきましては、１０月２２日から月末にかけまして、徳島県では１

４市町村、それから高知県では２１市町村、高知県とまたぎまして一斉捕獲ということで

体制をして、この連絡体制を築いております。狩猟が終わりました３月末にも同じような

一斉捕獲をするということで進んでおります。以上です。

（班長）

はい、ありがとうございました。なお、私からこの４番の「小水力発電について」とい

うのも、ちょうど今の時節柄、非常に取り組んでいただきたい課題ではないかというよう

に思うのです。無理に１ないし、２でなくても、いいアイデアであれば。

では、この小水力発電についてどなたか担当課の方でお話できる方がいればお願いした

いと思います。

（県民環境部）

１番の目安箱の提案とも同様なのですが、先程も申し上げたように県の方で太陽光、小

水力、風力も含めまして導入促進を図るということで、８月２５日に県と市町村が「再生

可能エネルギー連絡協議会」を立ち上げまして、候補地等の選定にもかかっているところ

でございます。今後、那賀町をはじめ各市町村とも連携を図りながら小水力の導入促進を

図って参りたいと考えております。

（班長）

ありがとうございました。それでは県民等からの優れた意見・提言は、１番の「太陽光

のエネルギー云々」というのと、それから２番の「シカの食害 、それから４番の「小水」

力発電について 、ということで、本会として取り上げさせていただくということでよろ」

しいでしょうか。

《異議なし》

御意見は、まだまだ尽きないようですが、予定の時間が参りましたので、このあたりで

意見交換を終了いたしたいと思います。

、 、 、 。また 本日の会議の内容について 何かご意見等がございましたら 後日でも結構です

事務局の監察局まで郵便、ファクシミリ、電子メールなどいずれでもご連絡いただけたら

と思います。
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以上をもちまして、本日の議事を終わらせていただきたいと思います。本日は、委員の

皆さんには、幅広い御意見や御提言をいただきまして、ありがとうございました。

なお、次回の１班は、１１月８日に、第６回と第７回が担当となっています。１日に２

回の会議となり、長時間となりますが、よろしくお願い申し上げます。

後になりましたが、皆様、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。

（事務局）

長時間にわたりまして、熱心にご討議をいただきましてありがとうございました。

以上をもちまして、第２回の県政運営評価戦略会議を閉会といたします。お世話になり

ました。


