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第４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１１月１日（火） １３：００～１４：４０

２ 会 場 県庁１０階 大会議室

３ 出席者 委員 県

石田 和之（敬称略、以下同じ） 吉田 和文 監察局長

髙畑富士子 吉田 晋一 企画総務部副部長

土佐 和恵 滝 壽郎 県民環境部副部長

浜口 伸一 福井 廣祐 保健福祉部副部長

濱口 英代 蔭山 真応 農林水産部副部長

森田 陽子 中内 雅三 県土整備部副部長

森本 長生 原内 司 教育委員会副教育長

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１「オープンとくしまの実現」

(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（企画総務部・県民環境部）

■ 議事項目と概要

１ 主要部局の取組状況等説明

２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。

２ 会長の評価私案の説明
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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

【評価案等についての質疑】

（班長）

質疑に移りたいと思います。

このシート、資料１に関する御意見や御質問以外に、会長の評価案、また２部局、企画

総務部・県民環境部のプレゼンテーション、そして県民からの御意見、いずれについてで

も結構ですので、御発言をお願いいたします。

はい、ではＡ委員お願いします。

（Ａ委員）

今日もプレゼンテーションをお聞きしまして、各部局とも素晴らしい内容でよく分かり

ました。ありがとうございました。

それで企画総務部と県民環境部ですか、両部局の日頃の努力というのがすごくよく見え

たなという感じがいたしております。そういった意味で、今日、私は 初のコメントは非

常にやさしいコメントで、この「オープンとくしま」というジャンルに関しましては、非

常に県民の方々と行政の方々との距離感も近いし、もちろん知事のリーダーシップといい

ますか、フットワークの軽さでもって、なかなか、そこそこ、うまく築けているのではな

いかと、そういう関係が、そういう印象がございます。そういった観点から申しまして、

先程、会長からもご指摘がありました、いくつかの項目について、少し意見を申し上げた

いと思います。

まず、３ページでございますけれども、この「しゃべり場とくしま」それから「円卓会

議」の回数が少し足りないので、Ｃ評価ということなのですが、やはりこういう場所を積

極的に過去ずっと設けてこられて、昨年たまたま少し足りなかったのだと思うのですけれ

ども、いろんな諸事情があったと、やはり勘案してあげるべきではないかとおもいますの

で、少し甘くして、ＣをＢくらいではいいのではないかと。

これは、私どもは西の出身ですけれども、しょっちゅう知事もお出かけになられて、あ

る意味では浅く広く、といいますか、深くもあるのですけれども、やはり結構意見を吸い

取られているような印象がございます。私の立場では、もう少し評価を上げたほうがいい

のではないかというのが一つでございます。

それから、次の５ページですけれども 「公正で公平な県政づくり」というジャンルの、

中で、先程ありました「コンプライアンス」の問題ですけれども、これは過去数年、何度

、 、かやはり固まって不祥事みたいなものが 新聞報道等で私らも見聞きしたのですけれども
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その都度、いろいろ給料カットであるとか、自ら率先してリーダーともども、自らを律し

てきた、そういうことも、我々県民も分かっているのではないかと思います。そういう意

味では、起こってはいけないのですけれども、事故であるとか不正だとかそういう法令を

遵守していないような出来事というのは、どうしても防げないものではあるかもしれませ

んが、その都度の対応が非常に厳正で適切に行われてきたのではないかなという印象はご

ざいますので、これは、きつ目にＣと付けられたと思うのですけれども、Ｂくらいでいい

のかなという意見でございます。とりあえず以上でございます。

（班長）

ありがとうございます。それではまず、３ページの「しゃべり場」の方と、５ページの

「コンプライアンス」の方、両方ですけれども県側からあればお願いいたします。

（企画総務部）

企画総務部でございます。

「しゃべり場とくしま 「とくしま円卓会議」の１２回、目標が１４回ということで、」、

わずか２回くらいだったらいいのではないかということで、非常にありがたい御意見をい

ただいたかと思います。

１４回というのは「円卓会議」なり、月１回程度やりまして 「しゃべり場」も加えて、

ということで、そういう目標を掲げたところでございます。

、 、 。冒頭 Ａ委員の方からも知事のリーダーシップ フットワークのお話をいただきました

ありがとうございます。

実は知事の方の方針といたしましては、これ以外にも「移動知事室」ということで春と

秋に、県南部、県西部、それから東部ということで、泊まりがけで地域の人と語らいなが

ら、という取り組みもしているところでございます。

もちろんその中で、この「しゃべり場とくしま」というものを組み込んでいったり、と

いうことも当然しておるのですが、それ以外の対話集会、そういう中に入っていくという

取り組みもしているところでございます。

それから、会長の方からも今年度以降の取り組みということで 「わくわくトーク」と、

いうお話もいただきました。これ以外にも、知事がバスに一緒に県民の皆様と乗りまして

「ふれあいバス」ということで、いろんな事業の場所とか、それからいろんな施策の現場

とか、そういうものを見て回るという計画も、今、既に動いておるところでございます。

引き続きそういう形で、この対話の部分というのは、より一層強化をしていくという形で

取り組みを進めているところでございます。

あと 「コンプライアンス」のところにつきましては、Ｃ評価をいただきました。会長、

のお話を聞きますと、私どもの取り組みに対しては評価をいただいているということで、

ある意味エールをいただいたのかなというようにも思うのでございます。

それで、Ａ委員の方からいただきました 「その都度の対応をどうしているか」という、

ことです。病院局で、今回あったわけでございますが、そういう事例を充分分析いたしま

して、システム的に対応しなければならない部分については、発注の仕方であるとか、内

部の手続きのチェック体制であるとか、そういうものをやっております。さらには当然、
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職員に対する意識・啓発ということで、繰り返し、繰り返しでございますけれども、研修

等に取り組んでいるところでございます。以上です。

（班長）

ありがとうございます。それでは、今のに関連してでもかまいませんし、またその他で

もいいのですけれども、委員の皆さんの御意見をお伺いできればと思います。

Ｂ委員お願いいたします。

（Ｂ委員）

今回の「オープンとくしま」は、ハードのことよりもソフトのことが多いですので、説

明を聞かせていただきまして「なるほど」と思うことと、まだよくわからないことが結構

ありまして、２～３質問をさせていただきたいのですが、１－１のオープンとくしま体制

「 」 。 、づくりの１ページの 外部専門家による監査委員数 です 目標が６名のところが３年間

５名なのです。これは１名増やすというのは、予算的な何かがおありになるのか、それと

も５名でいいということで３年間５名なのか。やはり目標に達していませんので、会長の

評価もＣなのですけれども、何故ということが具体的によくわかりませんでしたので、説

明があればありがたいなと思いました。

それと、同じようなことで言えば、１５ページの４２です。平成２２年度に１１６本の

目標が５６本ということで、約５０％くらいしかいっていないということです。条例自身

の在り方に関しては、実際私たちはよくわからないことですが、国の方針がおありなのか

なと思ったりします。なぜこの数字なのかなということを教えていただけたらということ

です。

（班長）

ありがとうございます。他にまた御意見・御質問ありましたら続けてお伺いしていきた

いなと思います。

ではＣ委員、何かありますでしょうか。

（Ｃ委員）

２カ所出てくるのですけれども 「アドプトプログラムの推進」というところで、２ペ、

ージの上から２つ目と、８ページの大きい項目の「２ アドプトプログラムの推進」と数

値目標の２１番のところです。

参加団体が８５０団体という目標、一応目標はクリアしているのですけれども、 近、

道路を走っていたり、川沿いを歩いていたりすると 「ここは看板立っているけど、どこ、

」 。 、を掃除しとんかいな というところがちらほら 掃除だけではないと思うのですけれども

たまたま歩いていた時にできてないのかなと思うのですけれども、団体を作るのが目標で

はなくて、趣旨が徹底していない、ただの数集めだけに終わっている部分もあるのではな

いかと。

ただ、企業のところはいいのですが、学校の名前が付いているところは卒業してしまう

と全くその意識がその子らにはもう、人が変わるので、その辺も改善していかなくてはい
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けないのでないかと。せっかくいい取り組みなので、これを、さらにまた振興できるよう

に取り組んでいただけたらと思います。

（班長）

はい、ありがとうございます。続けて、Ｄ委員、お願いいたします。

（Ｄ委員）

私もアドプトのところが興味があります。

少し意味合いが違うのですが、私も職場の関係で「ポートアドプト」というのに参加す

るのにお世話をさせてもらっているのですが、年に３回だったかな、掃除なのですけど、

「しないといけない」というところが引っかかりまして、ボランティアなので回数は自由

でもいいのではないかと思いました。

それと、職員の給料の削減ですけれども、財政が厳しいのはわかるのですが、やはり特

に若い方とか、子どもがちょうど大学生とか、そういう方の給与カットというのはすごく

気の毒ではないかなと思います。

どのようなカットなのか、一律なのか、私はそれもわからないのですけれども、高い方

はカットしたらいいと思います、極端な話。でも、それなりの生活がある方は少し緩くと

いうか、そうしてあげないと、やはり県の職員であるという、なかなか就職も出来なくて

入られた方だと思うし、やはり将来の計画等もあると思うのです。家を建てるとか、子育

ても。そういうことも含めて、一律ではなくてしてあげて欲しいのと、それと能力という

のも考えて、どこの仕事をしても同じだとは思うのですけれども、時間が過ぎればいいと

いうやり方と、そうでなくて、もっと突っ込んだ仕事をしている人はたくさんいらっしゃ

ると思います。そこの評価はすごく難しいとは思うのですけれども、やはり、やる気をな

くすようでない方向にしていただけたらと思います。

（班長）

はい、ありがとうございます。それでは、Ｅ委員、御意見お願いいたします。

（Ｅ委員）

はい、３ページなのですが 「しゃべり場とくしま」とか「とくしま円卓会議」の件な、

のですが、知事が「出張知事室」という、私も昨年、初めてそれをわかりました。今日も

、 。 、こうして行政の方にタッチさせていただいて 特に重ねて関心をしております 私たちも

昨年、地域の方々も、大変、力を入れて食育の方とか、関心をしておりまして、また知事

が御理解あって、一品一品手料理を作られたのを試食していただいて、その批評をいただ

いて、また、もう一つ段階を上回って勉強ということになっております。大変、うれしく

思っております。Ａという評価を私も同じにさせていただきたいと思います。

もう一つ、農業といたしまして「地域のまちづくり」８ページです。３番の「公共事業

における住民参加の推進 ということで 地域住民との協働による公共事業を進める 農」 、 、「

業者と農村整備事業」ということに関しまして、県の方からも補助をいただいて、町から

も農業の用水路とかいろんな水の面が出てないところも、ホースで昨年さつまいも、状態
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の方にもしていただいて好評なのですが、まだまだもう少し早くと言いますか、県の方も

費用がなかなか出ないと思うのですが、その整備の方をもう少し一段階早く進めていただ

きたいなと思うのです。３年くらい予定しておりましても遅れがちなのです。地域の方の

面をもう少し強化していただいて早くという、欲張りでしょうけれどもお考えをいただき

たいなと思っております。よろしくお願いします。

（班長）

はい、ありがとうございます。

それでは、いくつか質問・意見等をいただきましたので、関係する県側の方から順番に

回答をいただければと思います。

まず、 初に１ページの「外部専門家による監査委員数」であるとか、あと、１５ペー

ジの「条例の年間改廃制定数 、こちらからお願いいたします。」

（企画総務部）

企画総務部からお答えいたします 「外部専門家による監査委員数」ということで、目。

標６名というところで、実績が５名ということになっております。

平成１９年３月にこれまで「監査委員に関する条例」というのがございまして、その監

査委員の定数を４名から６名に引き上げたところでございます。実質に増員したのが２０

年から１名ということになっておりますので、実績が５名という結果になったところでご

ざいます。

この１名増やしたことによりまして、これまで監査委員が監査に行く場合については一

班体制、一つのグループですね、一班体制であったのが１名増やしたことによって２班体

制を組むことができました。現時点におきましても、２班体制で監査にあたる等の取り組

み、監査事務局としての業務が充実して効率的にやれるようになってきているということ

がございます。

定数６名までするかどうか、というところでございますが、現時点では、５名で３年や

りましたので、また状況を監査事務局の方のお話も聞きながら、金銭的な部分というお話

もあったのですが、そういう状況も見ながら検討させていただくということになると考え

ております。

それから条例の方でございます 「年間改廃制定数」ということで、目標１１６に対し。

て５６ということで、半分程度ということで、御指摘の通りでございます。

条例の改定につきましては、国の法律に連動する部分もかなりございます。国の改訂が

あって法律が５つ改正されて、県の条例が５本、１０本と改正になるといたしましても、

現実問題その改正条例というのは１本で全ての関連のものをやるとかいう、行政のテクニ

ックといいますか、そういう手続きの話もございます。

そういうことで、上がっていない部分もあるのですが、私どもが考えておりますのは、

この数というよりは、本県独自の条例をどうやって作り上げていくのか、ただ単に国の法

律を受けて部分改正でなくて、徳島県としてどういった独自の条例を、どれだけやってい

くのかということが重要ではないかと考えておりまして、地球温暖化の条例とか農林の条

例とかいろいろやっておりますので、逆に言えばこの数値目標として上げたのはかなり挑



- 7 -

戦的な目標であったかもわかりませんけど、実質的には、質のほうについては引き続き積

極的に取り組んで参りたいと考えております。

（班長）

今の説明に対して、ご意見はありますか。

（Ｂ委員）

今の１ページと１５ページの関係が少し分かったのですけれども、１ページの方は条例

で６名にした、４名を６名に改正したので、とりあえず５名になって、５名のままでいけ

そうなので３年５名だったら条例を改正して５名にしてしまったら、目標も達成して条例

も改正できるというような気はするのですけれども、条例改正というのはそう簡単にはで

きるものではないものなのかしら、その独自のという点でどうなのでしょうかと思いまし

た。

（班長）

県側から御説明をお願いします。

（企画総務部）

説明が十分でなかったかもしれません。

定数６名ということで上限、とお考えいただいた方がいいかと思います。それで確かに

今、５名で２班体制ですので、２人と３人と、こういう形になるわけでございます。従い

まして 「３人・３人の方がいいじゃないか」という話もあろうかと思います。、

ただ現時点でそういう形で回っているので、監査事務局の方のお話も聞きながら考えて

いくのかなということで、今、この６名の上限を５名にするというのは考えていないとい

うところでございます。

（班長）

よろしいですか。

一応、質問いただいた順番にしようかと思います。次、それではアドプトの関連で、２

ページですか、上から２つ目のところであったと思いますのでお願いいたします。

（県民環境部）

県民環境部の方から代表して、アドプトの関係についてお答えをさせていただきます。

アドプトという言葉は養子縁組の養子という意味でございまして、道路とか河川とか、

そうした公共物を企業の方々とか県民の方々がボランティアでお世話をするといったもの

でございます。これはアメリカで始まったボランティア制度のようですが、本県におきま

しては、平成１０年に神山町で日本初のアドプトプログラムということで始まりまして、

非常に本県はアドプトに関しては先進県ということで、その翌、平成１１年度には全国に

先駆けて吉野川と県の管理道路においてアドプトプログラムを採用して、平成１３年度に

は、国道ですとか、県管理の施設全般、河川とか海岸港湾にも広がっていき、平成１４年
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度には那賀川でも開始をされたということで、アドプトが大きく広がっております。

これを推進していく主体、実行されるのは企業とか県民の方々なのですが、実行してい

く主体はそれぞれ河川とか道路を管理している、県でしたら県土整備部とか、あと国土交

通省で吉野川の関係とかで、それぞれの部署で旗振りをしながら、また全体的なことはホ

ームページにも掲載をするなりして、広く趣旨をお伝えしてやってきました。ただそうい

った形だけではなかなか趣旨が伝わらないということで、毎年、それぞれの活動をやられ

ているものをデータとしてとりまとめて、どの程度浸透しているか調べておりまして、お

示しした資料では８６０団体ということで団体数を掲げさせていただいておりますが、参

加した人数についても、毎年調査をしております。平成１５年度では約２９，０００人だ

ったものが、２２年度には約３６，０００人に大幅に増えているように、少しずつ浸透し

てきておりますし、毎回こういった調査を通じてさらに趣旨の徹底を図っているところで

ございますが、Ｃ委員が言われたように、いろいろ見かけるところによると十分出来てい

るかなというあたりもあるということですので、本日の御意見も踏まえまして、なお周知

徹底が図られるように努めて参りたいと考えております。

それと、３回の、その回数とかは「強制的なものではないのではないか」というご主旨

のものでございますが、まさにその通りで、これはボランティアとしてやられているもの

でございまして、自発的な行為としてやられているものでございます。

ただ、できるだけ個人ではなくて団体が受けてもらえることによって、その中で都合の

つく人にやってもらうという形でやっていますので、出来る方からやっていただいたらい

いのではないかと考えております。以上でございます。

（班長）

はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか、アドプト関連ので。

では続きまして、給料の話も、給与削減の在り方みたいなところまで触れていらっしゃ

った気がするのですけれども、お願いいたします。

（企画総務部）

企画総務部でございます。

。 、給与カットの件で御質問をいただきました まず給与カットは一律でするのではなくて

年齢とかあるいは職責に応じてすべきではないかということで、実態の質問でございます

が、給与カットにつきましては財政が非常に厳しいということで、あらゆる手段を講じて

財政を健全化するということから、禁じ手ともいうべき給与カットも行っているところで

ございまして、平成２０年の１月から給与カットを開始しております。２３年の３月３１

日まで部長級で１０％、課長級で９％、課長補佐級で８％、若年層で７％のカットという

ことで、職責に応じて給与カットの率を変えております。

２３年度末で財政の健全化についても、一定の成果が出たということがある一方で、な

お引き続き厳しいということで、一部給与カットを緩和した上で今年度も実施しておりま

す。

その緩和した、本年度４月からの給与カットの状況でございますが、今年度からは部長

級を５％、課長級を４％、課長補佐級以下を２．５％、若年層は１％のカットを行ってい
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るというのが現状でございます。

もう一つの御意見で 「やる気をなくさないように」という御意見でございました。一、

部緩和して今年から行っている給与カットも毎年度その財政状況を緩和しながら、来年度

するかどうかというのはその都度検討していくということで、その年度毎に、県財政の現

状でありますとか、それを受けたカットの必要性、これにつきまして充分職員に説明をさ

せていただいた上で、引き続きやるかどうかというのはその都度検討しておるところでご

ざいます。

もう一方で、大幅な職員削減とか給与カットを実施している中で、皆さん非常に業務を

しっかりしていただいております。職員の意識を低下させることなく的確に業務を遂行し

てくれておるというその努力をしっかり評価して、それに報いる制度にしていくべきだと

いうことで、平成２１年度に「職員表彰制度」というものを見直しまして、職員の頑張り

や実績というものをしっかり評価をして、報いる制度として、被表彰者の拡大とか給与面

への反映の充実ということを柱とした「職員表彰制度」の見直しも行っておるところでご

ざいます。以上でございます。よろしくお願いします。

（班長）

ありがとうございます。よろしいでしょうか。

（Ｄ委員）

よくわかりました。何か差が少なすぎる気がしますけど。

（班長）

差が少ないとは。

（Ｄ委員）

上の方をもっとカットして、下の方を少なくしてあげて欲しいと思いますけど。

（班長）

そういうことですね。そういう意見のようです。

今度、次に８ページの「公共事業における住民参加」との関連で農業の話が出たのです

けれども、大丈夫ですか、お願いします。

（農林水産部）

農林水産部でございます。共感と協働による地域づくりの中の「公共事業における住民

参加の推進」という項目について御質問をいただきました。

この項目と言いますのは、農業基盤整備事業を進めるにあたって、元々が３分の２以上

の関係生産者の方の同意の上で申請を受けて行う事業でありますが、その事業を進める上

で事業の計画段階から農家の方と実施内容の調整を行うと、そういう意味での御協力、協

働事業であるという位置づけで進めております。

その協働の部分は別にして、事業の進捗についての御意見をいただいたように思ってお
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るのですが、確かに 近のいくつかの事業で計画から大きく遅れるものがございます。例

えば、理由といたしましては、国の事業に合わせて県の事業が遅れたとか、あるいはそう

いう予算的なもの、あるいは用地の関係とか、遅れておる要因というのは様々ございまし

て、県の方でも公共事業の評価を行い進捗の遅れているものについてはその事業手法の見

直し等も行いながら、この事業の元々の趣旨が十分に発揮できるように、今後とも事業の

進捗等も含めてしっかりと管理して参りたいと考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。

（班長）

ありがとうございます。よろしいですか。

（Ｅ委員）

はい、なんとなくわかりました。でも台風とか、今年は、特に、大雨から１２号台風、

１５号台風と、農業は本当に機械化も大事なのですが、その土地の管理といいますか、そ

れに本当に農業者としては大変なのです。

それで、今、この事業の方に入っておりましたので、特にそう感じましたので、わから

ないことはないのですが、予定通りとはいきませんけれども、町の方も関係しております

ので、よくわかりました。なるべく、よろしく早めにということで御協力お願いしたいと

思います。ありがとうございます。

（班長）

あと、もう一点、また再びという感じなのですけれども、３ページの「しゃべり場」の

ところでも御意見をいただいていたような気がするのですが、もう一度同じようなことを

お答えいただくようになりそうなのですけれども、一応お願いいたします。

（企画総務部）

先程申し上げたのと、ほぼ同じような形にはなろうかと思うのですが、結果としてこの

「しゃべり場とくしま」それから「とくしま円卓会議」の数の方は目標に達していないと

いうことでございますが、大きい意味で、知事と地域住民の方の対話という部分につきま

しては、先程言いました「移動知事室」なり、いろいろなところで知事が積極的に取り組

んでおりますので、ある意味この趣旨という面からすれば、個人的には達成しているので

はないかと考えているところではあります。

（Ｅ委員）

町は喜んでおります。こうして欲しいということではございませんが、この面に関して

は県の方も頑張っていただけているなということを感じました。

、 、 、なお一層 知事との交流といいますか 農業のイベントなどにもよくお越しいただいて

自然的な対話として、お話していただいて、私たちも農業者として女性として、大変喜ば

しく思っておりますので、はい。県の方はいいお考えの工程をしているなと感じておりま

す。ありがとうございます。
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（班長）

はい、ありがとうございます。

ここで評価に関わるお話で 相談させていただければと思うのですけれども ここの し、 、 「

ゃべり場」のところで、 初のＡ委員からの評価で、特に７番目のＣというのは「数値目

標とはいえ、きついのではないか」という話もあり、Ｅ委員からも「よくやっているな」

と、そういう話がありました。

元々、ここは主要事業のところとしてはＢというのが入っていまして、その下の数値目

標のところでＣとＡ、となっているのですけれども、そうしますと、これは私からの提案

になるのですが、数値目標とはいえ、やはり数値を出してしまっている以上、やはりＣと

Ａにならざるを得ないとすると、その上のところで主要事業のところで、知事が先頭に立

っていろいろやっていただいていると、その思いなり趣旨なりは県民としても充分伝わっ

ているだろうということであれば、ここのＢ評価を例えばＡ評価に変えるという具合でい

かがでしょうか。

いいですか、はい。

（会長）

数値目標につきましては、ある程度、機械的に、その目標数値の設定云々については、

また別の議論ですけれども、ＣがあってＡがあるので、Ａというのはいかがなものかとい

うことで、Ｂにしたという経緯だけ申し上げて、後は御意見通りにさせていただきます。

（班長）

そういう経緯はあるようですけれども、やはりその思いは、といいますか趣旨は伝わっ

ているということで。ではこの会長には申し訳ないのですけれども、元々Ｂだったここを

Ａ評価に変えるということでお願いいたします。これでいきたいと思います。

合わせて確認させていただきたいのですが、５ページの「コンプライアンス」のところ

でも 初、Ａ委員から、これも「ＣではなくてＢでもいいのではないか」という話がござ

いました。

こちらは元々数値目標というわけではないのですけれども、この辺り皆さんの意見をお

伺いできればと思うのですが、例えばＢ委員いかがですか。

（Ｂ委員）

企業でもコンプライアンスは守らなければいけない。実は私どもの企業でも、つい 近

一つ、社員が交通関係で捕まることがありました。

。 、 、もう中途半端はないと思うのですね 守るか守らないか 守るなら徹底して守らないと

その企業全体のイメージですとか 「徳島県」という一つの評価が本当にそれで決まって、

しまう。その法令違反したことがたまたま「小さなことだから」という形で認めてしまっ

たりすれば、たぶん、済し崩しになるのでしょうし、たまたま「大きなこと」だったら徳

島県イコール「ああ、あのなんとかがあった」みたいな、それだけ今、世論が厳しくなっ

。 、 。ているということはあると思います やはり姿勢としてこれは 私はＣでいいと思います
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（班長）

なるほど、元々、Ａ委員の意見ですが、体制を整えていたとしても「こういう不祥事が

」 、起こった後の対応も含めて見るとＢではないか という御意見をいただいておりますけど

それでもやはりこういうのは、もう○か×ではないですけど、やはりはっきりさせるとい

うところだと思います。

そうすると、あとＣ委員、いかがですか。

（Ｃ委員）

私もＢ委員に賛成です。自分のことを棚に上げて言うわけではないのですけれども、目

安箱には「庶民感覚でやられてはいかがでしょうか」と書いてあるのですけれども、こう

いうのはやはり庶民感覚でやられるといかがなものかなと。

やはり意識を高めていただいて、職員には模範となってほしい。周りには立派な方が多

く、不祥事を起こす方はいないのですけれども、ぜひこのコンプライアンスの件に関して

は、やはり厳しい姿勢で臨んでいただけたらなと思います。

（班長）

はい、わかりました。Ｄ委員はいかがですか。

（Ｄ委員）

私もそれはＣ評価でいいと思うのです。やはり、本当にこれはやはり個人の性格とか資

質の問題が大きく反映してくるので、本当にどこまでできるかというのが本当に難しいと

思います。

変な話、どこへ行っても極端な話、交通事故とかは別ですけど、それ以外のことだった

ら、悪いことをしようと思えば、する抜け道というのはあると思います。ただそれを監視

するというのが、どこまでというのが本当に難しいところだとは思います。

ある程度は信頼しないと仕事は任せられないと思うし、ただ、牽制はしないといけない

と思うし、難しいと思います。やはり県の職員の方がやはり私たちの見本というか、お手

本になっていただきたいとは思います。

（班長）

はい、わかりました。Ｅ委員、いかがでしょうか。

（Ｅ委員）

今、Ｄ委員がおっしゃいましたけれども、本当に県庁の職員といいますと、私たちの本

当にお手本と思っておりますし、私自身もそういうご立派な方がお勤めという感じでおり

ます。

一般の県民さんもそう感じているのではないかなと思っておりますので、本当に厳しい

とは思いますが、Ａとは、という感じを持っております。
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（班長）

なるほど、県職員の方々が、一般の人たちよりも高い倫理観が求められるという、そう

いう御意見かなと思います。はい、わかりました。

（Ｅ委員）

はい、皆さんそう感じております。

（班長）

そろそろ時間もきましたので、この辺りで今のも含めまして行動計画の評価結果につい

て、採決といいますか、皆さんの御意見を集約したいと思います。

先程 「しゃべり場」のところで、３ページの「県民との意思疎通を図りながら」とい、

うところ、これは元々、案の段階ではＢ評価だったものをＡにすると。今 「コンプライ、

アンス」のところで皆さんに意見をお伺いしましたら「Ｂでもいいのではないか」という

のもあったのですけれども、全体としてはＣ意見の方が多かったのかなと思います。

ですから、こちら「コンプライアンス」のところはＣのままです 「しゃべり場」のと。

ころはＢからＡへ変更するという具合にしたといたしまして、この評価案でいかがでしょ

うか。よろしいでしょうか。

《異議なし》

ありがとうございます。ではそれで、全員一致でお認めいただいたということにしたい

と思います。

【目安箱等に寄せられた意見・提言の採択】

（班長）

、 、 、次に 今度は事務局から紹介のありました 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１～２件、採択としていただきたいと思うのですけれども、今回は元

々３件しかございません。必ず１～２件選ばなければいけないという訳でなく、元は３件

しかないということもありますので、もしなければなしということでも構わないのですけ

れども、それも含めましていかがでしょうか。

（会長）

１番の「パブリックコメント制度の推進による県民の意見反映について 、これをお願」

いしたいのです。といいますのは、今、私の評価案を認めていただいたのですけれども、

その中でパブリックコメントのところ、この資料だと３ページから４ページにかけてなの

ですが、実はＣで数値目標も全く達成していない上に、そのパブリックコメントの件数が

年々減ってきているのです。目標が４０なのに１７なのです。ホームページから見ました

ら、その意見が一つもないというのもかなりありまして、２２年度が１７件数で、２３年

度が今のところ１５だったと思いますから、これがその２３年になっても大幅に増えると
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も思えないのです。それで、その意見もないということからＣ評価しましたのですけれど

も、たまたまこの意見がありましたので、これを採用していただけたらと思います。

（班長）

はい、他にございますでしょうか。よろしいですか。

まず、この番号１番の「パブリックコメント」について、関係の部局の方で何か補足的

なものがありましたらお願いします。

（県民環境部）

、 、パブリックコメントにつきましては Ｃということでご評価をいただいておるのですが

現状の説明をさせていただきます。そもそもこの「パブリックコメント制度」はなぜある

かということですが、要は県の側が県民の方々に対して、例えば義務を課すとか、許認可

において基準を作る時に県民の方の不利益にならないかとか、例えば計画を作ったりする

時に県民の方々のお知恵をいただいて、県政と県民の方々の距離を縮めるとともに知恵を

出し合うというような、牽制する面と建設的な面の両面を兼ねた形でこの制度があろうか

と思います。本県におきましては、当初、パブリックコメントの対象となる案件は、条例

の制定とか計画の策定とかでしたが、１８年８月１日からさらにこのパブリックコメント

の案件を広げまして、規則とか、許認可の申請基準とか、不利益処分の処分基準とか、行

、 、 、政指導指針など 対象となる案件を拡大しまして それで県の方で何かをやろうとしたら

これは必ずパブリックコメントで県民の皆さんの御意見をお聞きするというような体制づ

くりをして進めてきたところです。計画を立てた時には４０件ということで、かなり多い

計画を立てておったのですが、そういった案件が出てきた場合にパブリックコメントをか

けるということで、全国的な状況を見ましても総務省が平成２１年度に調査したものによ

りますと、都道府県レベルでは全国で８２９件ということで、これを４７道府県でざっく

り割ると１７．６件ということで、本県の１７件とよく似た数字かなと。それはそれでパ

ブリックコメント制度を提供するという論点の話なのですけれども。

もう一点は、いかに県民の方々から意見いただくかということがもう一つの論点になろ

うかと思うのですが、それにつきましては、会長もご指摘のように、 近やや意見の件数

が減ってきている傾向には確かにございます。

ただ、総務省の平成２１年の都道府県の調査によりますと、１件あたり２８．５件とい

うことで、同じ平成２１年で見てみますと、本県の場合は３２．４件ということで、全国

平均を上回っている状況にはあります。しかし、それでいいのかどうかということにつき

ましては、当然我々もさらに件数を増やしていくということが大事であろうと考えており

ます。

こうしたことから、目安箱では「提出件数の向上が見られない」という御意見をいただ

いておりますので、パブリックコメントをする場合には１ヶ月以上の期間をおいて意見を

いただくということにして、ホームページなりで周知を図っておりますけれども、なお一

、 、 、層 県民の方々に広くこういった意見募集があるということを 周知をできる限り図って

より多くの建設的な御意見をいただけるように今後とも努力をしていきたいと思います。



- 15 -

（班長）

はい、ありがとうございます。

（会長）

数値目標が非常に高かったということは充分理解しました。ですが、目安箱にもありま

すので、よろしくお願いいたします。

（班長）

それでは、県民等からの優れた意見・提言は、番号１番の「パブリックコメント制度の

推進による県民の意見反映について」ということで、よろしいでしょうか。

《異議なし》

はい、ありがとうございます。それでは 「パブリックコメント制度の推進による県民、

の意見反映について」を優れた意見・提言として採択いたします。

ご意見は、まだまだ尽きないようですけれども、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したいと思います。

県の関係部局で、入れ替わりで退席される皆様には、お世話になりました。どうもあり

がとうございました。引き続き残られる方には、休憩後もよろしくお願いいたします。

それでは、これから休憩時間をとりまして、午後３時ちょうどから再開したいと思いま

す。

（事務局）

それでは、ありがとうございました。

以上をもちまして、第４回を一応閉じさせていただきます。一旦休憩を挟みまして１５

時再開とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。


