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第５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） １５：００～１６：５０

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 高瀬 義正 危機管理部副部長

土佐 和恵 吉田 晋一 企画総務部副部長

浜口 伸一 滝 壽郎 県民環境部副部長

濱口 英代 福井 廣祐 保健福祉部副部長

森田 陽子 折野 好信 商工労働部政策調査幹

森本 長生 蔭山 真応 農林水産部副部長

原内 司 教育委員会副教育長

富永 健 警察本部警務課

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５「"まなびや"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（保健福祉部・教育委員会）

■ 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）

それでは、質疑に移りたいと思います。

この資料１のシートに関する御意見や御質問以外に、会長の評価案、２つの部局、保健

福祉部と教育委員会のプレゼンテーション、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委員お願いいたします。

（Ａ委員）

プレゼンテーションが本当に良くてよく分かりました。ありがとうございました。

質問や評価の件について、数件、羅列になりますけれどもお伝えしたいと思います。

まず１ページ目の、この出生率が、先程、会長もおっしゃいましたが上がったというこ

とで、これはものすごい朗報のような気がいたしますけれども、この人口減少社会、人口

問題というのは、本県でも特に最重要課題だと思いますけれども、上がった理由が何だっ

たのかというのがすごく知りたいのですが、あの手この手でいろいろ縁結びから子育て支

援からいろいろやられておりますけれども、これがよかったのではないかという決定的な

ものがあれば教えていただきたいなという興味本位の質問でございます。

それから子どもの読書離れのことですけれども、２ページです。これは教育委員会なの

かもしれませんけれども、３９０番ですか、うちの子どもも本は読みませんけれども、こ

ういう目標を掲げているのにも関わらず、一向に伸びないということについての努力と、

その結果の反省といいますか、その辺もう少しコメントいただけたらと思います。評価自

身はやはり伸びていないのでＣでいいかと思うのですけれども、この辺についての御意見

を伺っておきたいと思います。

それから次、続いていいですか。５ページ目の中高一貫教育についての３９６番でござ

いますけれども、全県下的にこの中高一貫がなされつつありますけれども、それについて

の実行という面については、なるほどと、順次スケジュール通り進まれていると思います

ので結構だと思いますが、ある会でもこの中高一貫に対しての成果、先程のご報告がござ

いましたけれども、マイナスもなかったのかというのを少し振り返りながら成功と高批を

併せ持って、率直な意見も聞かせていただいきたい、なければないで結構です。その辺も

意見としてお持ちだったら伝えていただきたいと思います。

それから、あと９ページです。これは耐震の問題でございますけれども、私も町の教育
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委員というのを、３年目なのですけれどもやっておりますけれども、１００％でなければ

いけないのです。これはやはり目標が 「７５％を耐震化したらよし」とした、ここがや。

はり問題であると思います。やはりご父兄の皆様は「子どもを学校に預けて被災したので

は辛い」というのは、これは当然の意見だと思いますけれども、学校に行っている日数と

いうのは大体、年間１００日くらいになりますか、１００日間ですから３分の１くらいの

確率でそこにいて、また日中の大半をそこで過ごすわけですから、我々が職場にいる以上

に子どもたちはそこで、例えば耐震ができていないところに住むということについては、

やはり許し難い現実があると思うのです。

ですから、先程の説明ではかなり勾配も上がって、全国平均まで一気に駆け上って、確

かにそれは非常に評価をいたしますけれども、そのままの勾配でいくと、さっきのグラフ

が大体、平成２５年くらい終わりそうなので、２７となっているのが、どうかと。その辺

もスケジュール的なもの、広くご父兄の皆さんは「早くうちの学校を耐震化して欲しい」

という意見がかなり多いと思います。

評価を、先程の４１０につきましては、Ａ評価は出ていますけれども、これはやはり目

標自身が少しどうかと。そういう意味では、少しクエスチョンかなということで、Ｂくら

いにしてはどうかと感じております。そういう意見です。

（班長）

はい、わかりました。では併せてもしありましたら。

ではＢ委員、御意見ありましたら。

（Ｂ委員）

事前にいただいたので、目を通したのですけれども、特に教育委員会の件でざっと見た

ところ、生徒とかに関することで、教職員の方のスキルアップに関する目標が、この第二

幕にはなかったような気がします。

やはり子どもの学力向上を目指すのであれば、教える教職員もやはり当然能力を上げな

くてはいけないと思いますので、今後はそういう目標も設置する必要があるのではないか

ということが１点と、子どもが本を見ないというのはたぶん親が見てないのだと思うので

す。やはり公共交通機関をほとんど利用しない徳島の県民にあってはなかなか本を見る環

境が難しいのではないかと思います。それを、バスの問題とか出てくると思うのですけれ

ども、トータルで考える必要があるのではないかと思うのと、これはすごく前からすごく

思っていたのですけれども 「あんたは素人やな」と言われそうなのですけれども、中高、

一貫教育で、生光学園がたぶん幼稚園から高校までありますよね。四国大学は幼稚園と大

、 、 、 、学しかないですよね 地理的にもすごく近いので これは 何か怒られそうですけれども

そういうのができたらいいなとはだいぶ前から思っていたので、それは一つの意見として

聞いていただけたらと思います。私立なので当然いろいろあると思うので、はい、以上で

す。

（班長）

はい、ありがとうございます。教育委員会の関係の質問が続いたと思うのですが、まず
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一旦ここで、関係の部局から回答いただこうかと思います。

まず最初に、出生率の話がありましたのでこちらをお願いいたします。

（保健福祉部）

それではＡ委員から御質問がありました、合計特殊出生率が上昇したその決定的な理由

は何かという御質問でございます。

一つは、先程プレゼンで御説明いたしましたように男女の出会いの場の確保、いわゆる

結婚に結びつく、出産に結びつく、そういうプレの段階が一つ達成できたのかなというの

、 。「 、 」が一つと それから不妊治療です どうしても子どもが欲しいのだけど 妊娠できない

ということで、徳島大学だとか市民病院だとか、そういった県内で４医療機関での体外受

精、顕微授精という手法を用いましての妊娠というのも一つ、次に繋がったのかなと考え

ております。

それからもう一つは、いざ子どもができた時の乳幼児の医療費助成制度、これは全国で

トップクラス、第６位なのですが、小学校の３年生を終わるまでを対象にして病院への通

院、それから入院についても面倒をみましょうということで、プレの段階から妊娠のチャ

ンス、それから出生後のバックアップ、こういう形が一つ、流れ的に整いつつあるのかな

と考えております。以上でございます。

（班長）

よろしいでしょうか。

（Ａ委員）

そうしますと、やはりその辺をもう少し予算化をどんどんすれば、もっともっと増える

ということですか。

（保健福祉部）

予算的なものもありますが やはり大事なのは周知です 周知をして県民の皆さんに こ、 。 「

んな事業をやっているのだよ」ということで、私どももその都度いろんなチャンスがあれ

ば、引き続いてメッセージをアナウンスしていますが、すぐに改善するというわけにはい

きません。ですから、中・長期的な視野に立った、じっくりとした施策というのを地道に

やっていく必要があるのかなと思っております。以上でございます。

（班長）

続きまして、読書の関連、中高一貫、その功罪、罪の方も、というお話があったのかな

と思います。耐震、これは大学業界ではＦＤとかいう言い方をするのですけれども、教職

員のスキルアップの話と、あと中高一貫に絡めての四国大学、生光学園への意見もありま

したけれども、この辺り順番にお願いいたします。

（教育委員会）

読書の推進ということで「読書の生活化プロジェクト」を平成１８年から実施すること
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によって､子どもたちに本に向かう姿勢を高めてもらおうということで取り組んで参りま

した。

しかしながら、この評価表のように、家や図書館で１０分以上読書する児童生徒の割合

が平成２１年・２２年と、ガクッと減っているところが見えるわけでございますが、実は

学校におきましては、その読書に向かうきっかけ作りということで、全校一斉の読書活動

ということで、子どもたちがクラスで一斉にみんなで読書をして、そしてその本を持って

帰って、家に帰って読んだりとか、そういう取り組みも進めているところでございます。

小学校と高校におきましては、全国平均を上回る実施率でございますが、中学校が少し

全国よりも低いというところも見られます。子どもたちは実際現場で見ておりますと、朝

の読書の活動の時に本を読んで、その続きを休み時間に「読みたくて、読みたくてたまら

ない」という子も、たくさんいるということも、現場の教員をしていた時には感じたとこ

ろでございます。

例えば、一つの数値といたしましては、中学校の２年生が平成１８年に１時間以上読書

する子は９．２％だったものが、昨年度は１６．９％と、ほぼ倍になるくらい、本が好き

な子はすごくそれに向けて増えているということも、これも現実でございます。

ただ、家庭での読書時間が１０分未満であるという子も確かに３～４割ということも事

実ですので、その辺りのところの子どもたちが読書、本に向かって「本を読みたい」と思

うような取り組みを進めて参りますために、私たちもまずは魅力的な図書館・図書室経営

を市町村・教育委員会等に働きかけているところでございます。より子どもたちが興味を

持って読むような本をしっかりと整備していただくように、市町村教育委員会にも呼びか

、 、 。け 予算を立てていただくとか その辺りのところを働きかけているところでございます

読書の生活化ということで、さらに来年度から新しいその取り組みについても案を考え

ているところでございますが、子どもたちがまず家に帰って「読書してみよう」と思うき

っかけを学校で作っていける、何かそういう取り組みについて考えて参りたいと考えてお

ります。

（班長）

ありがとうございます。続けて中高一貫の関連をお願いいたします。

（教育委員会）

中高一貫教育のいいところはよくわかったけれども、悪いところはないのかということ

でございますけれども、中高一貫教育のメリットといたしまして、中学校・高校の６年間

を計画的・継続的に教育することができるというのが大きな特徴になっております。

従いまして、併設型中学校に入った生徒は高校入試を経ることなく、そのまま併設して

いる高校の方に進学をいたします。つまり高校入試がないわけです。ですから、通常の中

学生ですと高校入試の勉強をしなければいけないのですが、この分がありませんから高校

入試の影響なく計画的に、クラブ活動をしている子どもであれば、中学校・高校と引き続

きクラブ活動ができると。あるいは勉強につきましても、高校入試のための勉強をしなく

ても、通常の勉強をしていけると。

ただ、これがメリットなのですけれども、裏を返せば高校入試がないので、ややもすれ
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ば「中弛みになるのではないか」と言われているところがあります。そういうところが一

つのデメリットになるのかなと思います。

それから、耐震化の件でございますけれども、これにつきましては、耐震化するには予

算の面もございますし、また耐震化工事の実施にあたりましては、生徒や職員が居ながら

にしての工事となるわけでございます。授業や学校行事等との十分な調整を図る必要があ

ったり、あるいは騒音が発生する工事については長期休暇や、あるいは放課後、土日・祝

日、そういったものを活用する等、極めて困難な状況の中で実施をすることが求められて

おります。

このように、児童・生徒の学習環境に特別に配慮しながら、公立の幼稚園あるいは小学

校については、設置者であるそれぞれの市町村において、また県立高校においても県の方

で計画を前倒ししながら耐震工事を進めてきたところでございます。やはりこの計画でご

ざいますので、頑張れば、計画を、目標を達成できるという数字できっちりと計画を立て

まして、目標を定めて実施していくと 「子どもを耐震化の出来ていない校舎に入れたく。

ない」というお気持ちは私もよくわかるのですけれども、今言ってすぐ明日、耐震化が全

、 、部できるというものでもございませんので 頑張れば届くというところで数字設定をして

新しい「いけるよ！徳島・行動計画」では、平成２６年度県立高校で９０％、それから市

町村立小・中学校では２６年度に９５％という目標を掲げて、２６年度までにかなりの部

分を耐震化してしまうと。それで県立高校については、２７年度末に全部を終えたいと、

こういうことでやっておりますので御理解をいただきたいと思います。

（班長）

よろしいですか。あと、スキルアップの件も併せて。

（教育委員会）

、 、 「 」 、それから スキルアップの点につきましては これは県の 行動計画 でございまして

特にその内部の教職員のスキルアップという部分は載せてないかとは思いますが、今後、

県教育委員会の中で計画を作る場合にはそういった点もしっかりと考えてみたいと思って

おります。

それから、生光学園と四国大学の話もございましたけれども、これにつきましては教育

委員会の所管外でございますので、ちょっとお答えの仕様がございませんのでよろしくお

願いします。

（班長）

ありがとうございます。それでは、Ｃ委員お願いします。

（Ｃ委員）

今回のテーマの「"まなびや"とくしま」というテーマは、まさに１０年後、２０年後を

見据えて、単年度で答えが出るものではないだろうと、毎年毎年積み重ねていったのが大

きな成果として５年、１０年後にたぶん実るものだろうなと思います。

私は仕事で、先程、保健福祉部の発表がありましたけれども、３０年間、大体年間１，
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０００組くらいのカップルをずっとずっと見て参りました。特に感じるのは、ここ何年か

なのですけれども、結婚ということに対しては非常に年齢等が多様化している。ただし言

えるのは主導権が完全に女性に移っていると、女性が男性の収入・仕事、そういうものを

シビアに評価してそれから今、自分がおかれている環境の中で子育てができるのか、結婚

しても自分の仕事が今以上に、例えばマイナスにならないのかということを非常にシビア

に評価しているなというのは肌で感じます。

ですから、４５歳初婚同士みたいなケースもありますし、男性がすごく年上なケースで

すとか、結婚する・しないは完全に決定権は女性に移っているなというのが、ここ４～５

年の傾向だと思います。

いろいろな婚活も私たち企業としてもやっていますし、してらっしゃるところの支援も

していますけれども、完全に女性が狩りに行って男性が狩られていると。草食動物と肉食

女子というのが非常に傾向として見えてきていまして、ただし、徳島県は非常に女性がの

びのび仕事をしていますし、やりやすいところだなというのはひしひしと感じます。

その中で少し気になったのが、仕事場の集まるところに、やはり教育施設も集まっても

らわないと、なかなか大変なのだろうと。教育施設が集まるところにその支援の、気にな

りましたのは８ページの「コミュニティスクール」ですとか「放課後子ども教室」がない

と、これは大変だなということだと思います。

それともう一つが、１７ページの４４０の「地域子育て支援センター等の設置数」で、

たぶんあまり子どもと学校の数が少ないところにはこれはいらないのだと思うのですけれ

ども、例えば今、松茂に新しい大きな雇用の場が創出されようとしています。何千人か、

たぶんほとんど主要がパートの方で、女性の雇用の場が出来ようとしている地区に、小さ

な子どもさんですとか、就学児童をお持ちの女性がパート、ないしは正社員で働きに行く

のに、その地区にきちんとしたサポートの、例えば保育所、コミュニティセンター、その

放課後ができるのか。そうでないと、具体的に「ゆめタウン」なのですけれども、働きに

行きます、たくさん人が来て残業が増えたり、子どもをお持ちの女性が、非常にそこで働

いていて、家で子どもが待っている。それから実は勤めたいし、勤めてみたけれども、結

局、その子どもの預かったりがうまくいかなくて、すぐ離職してしまう、ということがな

いのかと心配しています。

県としても、まんべんなく市町村にまくのではなく、今、実際、雇用と学校が集約して

いるところにきちんとそういう施設を作ったり、そういうのをしていただきたいなという

のを一つ思いました。

（班長）

はい、ありがとうございました。では、Ｄ委員、お願いします。

（Ｄ委員）

、 、 。 、今 Ｃ委員に関連するのですが 私も松茂なのです 保育サービスの拡充ということで

１７ページです。

保育所に入りたいという方があります。勤めに行きながら子育てを年子で２人育てて、

先日も「入りたいから」という申し出をしましたけれども、入るためには、最近は点数な
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。 、 、「 。のでしょうか 点数で その点数にいかなければ 夫婦暮らしで勤めに行きたいのです

２人育てているのです」という話もしましても 「いや点数だからだめなのです」という、

ことで、そんな方を大勢聞くのです。

今、Ｃ委員もおっしゃいましたけれども、松茂も住宅がたくさん出来ております。保育

所に預けて勤めに行きたいのに 「入れていただけない」といいます。では私立といいま、

すと、私立もなかなか満員ということで、大変困った方が大勢おります。それで、この数

値目標４３８番・４４０番はＣになっております。私も心配しておりますが、その点数と

いう言葉が少し気にかかっておりますので、少しお聞きしたいと思いますが、よろしくお

願いします。

（班長）

入所の基準ということになるのかなと思いますけれども 利用したいのだけれども 基、 、「

準が満たさないのでだめですよ」と言われる例が多いということをおっしゃっているのだ

と思います。Ｃ委員の質問の回答も、お願いいただければと思います。

（教育委員会）

Ｃ委員から「放課後子ども教室」のことについて御質問がありましたのでお答えさせて

いただきます。

この「放課後子ども教室」につきましては、学校の未利用の教室等を利用しまして子ど

もたちが安全で安心して放課後を活動できるようにということで実施しているものでござ

います。基本的にと言いますか、実施主体が市町村となっておりまして、県の方から市町

村にお声をお掛けしてお手を挙げていただいたところに実施していただくということにな

っております。

それで、先程のＢ委員からもお話がありましたように、目標値は若干下回っているとい

うことでＢ評価をいただいているところなのですが、今、Ｃ委員がおっしゃいましたよう

に、今の仕事があるところでそういったところを確保するというところが非常に大事だと

思われますので、今後とも引き続き、各市町村に対しまして積極的にお取り組みいただく

、 。 。ように要望といいますか 周知を図ってまいりたいと考えております 以上でございます

（班長）

ありがとうございます。それでは、保育所の質問に対しての回答をお願いします。

（保健福祉部）

まず、仕事が集まるところにそういった教育施設、それから保育施設というのを作るべ

きであるという御提言をいただきました。まさにその通りでありまして、現在県内の状況

によりましては、どうしても仕事がある沿岸部、都市部というところに集まりやすいとい

う傾向がございます。

今度は、今、私どももお願いしているのは、事業所内保育ということをぜひ設けていた

だきたい、そしたら、お母さんお父さんがすぐに調子が悪くなっても、それをお迎えにで

きるということで、まずお願いを、今、しているところでございます。
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それから、Ｄ委員からありました「保育所に入りたいのだけど、点数が」というお話が

。 、 、 、ございました その点数については 市町村によって違いますので 申し訳ないのですが

今の段階では私は、承知はしておりません。

もう一点の待機児童につきましても、今現在、先程もお話がございましたように、徳島

市が２９名、それから石井町２名、今年の４月の段階でございますが、３１名の方が希望

されても保育所に入所できないという現状がございます。こういったことで徳島市、それ

から石井町におかれましては、徳島市については新しい保育所を建てようと、それから石

井町については既存の施設を増設して定員を膨らませてお受けしようと、こういう動きが

今現在進められております。ですから、点数の云々ということ、申し訳ございませんが、

この場ではお答え申し上げられません。

（Ｄ委員）

それは、地区によって、地域によって違うのですね。

（保健福祉部）

、 、 、今 Ｄ委員からご指摘いただきました保育所の入所の件ですが 待機児童という点では

徳島県ここ数年、３０人前後で推移しております。いずれも入れない方というのは都市部

の方ということになっております。

それで、この認可保育所に入所できる方というのは、保育の必要な方ということで具体

的にはＤ委員がおっしゃったように、ご両親が働いてらっしゃるとかいうことで、保育の

要件を満たした、保育に欠けるようなご家庭の子どもが入所要件を満たすということで、

例えばおじいさんやおばあさんが一緒にいらっしゃるということですと、保育に欠けると

いう認定にならないものですから、そういう方については市町村の判断で入所できないと

いう点が出て参ります。おっしゃっているのはそういうご家庭の事情で保育に欠けるとい

う判断にならなかったと解釈しておりますので御理解よろしくお願いいたします。

（Ｄ委員）

夫婦暮らしなのですが、そこも。やはりそんな人が大勢あって核家族で、二人が子育て

しながら勤めているという、おじいちゃんおばあちゃんはいないのですけれども、なかな

か保育所も今、言われているように難しいですよね。

松茂も人口が多くなりまして、学校の方も小学校も本部の方は満員というか、学校の対

処ができない人数、生徒数が多くてできないということで、支部の２学校、２カ所、学校

があるのですが、その問題も今、教育委員会の方も関わって保護者の方とのご相談もあり

まして、なかなか難しくて少ないのです。学校の方でも、生徒は保護者との話し合いで、

松茂小学校はそれでいっぱいだからということで、今まではそういう状態ではなかったの

です。他の地域へ学生を行かせて欲しいということも、保護者もまた今、大変難しくて。

そういう状態でありますので、町の方も考えていただいておりますが、県の方もそういう

学校の方の対処の方も強化して協力していただけたら、なお一層いいのではないかなと私

たちも思っておりますので、よろしくお願いいたします。
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（班長）

よろしくお願いいたします。

（保健福祉部）

Ｄ委員がおっしゃるように、保育所によりましては入所の年齢が３歳以上とか、そうい

うのがございまして、そういう例えば小さな０歳児のお子さんはお受けしていないという

ところもございますので。

（Ｄ委員）

１歳半以上でしょう。

（保健福祉部）

できるだけそのニーズに沿うような形の保育所を充実していくような形に私どもも努め

て参りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

（班長）

それでは、Ｅ委員お願いいたします。

（Ｅ委員）

私は２０ページの「食育先進県とくしまづくり」というところに一番仕事が近いのです

けれども、感じとして、すごく学校とかが力を入れられています。知らなかったのですけ

れども 「食育推進ボランティア」という方が今年も職場に来られて、漁業のこととか勉、

強されに来たのです。ボランティアなのでもちろん無給だと思うのですけれども、すごく

熱心で地域で子どもを応援していくというか、そういう方向に向かっているというのは強

く感じます。それとやはり地産地消とか、そういうのでこれから大人になった時に食事と

いうのは小さい時の習慣とか全部関係してくると思うので、すごくいい取り組みであると

思います。

評価の方もほとんどＡになっていますので、ここのＢのところは少しあれかなと思うの

ですけれども、数値とかそういうことであれば仕方ないなと思います。これはすごく評価

できると私も実感として思います。

それと、いろいろ他の委員も言われたのですけれども、耐震化とかさっきも言われたの

ですけれども、保育所とか特に小学校・中学校くらいまでが市町村によって格差があると

いうところを、県として、そこの格差をなくすようになんとか手を差し伸べていただけな

いのかなというのは思います。

それで、私の職場は小松島市にあります、住んでいるのは阿南市です。いろいろ両方の

面を見ますけれども、そういった小松島市の悪口ではないのですけれども、かなり財政が

厳しくていろいろ出来ないというのはよく耳にします。

、 、 、小松島市の耐震化が他の市町村に比べて 私のイメージでは 少し低いのではないかと

実際自分の子どもとか身内が行っているというのではないので、わからないのですが、数

年前に聞いたのですけれども地元の小学校では、ベランダのコンクリートが落ちかけてい
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るのです 「子どもはベランダには出てはいけない、というようなところで勉強している。

のです」と、聞いたことがありまして、本当に市も厳しいのでしょうけれども、なんとか

、 、県の方も手を差し伸べて 子どもの教育に公平にみんなが耐震化の学校で勉強できるとか

保育所もここの地域だと同じ所得でも安いとか、市町村によって違うと聞いたので、そう

いうところは県の方でなんとか平等にいけるような補助などをしていただけたらと思いま

す。

（班長）

はい、食育と市町村間でいろいろ差があるという、その例で耐震化と保育所で差があり

ますという話です。

、 。まずは食育の方から これはよくやっていますねという話だったと思うのですけれども

（農林水産部）

日頃の食育の取組みに対して高い評価をいただきまして誠にありがとうございます。

食育というのは、食というのは生きる上での基本でございますので、農林水産部といた

しましては平成２１年度に設置いたしました基本条例においても食育の推進、また一方で

地産地消の推進というのを位置づけまして、それを受けた基本計画におきましても重点的

に取り組むべき課題として、これまでも進めてきておるところでございます。

また、ボランティアのお話もいただきましたが、農林水産部におきましては地産地消と

食育の推進のための交流事業ということで「食育推進ボランティア」の方が、県産材、県

の農林水産物を活用して様々な農林水産体験イベントでありますとか、学習会、子ども料

理教室等を開く場合に少額ではありますが、ご支援もさせていただいております。このよ

うな活動を通じまして、今後とも食育の推進には積極的に取り組んで参りたいと考えてお

りますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。

（班長）

ありがとうございます。それでは市町村間で、という質問の回答はどちらから。

（教育委員会）

先程、市町村間で「耐震化率の差があると、耐震化の取り組みが違うのではないか」と

いうことで 「県の方からも指導が必要ではないか」ということで、御質問を頂戴いたし、

ました。

委員がおっしゃられていますのは、実は今年、２３年８月２５日付けの徳島新聞に掲載

されたことでございますが、文部科学省が発表いたしました県下の公立学校の耐震化率と

いうのが発表されまして、その中で最低ということで、残念ながら小松島市のお名前が記

載されたということもございまして、県下の市町村の中では現状ではそういう御懸念のよ

うに小松島市は１番、今の段階では低い状況になっております。

これは毎年実施しておるのですが、特に今年こういう新聞記事も出ましたので、小松島

市の担当の方に来ていただいて、年次計画的にこれからどう進めるかということも含めま

して、よく話をさせていただきました。
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先程、御説明いたしましたが、県立高等学校、それから小・中学校とも、２６年度まで

９５％、あるいは９０％、文部科学省の方でも「２７年度末までにはすべての学校の耐震

」 、 、化を終えるように という方針の下で国費等の準備もいただきまして それぞれ都道府県

市町村に対して耐震化率の推進を求められているところでございまして、私どもも各市町

村も同じでございますが、それに向かって今、進めているところでございます。

小松島市も今現在は低い状況でございますが、計画的に予算等を組みまして、その方向

で現在取り組んでいただいているということで、県の方でも９５％ということで、２６年

度末９５％ということで計画を組ませていただいて進めているところでございます。

なお、補助事業でございますが、文部科学省の方からも補助がございますし、一部県の

方からも補助できる仕組みも作っておりますので、そういったことも併せて充分小松島市

を含めまして、各市町村の方にＰＲさせていただいております。そのおかげで先程高い伸

び率、全国平均までにはまだ届いておりませんけれども、高い伸び率で耐震化率が進んで

いるものと私どもは理解しておるところでございます。これからもますます進めて参りま

すので、御理解をお願いしたいと思います。以上でございます。

（班長）

ありがとうございます。併せて、保育所の保育料にも差があるという御質問ですよね。

（Ｅ委員）

身内には、そういう子どもはいないのですけれども 「どこの市が高くて、どこの市が、

安い」というのをよく聞きます。全国一緒というのは難しいと思うのですけれども、何か

国とか県の補助も含めて、県内だったら同じ所得の条件であれば金額もほぼ似ているよう

にしてあげられたら働きやすいというか、住みやすいということになるのではないかと思

います。

（班長）

このＥ委員の御意見に対して、お願いします。

（保健福祉部）

少し事務的な話でございますので、こども未来課の方でお答えさせていただきます。

Ｅ委員ご案内の通り、保育所の負担金というのは、保護者の負担金というのは、扶養義

務者の負担能力によりまして金額が設定されるということになってございます。

実は保育所の運営費につきましては、補助金を出しておりまして、その中で基準額とい

うのが決まっております。所得階層に応じて保護者の負担金がどうなるかという、国の方

から補助金を算定する際の基準額というのがあるのですけれども、その基準額を元にしま

して、それぞれの市町村で保育料というのは設定するということで、市町村によって若干

の差が出てきております。それはもうおっしゃる通りでございまして、所得の１番高い方

でしたら、県内でしたら確か１番高いところでは６万円、１番所得の高い方のご負担が６

万円というところも１番高いところではあったかと思います。所得の低い方についてはご

負担がないところもございます。
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また、同一世帯から２人以上入所している場合は、１人は基準の全額、２人目は基準の

半額ということで、３人目以降の保育料は無料ということで、そういう軽減措置も設けら

れております。

そういうことで、最終的には市町村のご判断になるということになっておりますので御

理解のほどいただきたいと思います。よろしくお願いします。

（班長）

たぶん県の担当の方からは言いにくいと思うのですけれども、保育料だけではなくて制

度で言えば税金から何から全部、市町村毎に微妙に違ったりしますし、それは都道府県毎

、 、 。に違ったりと 大雑把には大体これくらいというのがありますけど 微妙に差があります

そこで差があるのは「地方分権ですよ」と言ってしまえばそれまでなのですけど、そう

なった時には「住み心地のいいところに引っ越しでもしましょうか」というような、たぶ

ん担当の方から言いにくいと思うのですけれども、結局財政が自分の住んでいるところは

悪いとなれば「良さそうなところへ行きましょう 、というところも含めての分権社会と」

いうことです。だからこそ各市町村なり、都道府県が切磋琢磨をして、受益と負担を含め

て、魅力ある行政サービスを行うように一生懸命取り組んでいるというところなのかなと

思いますので、たぶん県が支援をして平等にというのは難しいのかなと、率直には、思い

ます。小松島には頑張っていただいてということだと思います。

そろそろ時間が参りましたので、評価の方に行きたいと思うのですけれども、一つ、耐

震化のところで、評価を見直してみてはどうかという御意見が出ていましたのでそこを確

認させていただこうかと思います。

（会長）

これ、再掲になっていると思うのです。９ページなのですけれども。

私もＡ委員と同じで、耐震化の目標値は１００だと思っておりますので、その１回目の

会議の時の評価があまり良くなかったと思うのですが、この４１０については、その時は

数値目標が１なのでＡということになっているのではないかと思うのです。そこをどうす

るかというのを含めて。

（班長）

そうですね、おそらくそこはそうなので。となれば次の上のところです。２のところの

今、Ｂと付いているところです。こちらをＢのままでいくのか、Ｃに下げるのかというと

ころでたぶん対応するのかなと思っております。数値のところはもう再掲ということで、

既に決めてしまった後ということだと思いますので。

（事務局）

９ページの今のお話でございますが、実は「安心・安全とくしま」第１回目の会議の時

にここの評価を１回いただいております。

ですからこれをその今、４０９番はＢ、４１０番はＡというのは、申し訳ございません
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が前の再掲という形になってございます。もし今回御議論していただいてこれを変更すべ

きということになると、全体会議を開催する必要が出て参ります。

（班長）

はい、そうですか。数値目標はたぶんそのままＡ・Ｂで。

上のところの主要事業も「安心・安全」で決めていましたか。主要事業は再掲と書いてい

ないので、別なのかなと思ったのですが。

（会長）

主要事業は違っていたと思うのですけれども。

（事務局）

主要事業の方は違っていましたので、結構かと思います。

（班長）

ですから、こちらをどうするかというところだと思うのですけれども、いかがいたしま

しょう。このままＢというのでいくのか、Ｃに下げるかだと思うのですが。いかがいたし

ましょう。

Ｃ委員、どうでしょう。

（Ｃ委員）

予算とかいろいろなところと絡んでくる問題だろうと思いますし 「安心・安全」の時、

に直に話にも出ていたので、合わせておくのでいいのではないかと思います。

（班長）

主要事業の方ですか。再掲の方はそのまま合わせているので、こちらは。

（Ｃ委員）

主要事業も。

（班長）

そうですか。ではこれはＢのままでいいのではないかということで、そうですか。

Ｅ委員、どうでしょう。一応確認させていただければ。

（Ｅ委員）

私もこの評価でいいと思います。

（班長）

そうですか。



- 15 -

（Ｅ委員）

それは１００％というのが本当だと思うのですけど、やはり予算とか、先程も伺った、

工期とか、やはり休みの間でないとできないとか、順次していくとかいうところを言えば

無理ですよね、いきなり１００というのは。なので、できるだけ早い時期に１００になる

ように努力していただけるようにしたらいいのではないかと思います。

（班長）

Ｂ委員、いかがですか。

（Ｂ委員）

伸び率がやはり６位と４位なので、Ｂでいいのではないかと思います。

（班長）

わかりました。Ｄ委員、どうですか。

（Ｄ委員）

はい、松茂もその関係であって、評価の方は重いのですが、避難所も問題がある学校が

あるのですが、Ｂでとどめて、また言うと皆さんの、なかなか予算の問題を考えますとそ

れ以上は。まあＢでいいと思います。

（班長）

なるほど、そうですか。わかりました。

おそらく趣旨としては、その元々の目標の設定が７５であったというところも含めてだ

と思うので、そうしますと評価としてはＢのままでいいのかなと、ただこれはたぶん関連

の部局に対してというよりも総計審に対してということになると思うのですけれども 目、「

標設定の方をちゃんとしましょうね」という、たぶん意見をどこかに我々の意見として入

れておいていてもいいのかなという気がいたします。そんな具合でいかがでしょうか。よ

ろしいですか。

それでは、ここから意見の集約に移っていきたいと思います 「行動計画の評価結果」。

につきまして、採決といいますか、皆さんの、ご意見を集約させていただきます。いろい

ろ意見をいただきましたけれども、この評価案を、原案の通りということで、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。ではその通りと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】

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
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た意見・提言を１～２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。

はい、Ｃ委員。

（Ｃ委員）

１番が一番現実的ですし、確かに冬休みだったり、家族で休みに図書館でも行ってみよ

うかというようなことは、隣接する施設なんかもありますし、ぜひ開けていただいたら行

ってみたいなと思いますし、お願いできたらと思います。

（班長）

はい、わかりました。１番ですね、その他ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。では１番の「県立図書館の年末年始の休館日について」ですけれ

ども、これに関連いたします関連部局の方で、補足的な意見なり、御説明がありましたら

お願いいたします。

（教育委員会）

はい 「県立図書館の年末年始の休館日について」でございますけれども、文化の森総、

合公園には図書館をはじめ博物館や美術館等６つの文化施設がございます。それぞれの館

の管理規則によりまして、休館日・供用時間が定められておるところでございます。管理

、 。規則では年末年始は各館とも １２月２８日～１月４日までが休館日となってございます

年末年始の休館日には、１２月２８日にはそれぞれ年末の整理等をしているところでござ

います。また１月４日につきましては、年末年始休館中の新聞ですとか雑誌の受け入れ、

あるいは入力、あるいは返却本の処理等を行っておるところでございます。

年末年始の開館につきましては 「開館してはどうだろうか」というご要望もございま、

す。しかしながら、年末１２月２８日と年始の１月４日につきましては、それぞれ開館に

する場合の条件が、検討しなければならない条件が異なっておりますので、それぞれの課

題について検討しているところでございます。以上でございます。

（班長）

ありがとうございます。よろしいですか。状況説明をいただきました。

それでは、この県民等からの優れた意見・提言として、番号１番「県立図書館の年末年

始の休館日について」ということでよろしいでしょうか。

《異議なし》

ありがとうございます。それでは「県立図書館の年末年始の休館日について 、これを」

優れた意見・提言として採択いたします。

御意見、まだまだあるだろうと思いますけれども、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。

、 、 、 。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
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事務局の監察局まで、ご連絡いただけたらと思います。

それと 「会議録」と「当戦略会議から提言について」ですけれども、第１回の会議に、

ついて決定したとおりですけれども、一応確認しておきますと、２班、この我々の議事録

、 、 、は事務局で整理した後 班長の私が確認させていただきまして 会長にご確認いただいて

公表、という具合で手続きを進めることとなっております。

また 「行動計画の評価結果」や「県民等からの提言の採択結果」につきましては、事、

務局で整理した後、会長に御確認いただいて提出することとなっております。

以上をもちまして、本日の議事を終わらせていただきます。

委員の皆様におかれましては、長時間の会議お疲れ様でした。また、熱心に御討論いた

だきまして、ありがとうございます。

また、県の関係部局の皆様にも、一言御礼申し上げたいと思います。詳細なプレゼン資

料を使って、熱心にまた熱弁を振るって御説明をいただきました。大変な労力だったので

はないかなと思います。おかげさまをもちまして、我々も解りやすい資料の中でいろんな

率直な意見交換ができたのではないかなと思っております。ありがとうございました。こ

れで、マイクを事務局にお返しいたします。

（事務局）

今日で「行動計画」第二幕にかかります、第２班、班長をはじめといたしまして、第

２班の委員の皆様による会議が終了いたしましたので、私の方から一言、皆様に御挨拶を

申し上げたいと思います。

この７つの基本目標のうち、皆様方には全体会議で１回、そして班会議で、本日を含め

まして３回を御担当いただきました。班長をはじめ、第２班の皆様方には終始御熱心な御

、 。 、論議・御討議をいただきまして 大変ありがとうございます また県政各般に渡りまして

大変貴重な御意見を賜りましたことをこの場をお借りしまして厚く御礼申し上げたいと思

います。

また会長におかれましては、本日を含めまして、今まで計５回に渡りまして評価案を作

成いただきまして、ありがとうございます。まだ後、１１月８日に２回分ありますので、

引き続きよろしくお願いします。

この戦略会議でいただきました御意見につきましては、会長から総合計画審議会等へ提

言を行っていただき、同審議会で今後の県政に反映していただけますよう、さらなる検討

をお願いして参りたいと考えております。

以上をもちまして、第５回の県政運営評価戦略会議を閉会させていただきます。

皆様方、どうも長時間ありがとうございました。


