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第６回 県政運営評価戦略会議 会議録

１ 日時 平成２９年１１月１５日（水）午後１時３０分～午後２時４０分

２ 会場 県庁１０階 大会議室

委員 県

阿部 頼孝（敬称略，以下同じ） 相田 芳仁 監察局長

石田 和之 近藤 理恵 監察局次長

伊庭 佳代 瀬 祐史 評価検査課長

植田 美恵子 ほか

加藤 研二

近藤 明子

鳴滝 貴美子

南波 浩史

久岡 佳代

桝本 久実

三木 潤子

（会議次第）

１ 開 会

２ 議 事

（１）｢新未来『創造』とくしま行動計画」の評価結果及び「県民からの優れた

意見・提言」について

（２）「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評価結果について

（３）「とくしま目安箱 優秀提言」の選定について

３ 閉 会

（議事項目と概要）

１ ｢新未来『創造』とくしま行動計画」の評価結果及び「県民からの優れた

意見・提言」の決定（資料１）

２ 「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評価結果の決定（資料２）

３ 「とくしま目安箱 優秀提言」の選定（資料３・資料４）

（以下，概要は別に掲げる）
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■監察局長挨拶

監察局長の相田でございます。委員の皆様方には，大変お忙しい中，第６回県

政運営評価戦略会議を開催いたしましたところ，御出席いただきまして，誠にあ

りがとうございます。

委員の皆様方には，８月の大変暑いさなかに，４回の会議を重ねていただきま

して，「行動計画」それから，「総合戦略」の各事業につきまして，様々な観点か

ら，「県民目線」に立ちました的確な御評価を頂いたところでございます。ここで

改めまして，厚くお礼を申し上げます。

本日の議事につきましては，皆様方から頂きました，「行動計画」，「総合戦略」

の評価結果につきまして，ここに「提言書」案ということで，取りまとめさせて

いただいておりますので，これにつきましての御審議を，まずお願いしたいと考

えております。

それから次に，「とくしま目安箱 優秀提言」の選定につきまして，あらかじめ

委員の皆様方からアンケートを頂いた結果を基に，御協議をいただければと考え

ております。

今回，本年度の評価会議の総括という形になりますので，委員の皆様方から忌

憚のない御意見を頂きますよう，お願いを申し上げまして，簡単ではございます

が，御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

■議事

（会長）

それでは，議事に入らせていただきます。皆様，議事進行に御協力のほどよろ

しくお願いします。

まず，議事（１）の｢新未来『創造』とくしま行動計画｣の評価結果及び「県民

からの優れた意見・提言」について協議をお願いしたいと思います。

去る８月に開催いたしました戦略会議における｢新未来『創造』とくしま行動計

画｣の評価結果等について，資料１のとおり｢提言書｣案として取りまとめておりま

す。

各委員には，事前に事務局より送付しておりますので，ここでは，その概要を

説明したいと思います。

資料１をお手元に御用意ください。まず１ページを御覧ください。「Ⅰ 行動計

画の評価について １ 評価方法について」ですが，ここでは，評価対象，評価

の視点，評価基準，評価手順及び，戦略会議の開催状況を説明しています。

続きまして２ページ，「２ 評価結果について （１）総括」でございますが，

ここでは，Ａ，Ｂ，Ｃ各評価の主要施策数とその構成比率（％）を記載していま

す。
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１枚めくっていただきまして，３ページから４ページにかけてでございますが，

「（２）基本目標ごとの意見・提言」として，７つの基本目標ごとに「主な意見・

提言」を記載しています。

これらの「主な意見・提言」を含め，８月の評価会議におきまして，各委員か

ら多数表明いただいた，御意見・御提言等につきましては，お手元の別冊「行動

計画・主要施策等評価シート」において，該当する主要施策の委員意見欄に特記

事項として，それぞれ記載しております。

続いて，資料１の５ページでございます。こちらは，「（３）行動計画への反映

について」ということで，行動計画の評価会議全体を通じた総括的な評価意見，

及びコメントを記載しております。その概略でございますが，｢新未来『創造』と

くしま行動計画｣については，今年度が計画２年目の評価であり，Ａ評価又はＢ評

価が全体の８割を超え，計画期間の折り返しを過ぎた段階として，まずまず順調

に推移していることは評価できるとした上で，３段落目におきまして，計画目標

に対し，実績が下振れしている施策を中心に，事業手法などに改善の余地がない

か，計画の中間年次を経過した今こそ，しっかりと点検し，全庁一丸となって，

積極果敢に取り組むことを期待するとのコメントを続けております。

また結びといたしまして，行動計画における事業の見直しに際しては，戦略会

議からの意見・提言を十分に検討いただきたいとしまして，更に数値目標の設定

等に関して，成果目標の増加等についても，留意事項として記載しています。

また６ページから７ページにかけてでございますが，こちらは第２回の戦略会

議で採択いたしました，「県民からの優れた意見・提言」を記載しています。

以上，「提言書」案の概要の説明でございます。

それでは，よろしければ別冊を含む提言書について，この内容で「徳島県総合

計画審議会」に速やかに提言し，今後の行動計画の改善見直し作業の中で検討い

ただくとしたいと思いますが，このような取扱いとすることでよろしいでしょう

か。

（委員）

（異議なし）

（会長）

はい。それでは，そのようにさせていただきます。

続きまして，議事２の｢ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の評価結果につい

てでございます。

こちらは，資料２のとおり｢提言書｣案として取りまとめております。

この｢提言書｣案につきましても，各委員には事前に，事務局より送付しており
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ますので，ここでは，その概略を説明したいと思います。

資料２をお手元に御用意ください。まず，１ページでございます。「１ 評価方

法について」でございますが，ここでは，評価対象，評価の視点，評価基準，評

価手順，及び戦略会議の開催状況を記載しております。

次に２ページでございます。２ページでは，「２ 評価結果について （１）総

括」として，Ａ，Ｂ，Ｃ各評価の主要事業数とその構成比率を記載しています。

続きまして，３ページでございます。３ページでは，「（２）基本目標ごとの意

見・提言」といたしまして，４つの基本目標ごとに「主な意見・提言」を記載し

ています。これらの「主な意見・提言」を含め，評価会議におきまして，各委員

から多数表明いただきました御意見・御提言につきましては，お手元の別冊「総

合戦略・主要事業等評価シート」において，該当する主要事業の委員意見欄に特

記事項として，それぞれ記載しております。

続いて４ページでございます。こちらは，「（３）総合戦略への反映について」

ということで，総合戦略の評価会議に関する総括的な評価意見，及びコメントを

記載しております。その概略でございますが，｢ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦

略」については，今年度が計画２年目の評価であり，Ａ評価又はＢ評価が全体の

９割を超え，計画期間の中間年度に達した段階として，順調に推移していること

は，評価できるとした上で，中段４段落目では，東京圏への転入超過が継続する

中，「人口減少の克服」と「東京一極集中の是正」という課題の解決に向けては，

総合戦略に掲げた施策を着実に推進し，成果を積み重ねることで展望が開けると

の強い気概を持ち，目標達成のため，邁進されることを願ってやまないとのコメ

ントを続けております。

続いて６段落目でございますが，総合戦略の評価会議で「ターゲットを絞った

事業展開」の重要性を指摘する意見が多数あったことを踏まえた記載を盛り込み，

そして施策・事業の見直しに当たっての留意を求めております。

また，結びといたしまして，総合戦略における事業の見直しに際しては，戦略

会議からの意見・提言を十分に検討いただきたいとして，更に５ページでござい

ますが，数値目標の設定等に関して，成果目標の増加や，県と市町村や市町村間

の連携強化等についても留意事項として記載しております。

以上が，｢提言書｣案の概要でございます。

それでは，これでよろしければ，別冊を含む提言書について，この内容で｢地方

創生“挙県一致”協議会｣に速やかに提言し，今後の総合戦略の改善見直し作業の

中で，御検討いただくとしたいと思いますが，このような取扱いとすることで，

よろしいでしょうか。
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（委員）

（異議なし）

（会長）

はい。それでは，そのようにさせていただきます。

引き続きまして，議事（３）の｢とくしま目安箱 優秀提言｣の選定に入りたい

と思います。

まず，事務局から「表彰に関する要綱」について説明をお願いいたします。

（評価検査課長）

｢とくしま目安箱 優秀提言｣表彰に関する要綱について説明（資料３）

（会長）

それでは，「優秀提言の選考」について，協議したいと思います。

事前に各委員にアンケートを実施しておりますので，その結果につきまして，

事務局から説明をお願いします。

（評価検査課長）

それでは，Ａ３の資料４｢『とくしま目安箱』に寄せられた建設的な意見・提言｣

を御覧ください。

この資料につきましては，事前にお願いしました委員の皆様方のアンケート結

果に基づきまして，上位のものから得票の順に並べたものでございます。

「徳島空港の新規路線の誘致について」が９票，「環境・省エネ対策で，東京に

対抗しよう」が６票，「秋のイベントについて」，「東京五輪に向けたキャンプ地誘

致を」及び，「新農業戦略の構築に向けて」の３件が同数の５票となっております。

あと，６番以下につきましては，３票とか２票とかの投票を頂いております。

資料４につきましては，以上のとおりでございます。

（会長）

事務局からただ今のような説明がありましたが，今回の選考については，いか

がいたしましょうか。

はい，どうぞ。

（Ａ委員）

ちょっと教えていただきたいんですけれども，昨年度までの選考の基準とか，

そういうものがあれば教えていただければありがたいと思います。

あと，「最優秀」が１件で，「優秀」が１件以上と書いてあるんですけれども，
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基本的に選ばないという選択肢もあるかどうかも教えていただければありがたい

と思います。よろしくお願いいたします。

（評価検査課長）

「とくしま目安箱 優秀提言」の表彰につきましては，先ほども申しましたよ

うに，平成25年度から実施しておりまして，昨年度までの４年間の累計で７件と

いうことで，おおむね年２件を表彰いたしております。

この４年間で，「最優秀提言表彰」につきましては，いずれも該当なしという状

況になっております。

また，「優秀提言表彰」につきましては，平成25年度に得票数が11票という提言

がございまして，これが，今までの最高得票数となってございます。

（Ａ委員）

どうもありがとうございます。

どの得票数を基準にするかというのは，皆さんの御意見もあると思うんですけ

れども，１番今までに出てきたのが，平成25年度の11票というのがあるとすると，

それが１つの基準かなと思います。

「最優秀」をその基準で考えると最高が９票なので，その９票のものをどうす

るかというのが１点あるのと，もしそれを「最優秀」にしないのであれば，１件

以上で大体普通でいくと，１年に２件ぐらいを選んでいるということになると，

１番と２番を「優秀」で固めるという方法もあるかと思いますけれども，そうい

う形でやってもいいのかなと思いますが，他の委員の方の御意見があればお願い

いたします。

（会長）

いかかでしょうか。ただいま，Ａ委員からは「最優秀」はなしで，「優秀」を１

番，２番の２件としてはどうかという御意見でございますが，いかがでしょう。

特に御異論なければこれで。よろしいでしょうか。

（委員）

（異議なし）

（会長）

それでは，「最優秀提言」については，該当なし，そして「優秀提言」につきま

しては，資料４の番号１「徳島空港の新規路線の誘致について」，そして番号２「環

境・省エネ対策で，東京に対抗しよう」の２件とさせていただきます。

以上で，本日の議題はすべて終了したわけでございます。
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ここに至るまでにたくさん皆さんに意見を出していただいたものが，今日ここ

で集約されたということでございます。

本日は，委員の皆さんにお集まりいただいた貴重な機会でございます。

また，本戦略会議における，「行動計画」及び，「総合戦略」に関する本年度の

評価というのも，本日で一段落ということでございます。

お忙しい中，せっかくお集まりいただきましたので，ここではこのあとの時間，

本年度の評価を終えての意見交換の場として使わせていただければと思います。

６月に実施しました現地視察についての御意見や御感想，あるいは８月の評価

会議に参加しての御意見や御感想，さらには，各委員の皆さまの日頃の活動状況

の周知・ＰＲ，情報提供など，どのようなことでも構いませんので，皆様から，

御意見など御発言をお願いできればと思います。

いかがでしょうか。

（会長）

カラー両面の「徳島レビューin徳島大学」とあるチラシを御覧いただければと

思います。こちらは僕がというのではなく，県の行革室が中心となって，そして

徳島大学の常三島キャンパスに，けやきホールという場所があるんですが，そち

らで開催するイベントでございます。

この場で我々，県の事業の評価ということをやっているんですけれども，この

「徳島レビュー」，これは国の事業の評価ということでございます。この会合は，

通常は東京の霞ヶ関の会議室などでやるものを，昨年度から地方開催ということ

で，場所を東京以外で開催をして，今年度が２回目になります。昨年度は，大阪

大学でやりまして，２回目は徳島大学ということになります。

裏面に，申込み方法とか先着順とかいろいろあるんですが，もちろんここにい

らっしゃる方々がふらっと立ち寄っていただいて駄目ということは絶対ございま

せんで，また誰か周りの方にお話しいただいて，興味・関心持っていただける方

がいらっしゃれば，是非，当日この会場にお越しいただければと思います。

また，メインの会場は徳島大学なんですが，サテライトとして，南部総合県民

局，そして西部総合県民局を設けておりますので，これら各会場はテレビ会議で

接続するというふうになっております。サテライト会場にも，もちろんお寄りい

ただければと思いますので，どうかよろしくお願いいたします。

（Ｂ委員）

今年，神山を視察させていただき，やはり実際に見ると，県の事業がすごくよ

く分かりました。実際に見て，事業の内容を知ると，皆さんに宣伝というか，県

はこんな取り組みをしていると，機会あるごとに話題にしたくなります。こうし
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て話をすることも，話を聞かれた皆さんの理解が深まるのに，役立っているので

はないかと思います。

以前にも，吉野川北岸用水とか，しらさぎ大橋が架かるときに，視察させてい

ただいたことがありました。その時も，今後はこのようになると説明していただ

きました。県の事業を実際に見ると，つい話をしたくなりますが，これも一つの

ＰＲになるのかなと思います。視察させていただいて，とてもよかったです。

それと，お手元にこういうにぎやかなファイルが届いていると思いますが，私

の出身母体は，「徳島女性農業経営者ネットワーク」，通称「Ｙｏｕ・Ｍｅネット」

と申します。「Ｙｏｕ・Ｍｅ」と書いて「ゆめ」と読まします。あなたも私も生産

者であり，消費者であるという意味と，「Ｄｒｅａｍ」の「夢」とかけまして，「Ｙ

ｏｕ・Ｍｅネット」というのが略称で，このネットワークをつくっています。１

つは農業後継者がいない中で，子どもたちも含めて農業理解をする活動をしよう

ということと，自分自身も農業とか一次産業に対する勉強というか，力をつけて

いこうということを目的として活動しております。

その中で，この「とくしま農と食かるた」は，全部農業者が，自分が作ってい

る農産物を詠み込んでいます。あと徳島の風土。これは県に非常に御協力をいた

だき，徳島の八十八カ寺のお接待，祖谷のかずら橋のでこまわし，遊山箱とか，

徳島のそういう文化も農産物も詠み込んで，農業をしている女性のみが作ったか

るたです。

このかるたは，今から10年くらい前に作りまして，あちこちに多数お配りしま

した。その後，せっかくみんなでこの詠み句を頑張って考えて作ったのだから，

せめてこの詠み句だけでも残したいと思い，このファイルを作らせていただきま

した。また，かるたは残っておりますし，よければ販売もしておりますので。

子どもたちの中には，大根に葉がついているのを知らない子どももいますし，

魚が切り身で泳いでいると思っている子どももいるので，基本的には１年に１作

しか作物はできないんだよということを分かってほしいなと。作ることの喜びも

分かってくれたらいいなという思いもありました。

それで，こうした野菜のクイズ集も作りましたし，また，今徳島の旬の野菜は

何なのかとか，旬と徳島の野菜の違いとか，そんな刊行物もいろいろ作っており

ます。そういう活動をしておりますので，またよろしくお願いいたします。

（会長）

ありがとうございます。

はい，お願いします。
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（Ｃ委員）

私も神山の現地視察で見た，レーザーカッターで自分の教室の看板を作るのに

あれから３回通ったんです。これもきっかけで，また行く予定にはしているんで

すけれども。視察をきっかけに神山を知れたし，今回このかるたはいいなと思っ

たんです。小学校の子どもたちがかるたを取るのに。半田そうめんや阿波牛のこ

ととかもいろいろ書かれているし，お話を聞かせてもらって買おうかなと思って。

県政運営評価戦略会議に携わらせてもらったんですけど，Ｄ委員と一緒に徳島

県西部地域政策総合会議にも関わらせていただいています。

私は子どもが４人いて，一人が障がいを持っているんです。それをきっかけに

子育てと，生き生きとママたちが働くとか，障がい者も生き生きと輝いてもらう

という部分で町のこととかに携わらせてもらっています。

今回，県政の方で関わらせてもらって，知らないこともたくさんありましたし，

何よりもすごく徳島を知ることができたというのが。私は元々関西から来たんで

すけれども，徳島県民になれたなと私自身はすごく思っています。

子どもたちの将来のために，私は西に住んでいて，地域で育てることはすごく

大事だと実感しているので，コミュニティ・スクールをもっと広めたいなと思っ

ています。そして，障がいを持つ子どもたちも地域のみんなに知ってもらい，仕

事を持って生き生きと輝いてもらうというのが私の夢でもあるので。

子どもたちが外に出て，またこの町に帰ってきたいとなるように，私も一緒に

できたらいいなと思っていますので，今後もよろしくお願いいたします。

（Ｅ委員）

神山の視察に参加させていただきまして，防災設備，簡易トイレなどは，パン

フレット等では見たことがあっても，実際に見るのは初めてで，改めて防災の必

要性を感じました。

私は元々，京都出身で徳島に来て約 20年になりますが，この会に参加させてい
ただく度に，知らないことも多く，県がこんな事業をされているのだと，毎回新

鮮な形で参加させていただいています。

あと，この会に出て１番感じるのは，課題として人材育成と言いましょうか，

若い人たちの県外への流出を少しでも食い止めることができないものかと思いま

す。私も二人の娘がおりますが，長女は県外に出たまま戻ってきそうにありませ

ん。我が家の課題でもあるのですが，何とか徳島で活躍できる人材が育ちますよ

う，身近な課題として取り組んでまいりたいと思います。今後ともよろしくお願

いいたします。
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（会長）

ありがとうございます。

はい，お願いします。

（Ｆ委員）

私が事務局をさせていただいている「かいふの木の家」というのは，海部郡の

木と風土を知り尽くした林業家さんと地元の昔ながらの技をもった大工さん，設

計士，製材所が集まり，木の家の魅力や木の良さというものをＰＲして活動して

おります。地元にいても，木はたくさんありますが，なかなか実際には，木の家

というのは，金額もあると思いますが，建ててもらえるのは少なくて，少しでも

家の中に木のものを置いて木の良さを感じてくれたらという思いもあり，イベン

トに参加させていただいて，ＰＲをしております。

また，昨年，熊本県で震災があり，車の中で寝泊まりして，エコノミー症候群

という問題も起こり，徳島県でも南海トラフ大地震も心配されている中で自分の

家族や命を守るために，木で何かできないだろうかということもあり，防災用の

軽トラハウスを作ったらどうかということで，昨年，全国に軽トラハウスのデザ

インを募集し，34点のデザインを頂いて，各地長野県とか信州の方からも問い合
わせいただいて，この中で最優秀作品のデザインを試作品１号として，昨年作ら

せていただき，たくさんの方々から問い合わせもあり興味をもっていただけまし

た。

これからも，防災用軽トラハウスを，今後に生かしていきたいなということで，

会の中でも相談し簡易に皆さんが作れるように，組立式にとか考えていますが，

全部を木で作るとなると，いろんな課題が出てきて，雨の対策から始まって，軽

トラに乗る重量も決められていますので，そこも考慮していたらなかなかうまく

いかなくて，今はそういうところで試行錯誤しながら販売に向けて頑張っており

ます。

この他にも，木を使った防災グッズなど、何かできるものはないかとアイデア

も募集をさせてもらったり，避難所で使用する杉のついたてとか，杉丸太をスト

ーブ代わりにできるようにとか，いろいろそういったものも考えたりもしており

ます。

私の地元の木で作った檜のコースターと杉のマグネットをお配りしましたが，

少しでも，木をそばに置いてやることで，癒し効果がとてもあるので，香りを癒

しとして，使っていただけたらと思います。

またよろしくお願いいたします。
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（会長）

ありがとうございます。

何かご意見，感想とか頂けたら。

（Ｇ委員）

多分，この時間はオフィシャルな議事の時間じゃないと思いますので，純粋に

評価についての個人的な意見を言わせていただきたいと思うんですけど。

前からずっと議論があったと思うんですけれど，この会議で考える内容はあく

までも他の部署が設定した目標というものが前提にあると。それは受け入れた上

で，現実のデータが出てきた段階で，そのギャップに関してどう評価するかとい

うのがこの会議だから，最初の目標設定については，今年も多分議論があったと

思いますけれど，何か怪しいというか，おかしくないかという議論はありながら

も，それに対しては何もコメントしないという前提になっていると。

それはそのとおりで，役割分担がありますし，それぞれ会議の他のところまで

口出しするのは当然問題があるのはそのとおりでいいと思うんですけれど，評価

そもそも論で言うと，これも毎年微妙に変わってきていますけれど，今年あたり

について言うと，単純に目標値があり，現実のデータがあり，その値が大きい，

小さいということでＡ，Ｂ，Ｃを機械的につけるわけではないというのは，恐ら

くこの会議のコンセンサスであったと思うと。それはいろんな事情があるでしょ

う。その事情に関しては，それぞれの部局の方も来られているので，分からない

部分についてはその方に質問をすると。ということになると，数値としてはこう

いう数値が出ているけれども，その理由としてはこういう状況があるということ

だったら，それだったら将来的にはいけるとか駄目という話で，単純に数値で評

価するわけではないという側面のところがあると。

ただ，現実のデータについては，数字が持っている意味を，そこに来られてい

る部局の方に直接伺うことによって，単なる数字でない意味づけを理解すること

は可能なんですが，ただ，目標値の設定については数字があるだけで，どういう

理屈に基づいて，あるいはどういう理由，合理的な計算に基づいてその数値が出

ているかということについての説明が全然ない。ここがちょっと分からない部分

で，数値，目標値については受け入れるんですけれど，こういう理由に基づいて，

こういう数値目標が出てきているという説明を資料の中で，できれば書いていた

だきたい。

恐らく，来年に向けてという意味では多分無理だと思いますので，４年ごとに

やるという話で，次の４年になりますから２，３年先の話だと思いますけれど，

そこを書いていただいた方が，こういう目標値と現実の値の数字だけではない，

目標値の設定についてはコメントを求めることはできないですけれども，ある程
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度，こういう合理的な理由に基づいているということだったら，こういうことだ

と分かると。

現状はあくまでも数字が出ているだけなので，例えば 100％，０％という数字
だったら何となく理解はできるんですけれども，なぜ 50％，60％と書いてある
けど，なぜ 60％なのか，70％とどう一緒でどう違うのかについては何も書いて
ないと。

それから，年々ごとの数値目標が出ていますけれど，単純に右肩上がりのトレ

ンドで，こういう形で上がっていくというケースもあれば，最初の方は低くてだ

んだんカーブが上がってくるような場合，あるいは，最初目標値が高くなってそ

こから角度が緩くなる場合，それについては政策的な効果が短期的に出る場合だ

ったら，ぼーんと上がってそこからはあまり変わらないからということで，結構

平行線のような数字であまり増えない。だけど，すぐ効果が効くわけではない政

策だったら，最初の方はじわじわしか増えないけれど，どこかの点からぐいっと

上がるケースもあると。

そこまで考えた上での数値目標が出てると読み取れるデータもありますけれど，

あんまりよく考えてないのではないかと思われるような目標の数値設定があるの

で，最終的な４年後の目標数値設定についてというところだけではなく，目標に

ついては年々ごとのデータが出て，目標設定がされているので，できれば一つ一

つの項目に関して，こういう理由に基づいてこういう数値目標を設定したという

ところを，今回のような資料のところに入れていただきたいなと。

それがないと，どうもこの数値目標が本当にそれで正しいのか疑問を持ちなが

ら評価をせざるを得ないというところは，ちょっとフェアでないというか，現実

のデータについては聞くことができるけど，数値目標のデータの裏付けについて

は聞くことができない状況の中で，両方を比較した上での評価という話になると，

少し現状としては問題があるのでないかという気がしますので。

この議論になると，そんな一つ一つの数値目標の理由を書くことができないと

いう話にも議論としてはなる可能性があるので，評価する項目が多すぎるという

議論にもつながってくるかもしれないですけど，個人的な感想としては思いまし

た。

（会長）

ありがとうございます。

スケジュールの話は，またこの会議のあとで事務局から出てくるんですが，例

年３月，年度の最後の会合になりますが，そこで新年度の評価の仕方とかどうす

るかという話が毎年出てきます。今頂いた御意見なども踏まえながら，またそこ

で決めていくということになるのかなと思います。
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評価の仕方として，役割分担という意味で言うと，数値の目標を基本的にその

まま受け入れているというのは，そこまでを含めて総計審の方で決めていると。

それを踏まえてというところなんですが，おっしゃるとおり，評価をする立場が

評価の指標を外側から決めて，あなたはＡ，あなたはＢだということは世間では

よくあることで，大学関係でもそれぞれの大学で目標・数値を定めていますが，

そんなことお構いなく「トムソン・ロイター」なんかでランキングを付けてとか

ありますので，恐らく行政とか県の方でも，県債の評価なんかは外部の評価機関

が県債の評価は幾らだと，もちろん評価の基準は向こうが示してくるということ

だと思うんですけど，内でこうやっているというよりも外から評価して，ランク

付けするというのもあったりすることかと思います。

ただ，そこまでいくのかどうかということも含めた議論かとは思います。その

辺りは，ときどき出てくる話題でもありますので，どこかでお話しできればいい

のではないかと思いました。

（Ｈ委員）

Ｂ委員のファイルを見て，水産関係も頑張らなければと改めて思いました。

宣伝になるんですけど，11月 19日の日曜日に漁協の近くで，今年は６回目に
なるんですけど，「和田島ちりめん市」を毎年秋に開催しておりまして，今年は１

か月くらい遅いんですけど，19日 10時からありますので。ちりめんのすまし汁
が 500食無料です。釜揚げどんぶりが 300円で，300食限定で。あとちりめんの
つかみ取りが１回 300円で。皆さん大体 200グラム以上つかんでいます。
あとは水産研究所の方で，タッチングプールとか市の産業振興課とかいろいろ

な方の協力の下で，今年６回目を迎えることができますので，また皆さんよろし

ければ，是非おいでてください。

（会長）

お願いします。

（Ｉ委員）

私も評価のことに関して申し上げたいんですが，県政運営評価戦略会議ができ

るもう少し前の会議のときに，総計審の部会として評価の会議がありまして，そ

このときからずっとお世話になっています。そのときは，私が総計審の委員であ

ったこともあって，全員がそうではなかったんですが，作っている段階も分かっ

ていて，その上でどう評価するかというのをさせていただいていまして，今は完

全に離れてしまって，作る側と評価をさせていただく側になっているので，少し

そこのつなぎが弱いのかなという印象はありました。



- 14 -

とはいえ，私は総計審の若者クリエイト部会に今おりますので，いろいろ関わ

っていて，どんな視点でどういうふうに見たらいいのか，いつも評価をさせてい

ただくときに困っています。

総合的に評価をするとか，会長がおっしゃったように全体を見たときに外から

基準を設けてやってというか，ここは重要じゃないかということも含めて，評価

の仕方とか，数値の設定の仕方とか，数値じゃない何かのやり方というのを提案

して評価するのもとても重要なことかと思いますが，そういう展開になると，我

々の負担がすごいかなと思いながらなんですが。

でも，その負担がというよりも，県がどうやってとか，県以外の周辺の地域も

そうですけれど，どうしたら良くなるかということを考えると，やはりそういう

ことも検討していかなければいけないのかなと思いました。

評価は多分とても難しくて，自分のバックグラウンドの中で，ここの視点を見

たときはこっちが良くて，そうじゃない人から見ると少し違うとかいうこともあ

るかと思いますので，できるだけフラットに多くの分野の方，多くの住民の方が

前向きにというところの見方で，皆さんそうだと思うんですけど，評価をさせて

いただいているつもりではあるんですが，そこの辺りの評価の仕方というのは，

もう一度見直す必要があるかと思います。

数値目標があって，Ｇ委員がおっしゃったように，本当にこれであっているの

みたいなとか，どうしてこういう項目で評価項目としてあがっているんだろうと

いうところもありますので，総計審の会長にもしかしたら御負担がかかるかもし

れませんけれども，そこのあたり評価のところまで考えていただいて，計画を作

っていただけたら大変助かります。何かとりとめのないお話ですが。

私も宣伝がございまして，いろいろ地域と大学が関わらせていただいておりま

して，四国大学だけでＣＯＣという事業でずっと関わっているってこともあった

り，あとは，他の先生方も一緒ですが，ＣＯＣ＋というので，徳島で働くってな

んだろうっていうこととか，徳島に残ってとか，徳島に帰ってくるっていうこと

に対しても，いろいろと取り組みを大学としてさせていただいてまして，皆さん

の御協力なしにはできませんので，またそちらもよろしくお願いします。

この12月に保護者対象に徳島で働くっていうことに関して，説明があったり，

フォーラムがあったりしますので，そちらにもまたいろんな角度からお願いにあ

がるかと思いますので，どうぞよろしくお願いします。

（会長）

はい，ありがとうございます。

過去の経緯で部会時代があったという話があったんですが，今は独立性を保た

せている。それは，単に離れたというだけではなくて，担当の事務の部局も変わ
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ってということになるんですが，先ほどのＧ委員の話と絡めると，多分部会とい

う状況のときには基準もやはり受け入れるということをせざるを得ないんだと思

うんです，組織の構成上。総計審の評価の部会ですから，あくまで親会議という

のがあって，子供の部会ですから。

ところが，我々今そこから離れて独立して，戦略会議になっていますので，そ

ういう意味では，更に一歩踏み込んで，評価の基準も含めてこちらで評価します

よと，やろうと思えばやれる状況ではあるんだと思います。ただ，実際にやるか

どうかはいろいろ議論があるところだと思いますが。

そこが多分単に部会というのから独立させたという形式的な部分だけでなく，

意味としては，そこまでやれるような形には一応なっているということだと思い

ますんで。結構，部会でなくなったというのは，重いのかなと，大きな意味があ

るというふうに思っております。

（Ａ委員）

今年初めて参加させていただきまして，いろいろな経験をさせていただきまし

て非常にありがたいと思うのと，結構忙しいなと思うのと，いろいろな思いがあ

ったんですけど，やはり最初に行った現地視察は，いろいろな方がいろいろな経

験というか，いろいろな角度で見ていただいて非常によかったのかなと思っては

いるんですけど，一つ思ったことは，今回この大きい資料を頂いていて，来年度

以降もこういう視察も続けていけばいいのかなとの思いとの兼ね合いを考えると，

県としてこれをとりあえず頑張るというか，重要視したいというところに見に行

くのもいいのではないかなというのは感じました。

一押しというわけではないですが，こういうところをとりあえず県としては見

てほしいとか，これをいかに拡大していったらいいんだとか，そういうところを

考えてほしいとか，何かある場所を選定していただいて，こちらがそれを現地視

察するというのも，一つありなのかなと感じました。

あと，今回の目安箱で徳島空港についてでているんですけど，皆さんも御存じ

かと思うんですけど，徳島空港の横に今増築している所があって，あれをどうに

か建ててほしいという委員会を立てたときに，私は委員長をしていたので現状が

分かるんですけども，やっぱり徳島県として何が必要で，ここを売りにしたいん

だというところを，もう少し明確にしてもいいのかなと思います。全て大事な項

目かもしれないんですけど，ここは今年頑張りますとか，もう少しここだけはあ

と２年間とりあえず力を入れますとか，そういうようなすみわけをして，そこに

関してある程度の重点的な討論ができると，もう少し実になるのかなというふう

に思いました。

それに加えて，８月の会議でもあったんですが，「開催しました」というものに
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対して，どれぐらいバックがかえってきているか，というのを知りたいというの

がありまして。

先ほどの議論からいろいろあるんですけど，評価をする上で，やったことに対

する成果で評価したいなというのもあるので，これに関しては，来年度以降この

資料にも加えることができるのかなと思うので，その辺を少しお願いしたいと思

います。以上です。

（会長）

はい，ありがとうございます。

（Ｄ委員）

この緑色の封筒に入っている資料を今日は持ってこさせていただきまして，私

は今年から委員をさせていただいたんですけれども，現地視察はなかなか参加で

きず，委員の名簿には青年会議所の専務理事ということで参加させていただいて

いるんですけれども，本業の方がここにあるように，林業の組合の理事をさせて

いただいてまして，ここにある山の切り出しから全てを会社の方でしております。

木がＡ材，Ｂ材，Ｃ材っていう，Ａ材が建築用の資材になったり，Ｂ材が合板に

なったり，Ｃ材が間伐された木であったりというので，その中で分かれてくるん

ですけど，それも全部扱って，その中からでてくる木の皮であったり全部余すこ

となく使えるようにということで，理念の中の「山の資源を生かして100％の活用

でエコサイクルを回したい」ということで，組合の方は動いております。

にし阿波地域には林業の会社がかなりありますので，これ（冊子「にし阿波の

元気な林業事業体」）を見ていただけたらと思います。見ていってもらうと，若い

林業家がかなり今増えてきています。

その中でもやはり，徳島県とか国の方も林業に力を入れていただいているとい

うことが，ありがたいなと思いながら今仕事をしているとこです。

委員名簿で美馬青年会議所っていうところで，徳島県には７つの青年会議所が

ありまして，美馬青年会議所っていうのが，西の方の美馬市とつるぎ町が活動エ

リアで，青年会議所の理念っていうのが「明るい豊かな社会」の実現ということ

で，20歳から40歳の青年であれば，だれでも入会できるという世界規模の組織な

んですが，その中の３信条で，「個人の修練，社会への奉仕，世界との友情」とい

うことで，20歳から40歳の間でリーダーシップのトレーニングを積んでください

ということで，私はにし阿波の地域でいろいろ活動させてもらう中で，今回いろ

んな会議とかに出席させていただいて，いろんな経験を積ませていただきながら，

毎回来るたびに緊張しながら来てはいるんですが，いろんな勉強をして，知識を

持って帰って，組合であったり，会社であったり，会議所であったり，みんなの
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前で話せたら良いなと思いながら，参加をさせていただいております。ありがと

うございます。

（会長）

ありがとうございました。

（Ｊ委員）

昨日，牟岐町の海の総合文化センターで，100年後も続く産地にと，「全国きゅ

うり養液栽培サミット」を開催していまして，私は直接その事業に関係していな

いのですが，徳島県と徳島大学と明治大学の三者が包括協定を結んでいて，私は

明治大学同窓会の徳島県支部の支部長なんです。それで，明治大学の農学部の先

生が何人もお越しになって，これに参加していたので私も行きました。

神山もそうなんですが，案外，徳島で現在進行形ですごく全国から注目されて

いることでも，徳島でいるといつでも行けると，割と何か機会がないと，なかな

か神山も行かない。神山も全国から視察に来ていて，上勝もそうなんですけど，

近場だといつでも行けるかなという感じのところがあると思うんですよ。

評価をするに当たって，徳島県でいろんな新しい取り組み，そういうことが行

われているので，もしできたら，来年も視察等も組み入れていただいたら，非常

に共通理解が深まるという面でも良いのかなと思います。以上です。

（会長）

はい，ありがとうございます。一通りお伺いしたんですが，こういうことも言

っておこうかなと，思いついたことがありましたら，大丈夫です。御発言いただ

いて構いませんが，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

はい。それでは，御意見も出尽くしたかと思いますので，この辺りで意見交換

を終えたいと思います。ありがとうございました。

それでは最後に，提言書の取扱い等について，事務局から説明をお願いします。

（評価検査課長）

本日，御承認いただきました，提言書の｢新未来『創造』とくしま行動計画｣の

評価結果及び｢県民からの優れた意見・提言｣につきましては，別冊の「行動計画

・評価シート」と合わせまして，本日付けで，徳島県総合計画審議会に送らせて

いただきます。

また，同じく御承認いただいた，提言書の「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦

略」の評価結果につきましても，別冊の「総合戦略・評価シート」と合わせまし

て，本日付けで，こちらは，地方創生“挙県一致”協議会にお送りさせていただ
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きたいと思っております。

さらに，｢とくしま目安箱 優秀提言｣表彰につきましては，今後，表彰に向け

まして，準備を進めてまいります。

なお，表彰の予定については，今のところ，12月中旬を予定しております。

次に，次回の戦略会議につきましては，現在のところ，来年３月に開催の予定

でございます。

議事の内容につきましては，今後，会長と協議の上，決定したいと考えており

ますが，「徳島県総合計画審議会及び地方創生“挙県一致”協議会への提言を踏ま

えた対応に関する回答について」と「次年度の戦略会議の運営について」などを

予定しております。

今後，日程の調整を含めまして，調整が整い次第，改めて御案内させていただ

きたいと思っておりますので，よろしくお願いします。

最後になりますが，本日の会議録については，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，県ホームページなどで公表させていただきたいと考

えておりますので，よろしくお願いいたします。

なお，８月に４回開催いたしました会議の会議録については，会長に御確認い

ただきましたので，後ほど，県ホームページにて公表させていただきます。

事務局からは，以上でございます。

（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くことで，よ

ろしいでしょうか。

（委員）

（異議なし）

（会長）

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。

議事の進行に御協力いただき，ありがとうございました。マイクを事務局にお

返しします。

（事務局）

会長をはじめ各委員の皆様，本日も様々な御意見を頂きまして，誠にありがと

うございました。

それでは，これをもちまして，第６回県政運営評価戦略会議を閉会させていた

だきます。本日は大変ありがとうございました。


