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平成３０年度 県政運営評価戦略会議（第２回）

１ 日 時 平成３０年８月９日（木）午後１時３０分から午後３時３０分まで

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。） 手塚 俊明 監察局長

石田 和之 森 直紀 危機管理部副部長

伊庭 佳代 仁井谷 興史 政策創造部副部長

植田 美恵子 梅田 尚志 経営戦略部副部長

加藤 研二 脇田 亮 県民環境部副部長

田村 耕一 三好 誠治 保健福祉部副部長

鳴滝 貴美子 田中 稔 商工労働観光部副部長

南波 浩史 桒原 孝司 農林水産部副部長

久岡 佳代 北川 政宏 県土整備部副部長

桝本 久実 岡田 徹 南部総合県民局副局長

三木 潤子 仁木 芳宏 西部総合県民局副局長

志田 敏郎 企業局副局長

林 博信 病院局総務課長

勢井 研 教育委員会副教育長

船本 佳輝 警務部企画課長

藤本 真路 監察局次長

廣瀬 祐史 評価検査課長

ほか

（会議次第）

１ 開 会

２ 議 事 「新未来『創造』とくしま行動計画」の評価について

３ 閉 会

（会議概要）

１ 基本目標３の概要の説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

２ 基本目標３の評価案の説明，質疑及び評価結果の決定（資料２）

３ 基本目標４の概要の説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

４ 基本目標４の評価案の説明，質疑及び評価結果の決定（資料３）
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■議事

（会長）

皆さん，こんにちは。

これより，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。

本日の議題は「新未来『創造』とくしま行動計画」のうち，基本目標３「『安全安心・

強靭とくしま』の実現」及び基本目標４「『環境首都・新次元とくしま』の実現」の評価

となっております。

はじめに，評価の参考とするため，総合政策課から基本目標３の概要について説明を頂

きたいと思います。それでは，お願いいたします。

（総合政策課）

基本目標３の概要の説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

（会長）

ありがとうございました。

次に，基本目標３の評価案を作成いただきましたＡ委員から御説明をお願いします。

（Ａ委員）

まず，１ページをお開きください。

主要施策１「防災を担う人材の育成」につきましては，数値目標14項目のうち，237番

のモデルクラブの選定数と240番の消防団協力事業所表示制度の導入市町村数及び消防団

への新規入団者数の３項目で未達成ですが，いずれも計画目標の達成見込みが達成可能で

あるためＢ評価といたしました。

ここで，意見ですけれども，モデルクラブの選定数と消防団協力事業所表示制度の導入

市町村数は，共に前年度と比べ目標値とのかい離が広がっています。

県と地域が連携して関係者への働きかけを続けて，小学生から地域消防団員までの各段

階で人材育成をしっかりサポートいただき，目標の達成をお願いできればと思います。

続きまして，５ページをお開きください。

主要施策２「地域防災力の強化」につきましては，未達成であるのは244番の市町村単

位の自主防災組織連絡会の結成と，245番の若年者等の割合が15パーセント以上の入札参

加資格業者数の２件で，実績値が前年度から伸びていないことなどからＣ評価といたしま

した。

ここで，意見ですけれども，近年の大きな災害の報道を見るたびに，地域の防災力を強

化するために自主防災組織の大切さを痛感しております。

県の自主防災組織の組織率は93.6パーセントと全国平均を上回っているということです

が，市町村連絡会の結成や，より広域的な連携によって県民の防災意識のより一層の向上

につなげていただきたいと思います。

次に重点戦略２「進化する『とくしまゼロ作戦』の展開」です。
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11ページをお開きください。

主要施策１「災害対応体制の充実」につきましては，未達成は264番の新すだちくんメ

ール登録者数と265番の県独自の情報訓練の実施の２項目でありますが，前年度より実績

値，達成度は上がっておりますので，Ｂ評価といたしました。

次に，重点戦略３「強靭で安全な県土づくりの推進」です。

21ページをお開きください。

主要施策１「地震・津波災害に強いまちづくり」につきましては，未達成の項目が前年

度の６項目から３項目と半減しＡ評価とも考えましたが，286番の耐震基準に適応した災

害等に強い安全な学校施設の整備は，次代を担う児童生徒の安全確保や，災害発生時に避

難所となる施設の安全性向上の観点から優先度の高い重要な項目であり，これらが未達成

であることを踏まえ，Ｂ評価としました。

次に，33ページをお願いします。

主要施策６「洪水，高潮，土砂災害等による被害の軽減」につきましては，309番の内

水ハザードマップの公表率，313番の地震対策上重要な下水管渠の地震対策実施率，314番
きよ

の港湾ＢＣＰを策定した防災拠点港数及び317番の流域水管理計画の策定と未達成が３割

程度あるため，Ｃ評価としました。

災害被害の軽減には，施設の耐震化や新たな施設の整備などの事業の推進とともに，県

民に対してより新しい情報を提供し，その情報に基づいて家族や地域を守る取組を進めて

もらうことが非常に大切と考えます。

７月の西日本豪雨災害があった中で，内水ハザードマップの公表率や流域水管理計画の

策定の現状，見通しについて，最近の状況を関係部局にお伺いして，評価について御議論

いただければと思います。

最後に，重点戦略５「守り抜く！くらし安全安心セーフティーネットの構築」です。

42ページをお願いします。

主要施策１「安全安心な食の確保」につきましては，未達成の項目が３割程度あり，新

たに設定された336番の鳴門わかめ認証制度認定加工事業者数の実績も低いことから，Ｃ

評価としました。

次に，46ページをお願いします。

主要施策２「食品表示の適正化」につきましては，数値目標５項目のうち，339番のと

くしま食品表示Ｇメンの立入検査件数，341番の食品表示に関する研修会の受講者数及び

324番の監視指導件数の３項目が未達成であることから，Ｃ評価としました。

主要指標のとくしま食品表示Ｇメンの立入検査件数と，食品表示に関する研修会の受講

者数の実績値については，前年度から捉え方が変更されていたり，対象を広げ目標値を上

方修正して取り組まれていたりすること，また，目標値と実績値の差は僅かなものである

ことから，Ｂ評価の余地もあるので，ここの評価については議論をお願いします。

次に，56ページをお願いします。

主要施策７「交通ルール順守とマナーの向上」につきましては，未達成が４割あること，

また，主要指標である交通事故の死者数については，計画最終年度である今年度いっぱい

での目標設定ではありますが，「交通事故による死者数を20人台前半に」という目標が過

去３年間で一度も達成されてない状況であることから，Ｃ評価としました。
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次に，58ページをお願いします。

主要施策８「人と動物がともに暮らせる地域づくり」につきましては，数値目標が２項

目と少ないですが，いずれも計画目標を下回っているためＣ評価としました。

なお，365番の災害救助犬・セラピードッグ等育成頭数については，現計画の最終年度

である今年の取組が新しい行動計画に向けて重要となるので，災害救助犬等の育成を軌道

に乗せていくシステムづくりが必要ではないかと考えています。

基本目標３の評価案についての説明は以上のとおりです。

（会長）

ありがとうございました。評価の案と，あと意見も併せてたくさん頂きました。

その中で，評価について議論をしたいなというもの，あと状況について確認をしたいと

いう質問が幾つか含まれておりましたので，その辺りを中心に皆さんと議論をしていきた

いと思います。

まず，33ページの主要施策６。重点戦略３の主要施策６「洪水，高潮，土砂災害などに

よる被害の軽減」。この項目に関連して，特に，317番の流域水管理計画ですか，こちらの

状況などに関して確認したいという質問があったように思いますので，まず，そちらから

御説明いただいてよろしいですか。

（県土整備部）

県土整備部でございます。

317番，流域水管理計画の策定でございます。

29年度に策定の目標に対しまして，今，実績値，着手という形でございます。

今，内容ということでございますが，この流域水管理計画は，昨年度策定いたしました

条例，徳島県治水及び利水等流域における水管理条例の施行に基づき，総合的かつ計画的

に推進するための，水管理の推進に必要な事項を定めるという形の計画を作ることとして

おります。

本県における水管理の羅針盤となるものでございまして，その計画策定に向けて，昨年

の12月19日に本県主導の下，国，県内の市町村，河川の関係団体等々，総勢270名からの

「未来へ紡ぐＯＵＲの水会議」というものを設立いたしまして，計画策定には着手いたし

ているところでございます。

今現在でございますが，パブリックコメントを７月に実施して，住民の懇談会等々を反

映して県民の誰もが自由に発言できる機会を多く設けるということで，今進めているとこ

ろでございます。

ということで頂いた御意見をできるだけ反映した計画とするように，県民総ぐるみで年

度内の策定ということを目指してまいりたい，策定したいと考えております。以上でござ

います。

（会長）

ありがとうございます。

というような状況のようです。
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この施策に関しては，評価案としてはＣということなんですが，皆さんに議論をしてい

ただきたいという，Ａ委員からのお話だったかと思います。

いかがでしょうか。この政策に関連して御意見，また，評価に関連しましても，御意見

などありましたらお願いいたします。

特に，評価については，Ｃの評価案のままでよろしいでしょうか。はい。御異論なかろ

うかと思います。

続きましては，重点戦略の５，主要施策の２「食品表示の適正化」。こちらの方は，評

価案ではＣという話だったんですけれども，Ｃでよろしいか，皆さんと検討したいという，

Ａ委員からの御説明であったように思います。

「食品表示の適正化」，資料のページで言いますと46ページからになります。いかがで

しょうか。

こちらの項目は，前年度はＡという評価だったものが，今年度Ｃという具合に引き下げ

られたものになります。よろしいでしょうか。はい。どうぞ。

（Ｂ委員）

目標値に対して，実績値は結構，80％以上できているのではないかと思って。私もこれ

を読ませていただいたときにＢ評価でもよいのではないかなというふうには思っておりま

した。

（会長）

はい。目標値に対する実績。

（Ｂ委員）

80％は，ちょっと足りないなという程度ではないかなと。あと，順調に目標を達成でき

る見込みであるというような表記がされておりましたので。

（会長）

確かに，この施策は特に△が付いているものはなくて。ですから，大きく不足している

というのはないんですが，ただ，少しずつ足りないというのが幾つもあるという。そうい

うふうな状況ではあろうかと思います。

どうでしょうか。Ｃ委員さん，はい。

（Ｃ委員）

数値的にはどうしても目標には達していないような感じなんですけれども，これをちょ

っと読ませていただいたら，今後の見込みとしても順調であるということで。今後の推進

もしていくということなので，評価的にはＢにしてはどうかなというのもあるんですけれ

ども。

（会長）

はい。わかりました。ありがとうございます。
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それでは，この「食品表示の適正化」の施策ですが，これは評価をＢとするというふう

なことでよろしいでしょうか。はい。ではＢにしたいと思います。

Ａ委員からの評価案の中で，特に議論をしておきたいとおっしゃっていたのは以上だっ

たと思うんですが，よろしいですか。

その他，委員の皆さんから評価に関わるところ，あるいは施策に関して御意見なり質問

なりございましたらお願いいたします。はい。どうぞ。

（Ｄ委員）

よろしいですか。重点戦略５の主要施策１の「安全・安心な食の確保」が，全体として

評価Ｃになっておりますけども。多分，一番評価される上で大きいのは336番の，ページ

で言えば45ページの鳴門わかめ認証制度認定加工事業者数ですかね。これが結構計画に比

べて実績が非常に少ないというのが，かなり全体の評価を下げる要因になっていると思う

んですけれども。この辺，計画よりも相当実績が低いんですけれども，なかなか計画達成

しない要因をちょっと教えていただければと思うんですけれど。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

この鳴門わかめ認証制度につきましては，御存じのように鳴門わかめの産地偽装の問題

を受けまして，生産者，加工業者，流通業者，消費者等で構成いたします「鳴門わかめ認

証事業推進協議会」というものを平成28年の３月に設置いたしまして，認証制度を新たに

組み直したものでございます。

認定対象事業者につきましては，県内の鳴門わかめの加工事業者の方が約80いらっしゃ

いますし，漁業者の方でわかめ養殖業をしながら加工も行う事業者の方が約200名いらっ

しゃるということで，目標としては大きく，信頼回復の意味も込めて80事業者ということ

で，目標を設定しているものでございます。

ただ，生産履歴を確認するために，私どもと危機管理部，商工労働観光部が協力しなが

ら，事業者さんの方に直接お邪魔して帳簿等も見させていただくというふうに，信頼回復

のための，信頼度を高めるというふうな取組を行っておりまして，詳しく調べることもご

ざいますし，科学的産地判別分析も行わせていただいておりまして。手続的には厳格にや

るということで。今のところ目標数値とのかい離は大きく，申請が少ないという状況でご

ざいます。

ただ，昨日も３事業者を認定いたしまして，徐々にではございますが，今現在，増えて

いるというところでございますので，私どもといたしましては，３部で，県を挙げて，説

明会を行ったり希望のある事業者さんのところに個別にコンサルティングを行ったりしま

して，この制度の周知徹底を行いますとともに，また，消費者の皆さん方にもこの認証制

度をよく知っていただいて，認証商品購入者を対象といたしましたキャンペーンなどを実

施して，更にこの制度の周知徹底を図って，目標に向けて頑張っていきたいというふうに

考えているところでございます。以上です。

（会長）
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はい。ありがとうございます。

いかがでしょう。よろしいですか。

（Ｄ委員）

ですから，認定を結構厳しめにやってらっしゃるからなかなか上がらないというところ

なんですよね。

この消費者庁を徳島に呼んでくるという観点から言うと，この辺の安全・安心な食の確

保のところもできるだけ高い評価に，ほんとにならなければいけないと思いますので，是

非，引き続き頑張ってやっていただきたいと思いますけれども。でも，例えば，今のお話

で，認証を厳しくしているんで結果的に数字が上がっていないというのであれば，むしろ，

それは，厳しい認証をすることが悪いことではないので，ここが80までいかないからとい

って，そんなに低い評価をしなくてもよいような感じも何となくしてきたんですけれども，

その辺いかがでしょうか。

（会長）

いかがでしょうか。恐らく，Ｅ委員さん一言おありかと思います，この辺りは。

（Ｅ委員）

はい。和田島もわかめは養殖してますので，ほんとに鳴門の偽装でね。和田島で養殖し

ているのも鳴門わかめでないと売れないという状況だったんですよね。けれども，ほんと

にこの鳴門わかめの偽装がしつこいぐらい続いて，何か抜け道があるんではないかという

ふうな感じでもね，私たちの方でも話をしていましたので。鳴門わかめというのもほんと

に大きなブランドではあるんですけれども，私たち和田島でもわかめは養殖をしています

ので，ほんとにおいしいわかめですのでね。もっとこう，鳴門わかめというだけではなく

て，地域のネーミングというものを付けてやっていきたいなとも思っておりますけれども。

それで，やっぱり厳しくはもっともっとしていただきたいと思います。そうでないと，

ほんとに，どこからどんなふうにして，いろいろなことを考えてやっているので。私たち

もなかなか分からないんですけれども，抜け道ってあると思います。もっともっと厳しく

してください。お願いします。

（会長）

というようなことでございます。実は，この項目に関しては，欠席のＦ委員からも書面

で御意見を頂いておりますので，事務局の方から説明をお願いいたします。

（事務局）

追加資料として，Ａ４の用紙でＦ委員からの意見をお配りさせていただいております。

その一番下のところがこの基本目標に対しての御意見でございます。

一つは，Ｄ委員からの質問にありました鳴門わかめの認証制度のことにつきまして，信

頼の回復に向けた取組を進めてほしいということが御意見として。また，同じ資料の45ペ

ージにございます388番の獣医学生のインターンシップの年間受入れ人数の部分で，ここ
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の達成状況が平均すれば目標の12名をカバーしているのではないかと。もし，ここが◎と

いうことになれば平均値が1.6以上となってＢ評価でもよいのかなという御意見を頂いて

おります。

（会長）

いろいろ意見が出てございますが，いかかでしょうか。

評価に関しましてはＢ評価でもいいのではないかというふうな御意見でございます。

Ｅ委員さんが厳しくとおっしゃるのは認証を厳しくということだと思いますので，そち

らを厳しくというのはこのままということだと思うんですが，我々の評価としては，いか

がいたしましょうか。Ｂでもという御意見があるんですが，いいですか。

（Ａ委員）

はい。

（会長）

はい。Ａ委員さんからもＢでという御意見でございますので，それではこの「安全・安

心な食の確保」はＢというふうに評価をしたいと思います。

そのほか，御意見いかがでしょうか。はい。どうぞ。

（Ｇ委員）

評価とは関係ないのですけれども，58ページ「人と動物がともに暮らせる地域づくり」

で，新たに整備される「譲渡交流拠点施設」というものについて，どういった活動拠点に

なっていくのか御説明いただきたいです。徳島県の殺処分率はなかなか数値目標に至って

おりませんけれども，譲渡先確保ということが，保護された動物の受入先確保ということ

が一番大切になってくると思いますので，新たに設置されるこの施設というのがどういっ

たものなのかお聞きしたというのと。

あと，私の体験なんですけれども，動物愛護センターに野良犬を連れていきまして，す

ごくかわいい子犬だったんですけれども，連れて行ってしまってから写真で友達に見せた

ら欲しいって，飼いたいって言っていただいたんですけれども，愛護センターに入ったん

だったらもういいわと言われて。それはなぜかと言うと，手続がすごく難しいみたいで，

引き取ったらレポートとか育てている犬の状況とかを事細かく報告しないと駄目だから，

もうセンターに行ってしまったんだったらいいって，その友達には言われてしまって。せ

っかく飼い主さんが見つかったのにすごく残念な経験をしまして，飼い主さんをきちんと，

どんな方かというのを見極めた上で譲渡していくっていう，その作業でそういう事務処理

も必要になると思うんですけれども，もう少しスムーズになったら，譲渡先はもう少し広

がるのではないかなと思いました。以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。

二つほどありましたが，はい。お願いいたします。
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（危機管理部）

危機管理部でございます。二点ほどお話していただきました。

まず一点目でございます。動物愛護センターにおきまして本年の３月でございますけれ

ども，譲渡交流拠点施設「きずなの里」を供用させていただいてございます。

この「きずなの里」につきましては，譲渡動物の治癒機能の向上，また感染症対策を図

りまして，平時には展示触れ合い室，あるいはボランティア活動室を備えました命の大切

さを学ぶ場として，また，災害時には被災動物を保護する救護シェルターといたしまして

整備させていただいたものでございます。これにつきまして，引き続きその活動を進めて

まいりたいと考えてございます。

二点目，お話されました，一度愛護センターで引き取った動物の手続の話でございます

けれども，これにつきましては，おっしゃるとおり，一度引き取ったものを一般の方々に

譲渡させていただくときに，ちゃんと飼っていただけるかどうかということを確認するた

めにそういった手続をとらせていただいてございます。

これにつきましては，今，お話していただきましたので，なるべく簡素化させていただ

くようなことにつきましても，今後検討させていただくことを考えてございます。以上で

ございます。よろしいでしょうか。

（会長）

よろしいでしょうか。はい。

そのほかにいかがでしょうか。はい。どうぞ。

（Ｈ委員）

私も動物のことなんですけれども。365番の差し替えになっている部分なんですが，災

害救助犬育成の部分でちょっと努力を要するっていうふうに書かれているんです。平成30

年の目標で100頭となっていると思うんですけれども，この100頭は，災害救助犬が何頭で

セラピードッグが何頭。どんなふうな割合なのかなと思ったのと。

あと，セラピードッグというのは，セラピーなので，多分，人の心を癒やすという部分

の役割の犬だと思うんですけれども。ここに書いてある動物愛護センターで収容された犬

の中からということだと思うんですが，例えば，それだったら猫もありかなと思ったんで

すよね。単純に。なかなかセラピードッグ，アニマルセラピーといっても，いっぱい触っ

てもほえないというのが絶対条件になってくると思うんですけれども，猫は，膝に乗せて

ゴロゴロっていうだけでもすごくセラピーというか，すごい効果を発揮してくれて，猫と

いうのは。なので，そこも視野に一緒に入れてもらったら。猫のかわいさというのも，セ

ラピーキャットといってね。いいんじゃないかなというふうに私は思いました。

（危機管理部）

危機管理部でございます。

まず，ページ番号で申しますと，58ページの365番のセラピードッグ，災害救助犬の平

成30年の100頭の目標の内訳というお話でございます。
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これにつきましては，申し訳ございません。具体的に災害救助犬とセラピードッグの内

訳というのは持ち合わせてございません。これにつきましては，合わせてできるだけ多く

の犬を育成したいということで考えてございます。

それともう一点。犬だけでなく猫について，触れ合い犬でなく触れ合い猫という話はど

うだろうかというお話がございましたけれども，これにつきましては，現在，動物愛護セ

ンターの方で触れ合い猫という形で，ここに挙げている数字とはまた別に，実際にしてご

ざいます。ここで挙げております平成29年度の実績33頭とは別に，猫という形で実際には

活動してもらっているというところでございます。以上でございます。

（会長）

ありがとうございます。よろしいですか。

ほかに御意見なり評価の変更に関わるような部分なり。はい。お願いいたします。

（Ｉ委員）

すみません。少し教えてください。

56ページの番号で言うと359番になるんですけども，シートベルトの着用率が運転席と

助手席が98％以上となっていて，後部座席になると55％になる理由って何かあるんですか。

教えてください。

（会長）

これ，目標がということですよね。

（Ｉ委員）

はい。

（会長）

説明いただいてよろしいですか。

（警察本部）

警察本部でございます。

この98％，55％の御質問でございますけども，いずれも一般道のことでございます。

高速道路でなく一般道の目標数値の設定ということでございまして，現在，後部座席の

シートベルトの着用につきましては，指導警告期間中ということでございまして，運転席

でありますとか助手席，違反がありますと切符を切られますけども，指導期間中というこ

とでございます。それで目標数値を低くしているということでございます。以上でござい

ます。

（Ｉ委員）

ありがとうございます。

全国平均的に後部座席でシートベルトってどのぐらい着用されてるんですか。
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（警察本部）

警察本部でございます。

平成29年中で言いますと，全国では，これも一般道路ですけども，後部座席36.4％でご

ざいます。以上です。

（Ｉ委員）

はい。ということは，徳島県としては，志を高く設定しているという判断でいいのかな

と思っているんですけれど。そう考えながら見ていると，宣言団体が今度は減っているん

ですよね。この宣言団体というのが減ってくるというのは，一度宣言すると，もうそれで

終わりなのか，毎年ずっと宣言しなければいけないのか，規則か何かありますか。

（会長）

どちら。どこかで状況が分かれば。どうですか。

（警察本部）

警察本部でございます。

申し訳ございません。交通マナーアップ宣言の団体数のことでございますか。

（Ｉ委員）

はい。

（警察本部）

指導といたしましては，例えば，平成27年に宣言をした団体を除いて，28年900という

目標でやっております。前年度はカウントしないといいますか，新たに団体を募る宣言と。

（Ｉ委員）

はい。ありがとうございます。

ということを考えると，評価はＢでもいいのかなという気は，ちょっとしてきました。

いろいろ△とかもあるんですが，少し志を高めに持っていただいてるのは，評価として

は上げてもいいのかなと思っています。

それと，併せてといいますか，これは評価に関係ないんですけれども，防災のところで

消防団員が増えないというのと，どうしてもシートベルトを締めないというところも含め

て，いかにこういう，「自分には関係ないや」という人たちを振り向かせるかというのを

考えるのが非常に大事になってくるのかなと思うんですけれども。その辺り，多分，いろ

んな施策に対して「自分は関係ない」という人たちがいっぱいいるんですけれども，そう

いう人たちに対してのアプローチをどうするんだということを，できれば今後考えていっ

ていただけると有り難いなと思います。

（会長）
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評価に関してもＢでもというようなのがあった訳ですが，恐らくこの部分は，359のと

ころを御覧になっていただきますと，主要指標のところがまだ評価マークが付いていない

というふうな状況になってるのかなと思います。

つまり，工程のところでいうと目標が平成30年度のところ，20人台前半とのみあって，

それ以前のところは空欄になってるという。そういう都合なのかなと思うんですけれども，

これも含めて判断をしてもいいのかなと思いますが，多少気になったのは，先日ある所で

見たら，交通事故による死者数日本一というのを見たような気がするんですが。もちろん

人口に対するということになります。数ではなく人口割合で見て，徳島が日本一多いとい

う。県のホームページで何となく統計資料を見ていたら，そんな数字があったような気が

するんですが。

（警察本部）

それは今年でしょうか。

（会長）

去年。先日見たもので，数字で言うと去年か，ちょっと記憶が不確かで申し訳ないんで

すが。

（警察本部）

今，手元にある資料で申しますと，平成30年度の話でございますけれど，７月末の段階

で，人口10万人当たりの交通事故の死者数，全国的な位置としてはワースト17位というこ

とでございます。

（会長）

随分改善されている。なるほど。ワースト１だったところから見ると，随分改善されて

るなという印象ですね。

いかがでしょうか。Ｉ委員からはＢでもいいのではないかという御意見ですけれども。

Ｊ委員さん，どうでしょう。

（Ｊ委員）

いろいろ質問ですとか，お話を聞いた上で，それでも私もいいかなと思います。

（会長）

はい。ありがとうございます。Ａ委員さん，いかがでございますか。

（Ａ委員）

はい。

（会長）

それでは，重点戦略５，主要施策７「交通ルール遵守とマナーの向上」ですが，こちら
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はＢという具合にしたいと思います。

そのほか，いかがでしょうか。はい。どうぞ。

（Ｊ委員）

私は，主要施策の２番「地域防災力の強化」に関しまして，所属しています美馬青年会

議所として，西日本豪雨災害の発生した愛媛県の大洲の方へ災害の支援といいますか，ボ

ランティアも兼ねて，自分たちが活動するエリアが，もしこのようなことが起こった場合

に，私たちはどう，そのとき対応すればいいのかということを見たり聞いたりするために，

まず７月の10日に資材の運搬を３名でさせてもらって，まず現状を見てきて，７月の15日

に約20名で，現地，肱川地区と大川地区という所へ行ってまいりました。

そこで，いろいろ感じることがあって，地域のハザードマップというのは見てはいたん

ですけれども，自分たちの住む所は，それは徳島県でも地域特性があって，私たちの住む

つるぎ町や美馬市は山間部が多いので，今回お伺いした大洲市の肱川地区とか大川地区は，

まさしく同じような地形でしたので，それを参考にメンバーで話し合って，今後の活動と

かを考える中で，ちょうど12月にそういう地域の防災，自分たちの命は自分たちで守ると

いう事業を考えていたというところもありまして，メンバーが防災士の資格も取りに行き

ました。

その中で，やはり自分たちといろんな方の力がなければ，いろいろ行動ができないかな

と思いますので，今後ともいろいろと御支援とかお話を聞かしていただけたらなと思って

おりますので，よろしくお願いします。

（会長）

はい。ありがとうございます。

いろいろと御意見を頂いたなと思います。

そのほか，評価に関わるところで，委員の皆さんから御意見，御質問なりいかがでしょ

うか。

よろしいですか。

それでは，ここで先ほど一部紹介させていただいたんですけども，Ｆ委員からそのほか

に御意見がありますので紹介したいと思います。お願いいたします。

（事務局）

それでは，先ほど見ていただいた追加資料を御覧ください。

Ｆ委員から御意見といたしまして，基本目標３－１－１「防災を担う人材の育成」に関

しまして，消防団応援の店の増加によります消防団への新規入団者への確保について，地

域の自主防災組織と防災知識の豊富な消防団との連携について，３－５－１の「安全・安

心な食の確保」に関しまして，これは先ほど申しましたので，あと基本目標の３－２－１

につきまして，評価につきましてＡ評価でもよい，Ａ評価の検討をしたらどうかというふ

うな御意見を頂いております。説明，簡単ですが以上でございます。

（会長）
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基本目標３－１－１と基本目標３－２－１の２つについてですが，特に「災害対応体制

の充実」。この施策に関しては，Ｆ委員からはＡ評価でもいいのではという御意見がある

んですが，いかがでしょうか。

Ｋ委員さん，どうでしょう。

（Ｋ委員）

今のお話のところでいうと，多分，264のところが意見としてはなかったということだ

と思いますので。265というような，３－２－１の議論でいいんですよね。

（会長）

そうです。

（Ｋ委員）

そこのところでいうと，多分，264のすだちくんメールの数字がかなり低いというよう

なところがあって，Ｂという評価になるのかなと思いますので，Ｂのままでもというふう

には思いますけれども。

（会長）

はい。Ｋ委員からはＢのままでもいいのではないかというところですが，いかがでしょ

う。はい。お願いします。

（Ｉ委員）

すみません。263番のシステムの件なんですが，元々あった社団法人と一緒に仕事をし

てましたので，それから総務省さんの話等々を聞いたのが２年前ぐらいまでの話で，今，

新たに何か作ってるという話の記述があるんですけど，今どういう状況か，ちょっと教え

ていただけますか。

（政策創造部）

政策創造部でございます。

スマートテレビによる避難誘導システムの実証事業を元々しておりました法人というの

が，「一般社団法人スマートテレビ連携・地域防災等対応システム普及高度化機構」，いわ

ゆる「スマテレ防災機構」でございまして，こちらの方で平成27，28年度に実証実験を行

っております。総務省の推進事業，モデル事業として平成25，26年度としておりまして，

27年度に「スマテレ防災機構」の方に引き継がれ，引き続き舞台は美波町で実証実験をし

ていただいたと。28年度の実証実験後に，いったん「スマテレ防災機構」の方で技術仕様

書の取りまとめを行って，国の方に納品をして。そこまででいったんこの法人の役割は終

えたという形で，こちらの機構は解散になりました。

ただ，その後，更に全国展開につなげていこうということで，新しく「一般社団法人放

送・通信連携テレビ地域情報サービスプラットフォーム普及推進機構」，いわゆる「テレ

プラ機構」に引き継がれてございます。この新しい機構ができましたのが平成29年の９月
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でございまして，こちらの方で引き続き実証実験というのが行われていると。

昨年度で申しますと，富山県の南砺市の方で行われておりまして，全国展開に向けた活

動というのが行われているという状況でございます。

引き続き，こちらの新機構におきまして事業を推進してまいりますので，必要に応じま

して，県内のケーブルテレビ事業者との協力というものも呼びかけながら，全国展開に向

けた推進をしてまいりたいという形で活動をしてございます。以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。

（Ｉ委員）

はい。ありがとうございます。

ということは，今，推進をしているという状況でよろしいですか。

（政策創造部）

そうですね。新しい機構において，引き続き推進されているという状況でございます。

（Ｉ委員）

徳島県で今の機構と一緒に何かをするという実質的な計画は，今のところはない。

（政策創造部）

今のところ，具体的なということはございませんで，昨年度は富山県で実証の方をされ

てましたので，恐らく，全国，いろんな所で実証をやっていくということではないかと思

いますが，徳島県は過去に美波町の方でやったという実績がございますので，それを提供

といいますか，引き続き協力をしていくと，こういう関係になってございます。

（Ｉ委員）

はい。分かりました。

となると，Ｂでもよいかなという気はします。

（会長）

なるほど。

Ｆ委員さんからはＡでもというのがあったんですが，御意見を伺ってるとＢのままでも

よいのではないかという意見が多いのかなという気がするんですが，いかがでしょう。

Ａ委員さん，どうでしょう。

（Ａ委員）

今後，もっと頑張っていただきたいという意味で，Ｂでお願いしたいと思います。

（会長）
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はい。分かりました。

これはそのまま，評価案のままということで，Ｂという具合にしたいと思います。

それでは，この辺りで基本目標３の評価を決定したいと思います。

評価案から変更があったものを，まず確認いたします。

変更になった箇所は３か所でございまして，いずれも重点戦略５です。

まず一つ目が，重点戦略５の主要施策１「安全・安心な食の確保」，こちらがＣからＢ。

そして，同じく重点戦略５の主要施策２「食品表示の適正化」，こちらがＣからＢ。そし

て，同じく重点戦略５の主要施策７「交通ルール遵守とマナーの向上」，こちらがＣから

Ｂという具合になります。

そのほかはＡ委員からの評価案のとおりということでございますが，それでよろしいで

しょうか。

はい。それではそのように評価を決定したいと思います。

次に，総合的な観点からの意見，提言をお願いしたいと思います。

基本目標３に関しては，全26項目の主要施策について，先ほど決定したとおりＡＢＣの

評価を行うこととなる訳ですが，基本目標を全体的に見て，こういうことに重点を置くべ

き，このような観点を追加すべき，次期計画ではこのような方向性も必要ではないかなど，

御意見，御提言を頂たいと思います。

まずは評価案を作成いただきましたＡ委員から，いかがでしょうか。

（Ａ委員）

この基本目標３に関しましては，いずれも災害，あるいは食の安全というようなことで，

県民の生命，あるいは健康ということと非常に密接な関係があろうかと思います。なかな

か数値目標で全部測れない部分があるんですけれども，特に，昨今の防災に関する必要性

っていうふうなものが一般社会の中でも認識をされてきております。

もう一つは，食に対する安全の意識っていうのも，非常に県民の中で強いものがあると

思いますので，是非，今後とも，数値目標に必ずしもこだわらずに，県民のそういう要望

にお答えいただけるように御尽力をいただければ有り難いと思います。以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。

そのほかに委員の皆さんから御意見，御提言いかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｄ委員）

「四国新幹線実現への取組み」のところなんですが，徳島県で四国新幹線導入促進期成

会が27年度に設立されまして，いろいろシンポジウムもやられてますけれども，四国新幹

線に関しては，要するに，岡山から来るルートと，それから関西から鳴門の方に引っ張っ

てくるルートと両方の考え方がありまして。それは同時並行的な位置付けで徳島としては

検討，主張していくのか，優先順位は岡山の方が先であっても，関西からのルートも忘れ

ないで絶対やってねという，そういうスタンスでやるのかというのが，今ひとつはっきり
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していないところがあるような感じがいたしまして。なかなか微妙な問題ではあるんです

けれども，その辺，ほかの四国３県と一緒に新幹線導入を徳島県が提唱していくに当たっ

てのスタンスをどういうふうにとっていらっしゃるのかというのを，またお聞かせいただ

ければと思います。

（会長）

四国新幹線に関しては。はい。お願いします。

（県土整備部）

県土整備部でございます。

四国新幹線，今，坂出のところのルートと，それと淡路島のルートと２本あって。横の

軸というのが四国新幹線。それとまた高松から，高松といいますか坂出から入ってくるの

が，Ｔ字型に入って高松を経由して徳島に入ってくるというルートが２本ある訳でござい

ます。

今，促進期成会辺りでやってますのは，後者というところで，坂出から入ってくるとこ

ろが他県の動きとしてもあるというのは十分認識しております。

しかし，私どもとしては，やはりこう，インバウンドということを考えますと，関西か

ら入ってくる，関西空港がこれから倍増してくる訳でございます。その流れをしっかりと

呼び込んでいくには，やはり横といいますか，鳴門から入ってくるルートというのも非常

に大事であるということでございます。

どちらがというのではなくてですね，しっかりとそういったことも私ども主張していく

という考えに変わりはないということでございまして。今，委員からも微妙な問題という

話はございましたが，しっかりとその辺りは，どちらも大事なんですけれど，県としての

考え方をしっかりと持って。

今，申しましたが，インバウンドが関西から入ってくる。四国の人口がこれから減少の

時代にこれが増えるというのも，なかなか難しい問題があると思うんです。そういった中

で大きなインフラを通していく訳でございますから，インバウンドを取り込むという考え

方は大事なものだろうと思っています。

そういったところを，改めてこう整理をしながら，また共存といいますか，しながら，

しっかりと主張してまいりたいと思っております。以上でございます。

（会長）

ありがとうございます。

（Ｄ委員）

私も今のスタンスでいいと思いますので，それで是非やっていただければというふうに

思いますけれども。

（会長）

はい。ありがとうございます。
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ほかに御意見，御提言いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは時間の都合も

ございますので，この辺りで次の議題に移りたいと思います。

続きまして，基本目標４の評価に移りたいと思います。

初めに，評価の参考とするため，総合政策課から基本目標４の概要について説明を頂き

たいと思います。お願いいたします。

（総合政策課）

基本目標４の概要の説明（「新未来『創造』とくしま行動計画」概要版）

（会長）

ありがとうございました。

次に，基本目標４の評価案を作成いただきましたＡ委員から説明をお願いします。

（Ａ委員）

それでは，基本目標４についての評価案を説明いたします。

まず，重点戦略３「『未来への贈り物』美しく豊かな環境の継承」からです。

15ページをお開きください。

主要施策２「きれいな水環境づくりの推進」につきましては，398番，主要指標である

汚水処理人口増加数及び市町村設置型浄化槽の設置基数，400番の「水質環境基準の達成

率」が未達成であり，３項目とも前年度より達成度が下がっているので，Ｃ評価といたし

ました。

ここで質問なんですが，主要指標である汚水処理人口増加数について，課題に，市町村

がこのたび見直した汚水処理構想においても整備速度倍増が達成可能な計画になっていな

い，と記載されています。このことについて，今後の対策や見通しを関係部局にお伺いし

たいと思います。

次に，20ページをお開きください。

主要施策５「地域の良好な景観づくり」につきましては，数値目標４項目のうち，未達

成は411番の木製ガードレール等の設置延長のみですが，３年間の延伸目標1,000メートル

に対して実績が370メートルとなっており，成績重視の観点からＢ評価といたしました。

次に，21ページをお願いします。

主要施策６「廃棄物の発生抑制・リサイクルの推進」につきましては，未達成が３項目

で，416番の環境物品等の調達率と，417番の使用済み農業用フィルム回収率は，ほぼ目標

を達成しております。一方で，414番のスーパーエコショップ（仮称）については，実績

値が相変わらずゼロのままであることから，Ｃ評価といたしました。

ここで質問ですけれども，スーパーエコショップ制度認定店舗数については，昨年度も

今後の見通し等をお伺いしたところ，平成29年度中に達成可能というお答えを頂いた記憶

があります。しかし，実績はゼロのままで，今後の達成見込みも努力を要するとされてい

ます。どのように事情が変わったのかを含め，今後の対応や見通しを関係部局にお伺いし

ます。

それから，これは私からの一つの提案なんですけれども，商工労働観光部の中に，地域
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産業活性化事業審査委員会というのがありまして，商工団体向けの補助金を査定する委員

会があるんですね。たまたま，私，そこで委員長をさせていただいているんですが，これ，

非常に面白いというか，有効に機能している委員会だと思うんですね。

それで，例えば，商工会の職員の方にスーパースターがいて，四年連続プレゼンしたと

か。それから，その前の年には手羽島アートね，担当者の方がプレゼンをしたとか。それ

ぞれの商工団体がしのぎを削るんです。

それも，いわゆるポイント制でして，その中にいろんな項目をはめ込んでまして。例え

ば，オンリーワン補助金事業採択実績とか，はぐくみ支援企業認証制度の活用支援実績と

かっていうふうな。こういう中に，例えば，こういうアイデアを入れられないものか。も

し，入れることができたら，少なくとも商工会の職員の方は絶対ウォッチすると思うんで

すよ。これ，脇田副部長が前々の時に担当者でして，県庁の内部でちょっと御検討いただ

いてお進めいただいたらと。田中さんもひとつよろしくお願いします。これ，私からの提

案です。

それから，その次にいきます。29ページをお開きください。

主要施策２「生物多様性戦略の推進」につきましては，未達成が４項目と，昨年度より

１項目増加しています。

434番の生物多様性リーダー数は計画目標とのかい離が拡大しており，生態系ホットス

ポット10選は引き続き実績がゼロであることを踏まえ，Ｃ評価としました。

ここで質問ですけれども，生態系ホットスポット１０選については，課題と今後の取組

方針に選定基準等を整理する必要が生じたため，徳島生態系レッドリスト（仮称）へと整

理するよう検討し，公表の準備中，との記載がありますが，具体的な取組状況と到達点を

関係部局にお伺いしたいと思います。

次に，31ページをお願いします。

主要施策３「自然環境に配慮した公共事業の推進」につきましては，数値目標４項目の

うち，439番の鳴門公園施設内での多言語表記の観光案内板設置率と440番の藻場造成箇所

数の２項目が計画目標を未達成であるため，Ｃ評価といたしました。

本件に対する意見ですけれども，鳴門公園施設内での多言語表記観光案内板については，

昨年度，この会議で関係省庁との調整等が整って設置にある程度見込みがついたと御説明

いただいたという記憶があるんですが，東京オリンピック，パラリンピックを見据え，在

日外国人の誘客対策としても早い整備が望まれるので，関係部局には，30年度中に整備で

きるようにお願いしたいと思います。

なお，最後になりますが，重点戦略５「徳島豊かな森林づくりの推進」です。33ページ

をお開きください。

主要施策１「公有林化戦略『徳島グリーンスタイル』の展開」につきましては，数値目

標10項目のうち，未達成であるのは442番の森林境界明確化の実施面積率などの３項目で

すが，前年度と比べますと，443番の間伐実施面積が増えたことから，Ｂ評価といたしま

した。

本件に関する意見ですが，443番の人工造林面積については，伐採だけでなく植林，造

林を進めることは，山の保水力を保ち，地滑りなどの災害を少しでも抑えることとなり，

基本目標３「安全安心・強靭とくしま」にもつながるものです。目標値とのかい離幅が一
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進一退であるので，計画的な推進をお願いしたいと思います。

基本目標４の評価案についての説明は以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。

それでは評価の議論に進みたいと思います。

Ａ委員から御説明いただいた中で，幾つかの質問があったかと思いますので，まずその

辺りから始めていきたいと思います。

15ページ，重点戦略３，主要施策２「きれいな水環境づくりの推進」に関連してです。

番号で言いますと398の辺りで，汚水処理人口に関連してですが，御説明いただいてよろ

しいでしょうか。

（県土整備部）

はい。県土整備部でございます。

398，汚水処理人口，先ほど，Ａ委員からございました市町村設置型浄化槽を含めまし

て御説明をさせていただきます。

汚水処理人口の目標でございますが，徳島県26年の時に55.7％ということで，皆さん御

存じのとおり非常に低い数字，全国的には非常に低い数字でございました。ということで，

この汚水処理人口を倍増させようということで，かなり高い目標を掲げた訳でございます。

そのツールといたしまして，市町村設置型浄化槽を，545をこれも倍増させようというふ

うな形で目標を掲げておるところでございます。

先ほどお話がありました汚水処理の計画を昨年度見直しております。これから下水道等

が入っていく地区というのは，かなり田舎の方になってまいりますので，この整備という

のは下水道と浄化槽の二つを総合的に率にしている訳でございますが，下水道をこれ以上

進めますと，管路について，隣の家とをつなぐ距離が長くなってくる訳でございます。と

いうことで非効率になってまいりますので，直接個人の家に入っていく浄化槽というもの

も伸ばす必要があるという形で。具体的に言いますと，公共下水である部分を減らして浄

化槽に転換していこうというふうな形で計画を見直したところでございます。

ですから，そういったことで，この市町村設置型というのが今，目標920に対して868と

いうことで少し足りておりませんが，かなり伸ばしてきてるところでございます。

あと，この市町村設置型になりますと個人の下水道の負担率がかなり低減されます。そ

ういったことも加速できるといったところで，今現在，この人口として，８月末の人口は

持っておりませんが，今増やしていっているという状況でございます。

あと，市町村設置型につきましては，市町村の最初の投資を抑えるようなＰＦＩも導入

しながらやっていこうということで，こういった市町村も増やしていこうという形でやっ

ておりまして，浄化槽の加速，それからコスト縮減と，もう一つは，水教育という中での

下水道の啓発等々を含めて，今進めていっている状況でございます。以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。
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よろしいですか。はい。この施策，きれいな水環境づくりに関連して，ほかに御意見な

どいかがでしょうか。よろしいですか。

もし，ありましたらまた，後でも構いませんのでお願いいたします。

続きまして，Ａ委員からの御質問ですが，同じく重点戦略３の主要施策６，ページで言

いますと21ページになります。番号414番のスーパーエコショップ。こちらの現状といい

ますか，何かどうなっているのかというふうな質問があったかと思います。お願いいたし

ます。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

番号414番のスーパーエコショップでございますけれども，残念ながら今のところ実績

がゼロということになってございます。

スーパーエコショップの前にエコショップ制度というものがございまして。これはゴミ

の減量化でございますとか，再生利用を図ること等を目的にして，現在は440店舗程度を

エコショップに認定をさせていただいておるところでございます。

認定に当たっては，簡易包装に努めることとか，トレー等を使わずに販売することなど

８項目程度設定をしておりまして，いずれかの事項に該当しておれば，認定ができるとい

うような制度でございます。

これに対しまして，スーパーエコショップ制度につきましては，これから更に一歩踏み

込んで，かなりレベルの高い設定にさせていただいておりまして。先ほどの８項目という

のは当然でございまして，更にそれに加えて７区分全部で40項目程度の条件を設定させて

いただきまして，それに点数を付けて100点を超える場合に，スーパーエコショップに認

定することとしておるところでございます。

ただ，なかなか，やはりハードルが非常に高うございまして。しかし，このスーパーエ

コショップ制度というのは，県民の皆様，それから事業者の皆様にとってもゴミの減量化

でございますとか，食品廃棄物のロスの削減でございますとか，我々にとっては進めてい

くべき施策というふうに考えておるところでございまして，今後も，市町村とも連携して，

ＰＲに努めて。なかなか，ゼロということで厳しいところもあろうかと思いますので，可

能な限り目標達成できるように今後も取り組んでいきたいというふうに考えてございま

す。

なお，先ほど，Ａ委員の方から，商工労働観光部の補助金等のお話も頂きましたけれど

も，この推進に当たっては，経済団体の方とも，会議所それから商工会，こういった所も

連携して取り組んでいくことも検討していけたらなというふうに考えてございます。以上

でございます。

（会長）

ありがとうございます。はい。お願いします。

（商工労働観光部）

商工労働観光部から若干，補足させていただきます。
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県民環境部からお話があったとおりなんですけれども，今の指標が，成果指標が20項目

以上ございまして，それに導入すればということでございますけども，御案内のように別

の委員会で議論する部分もございますので，この指標が成果指標にふさわしいかどうかも

含めて，少し勉強させていただきたいと考えております。以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。よろしいですか。はい。

この主要施策６「廃棄物の発生抑制・リサイクルの推進」，これに関しまして，もし御

意見なりありましたらお願いいたします。

よろしいですか。では，もしありましたら，また後でも結構でございますからお願いい

たします。

続きまして，資料のページで言いますと29ページになります。

重点戦略４の主要施策２「生物多様性戦略の推進」に関連するところです。

番号434番の生物多様性リーダー数もありますが，特に，とくしま生態系ホットスポッ

ト10選。これに関して，現状といいますか，説明が欲しいというふうな御質問があったか

と思います。こちらの方をお願いいたします。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

ホットスポット10選の選定ということで，現時点では選定がゼロというふうになってご

ざいますけれども，自然公園等で野生動植物が多く存在しております自然生態系が消失あ

るいは変容しつつある地域を，希少野生種保護検討委員会という所で選定をするというこ

とで，現在，生物多様性とくしま戦略というものがございまして，次期計画に向けて策定

作業中でございまして，この戦略の中に，このホットスポット的なものを公表するという

記載がございます。今年度中には「とくしま生態系レッドリスト」について10箇所を超え

る地点を選定するということで，年度内にはこの選定作業が完了して公表という運びで，

今現在進めておるというような状況でございます。以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。よろしいですか。はい。

Ａ委員から評価案の説明の中で頂いた，挙がっていた御質問は，以上かと思います。

評価に関連しましては，特に取り上げてこれを議論しておきたいというのは，Ａ委員か

らはなかったように思いますが，ほか，委員の皆さんから何か御意見，御質問なり，あり

ましたらお願いいたします。はい。お願いします。

（Ｋ委員）

すみません。評価ではないんですけれども。ちょっと質問なんですけれども，25ページ

の426番のところで，狩猟の免許所持者数ということで。これが増えてるということでこ

こも数値目標達成されてますので，全然よいと思うんですが。ただ，ちょっとお伺いした

いのは，目的のところでは新しくっていうことで女性や若年層を対象にというようなとこ
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ろになってるんですけども，実際に増えている数字の，この免許を新たに持った人の属性

をちょっと教えていただきたくて。つまり，目的どおり女性とか，あるいは若い人が持っ

たのか。

それともう一つは，地域の問題で，いわゆる地元の人がこの免許を持ったのか。それと

も地元でない，例えば，徳島市内の人なのかと。あるいは，やっぱり，地元の高齢者の人

で持ってない人が持ったのかと。ちょっと，その辺のところ分かるようでしたら教えてい

ただきたいと思います。

（危機管理部）

危機管理部でございます。

先ほど，お話しいただきました狩猟の免許の若年層あるいは女性の割合というお話でご

ざいます。すみません。今手元にございますのは若年層の割合だけでございますので，そ

の辺につきまして，若干説明させていただきます。

若年層につきはしては，以前ですと１％に満たないというような状況でございましたけ

れども，近年の状況で申しますと，平成29年度中で3.4％まで伸びているということで，

一応，若年層の割合が増えているということは確認してございます。

すみません。繰り返しになりますけれども，女性については資料がございません。それ

と，地域につきましても手元に資料ございませんので，申し訳ございません。以上でござ

います。

（会長）

はい。ありがとうございます。Ｋ委員さんいかが。よろしいですか。

（Ｋ委員）

結果が増えているのでよいのですけれども。ただ，多分，どういう人を目的として増や

すかというところは，結構大事かなというふうに思いますので。それとこれは，あくまで

もその人に免許を持ってもらうだけではなくて，恐らく，実際にその仕事をしていただく

というか，手伝っていただく機会をという話になったときに，その免許を持った人が高齢

者であったとしたら，長期的な話としては，なかなかちょっと難しい側面があると。

それと，地元でない人が持った場合に，果たして，言葉が適切でないかもしれないです

が，ペーパードライバーみたいな形で免許は持ってる，実際には免許を持っただけってい

うことになりかねないってことになると，あまり意味がないということになってしまうの

で。ちょっとその辺をお伺いしたいなと思ったところです。

（会長）

はい。ほかに委員の皆さんから御意見いかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｃ委員）

すみません。今のＫ委員さんと同じようなことなんですけれども，狩猟免許を所持する
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人を増やしていくということで進められてるんですけど，実際，山林とかでしたら獣害は

今どんどん増えていっている状況なんです。

それで，やっぱり，免許を取られたとしても，それを実際，実践というか，現場でどれ

だけの人たちがそれを使って，今おっしゃったようにペーパードライバーではなくて，実

際にそれを使う，実践していくというところも，ちょっと今後，様子をうかがってもらい

たいなというのはあるので，お願いしたいなと思います。

（会長）

はい。ありがとうございます。ほかに御意見。

（Ｂ委員）

はい。すみません。拙い質問で申し訳ないんですけど，先ほどの生物多様性の29ページ

のことなんですけれど。

非常にすばらしい活動だと思うんですけれども，とくしま生物多様性センターというも

のがどこにあって，どんなことをしているのか。リーダーも認定してるって，リーダーさ

んはどういうお仕事をしているのか。ちょっとお尋ねしたいなと思いました。

（会長）

はい。お願いします。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

とくしま生物多様性センターのお問合せを頂きました。

とくしま生物多様性センターについては，県庁に環境首都課という課がございまして，

これ，県民環境部の中にございますけれども，環境首都課の中に事務局を置いて，いろん

な生物多様性に関する活動というものをやっておるということでございます。以上でござ

います。

（会長）

リーダー。

（県民環境部）

申し訳ございません。生物多様性リーダーでございますね。

リーダーについては，環境に関する，県民の方に対するリーダー的な立場でいろんな啓

発活動に取り組んでいただいたり，徳島の自然の良さというもの知っていただいたりとい

うことで，リーダーを認定いたしまして，活動を行っていただいているというような状況

でございまして，29年度実績が54人というような状況になっておるところでございます。

これは今，勝浦川の方で研修といいますか，勝浦川を上流から下流まで一定期間ずっと川

の中を調べてもらって，勝浦川をモデルにして徳島の自然を知っていただく活動を行って

いただいて，それに７割以上参加した人にリーダー認定を行っているというような状況で
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ございます。

やはり若い人に参加していただきたいということもあって，高校生の方にも積極的にお

声掛けをさせていただいて，確か３名だったと思いますけれども，高校生の方にももっと，

本来もっと参加していただきたいんですけれども，高校生は３名参加をしていただいたと

いうような状況で，ちょっとまだ取組の方が54人ということで目標達成はしていないんで

すけれども。もう一方，生物多様性とくしま会議から推薦を頂いて，その方をリーダーに

認定するというような方法もありますので，今後，そういったところも活用して，是非，

目標の方は達成していきたいというふうに考えてございます。

県民の方のリーダーになる人をもっと多く養成をしていきたいというふうに考えでござ

います。以上でございます。

（Ｂ委員）

ありがとうございます。

私も以前，田園環境検討委員会というものの委員をさせていただいて，用水とかため池

を改修したりするときに絶滅危惧種を大事にしようみたいなことを県もしてくださって，

非常にこういう活動というのはすばらしいなと思うんですけれど。ただ，広報的に，県民

に余り知られてないなという思いがあって。

と，申しますのは，ある農薬をやるとミツバチが，日本ミツバチが絶滅してしまうとい

う。この頃，そういえばトンボも見かけないなと。やっぱり，農薬の種類によりまして，

そういう危害を，希少動物に影響を与えるみたいな農薬もございますので。そういう広報

をしていただいて，リーダーになる方にしていただいて，農家が除草剤を希少な植物にま

かないとか，農薬も心して使うとか，内容をよく吟味して使うとか，そういう広報も含め

てしていただけたら，本当にいろんな多様性が残るのではないかなと思いまして。はい。

（会長）

はい。ありがとうございます。

ほかに御意見。特に，評価に関わるところで御意見などいかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｇ委員）

20ページの主要施策５の「地域の良好な景観づくり」なんですけれども，これは評価が

Ａでもと思いました。

まず，409の公園の花壇が，実績値は目標値よりも倍になってますし，あと，今後の取

組方針を見ましても，30年度は22区画の花壇を設置するとされてまして。そのほか見まし

ても，達成見込みもおおむね順調とありますし， 411番のガードレールの設置延長だけが

○で。でも実績値は伸びてますので，ここの景観づくりに関してはＡでもいいかなと思い

ました。

（会長）

はい。という御意見ですが，いかがでしょう。
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Ａ委員さんどうでしょう。

（Ａ委員）

木製ガードレールがなかなか難しいっていうのは，それなりの理由があるんでしょうね。

数字的なものを基本に評価してますので，その辺りちょっと。

（会長）

はい。その辺り御説明いただけたら。

（県土整備部）

県土整備部でございます。

なぜ進まないのかといったところでございます。

これは２点ございまして。１点が，かなり高額のものでございます。通常，鉄で，塗装

でした物と比べると，防腐とか，強度を持たせないといけないものになりますので，木製

の方が少しお値段が高くなります。

そういったことが１点と，街に突然木のガードレールが出現するということも，なかな

かこう，あり得ないなというところでございまして。去年設置したのは国道438号の道の

駅の「温泉の里・神山」などで，いったん設置しているところの延長を伸ばしていくよう

な形で，作っていくところも選んでいるといったところでございます。

当然，県産の木材をどんどん活用していくという大きな政策の中で，景観とマッチしな

がらといいますか，そういったところも十分に選びながら進んでいるというところでござ

いまして。単純にお金を投入だけすれば伸びるようなものとは，ちょっと思っていないと

いう状況でございます。以上でございます。

（Ａ委員）

前年度は☆２つのＡだったんですよね。ですから，そういうふうなことを考えると，Ａ

にしても決して不思議ではないというふうに思います。

（会長）

はい。では，Ａ委員さんからもＡでもいいのではとありましたので，こちら「地域の良

好な景観づくり」，重点戦略３，主要施策５ですが，評価をＡにするというふうなことで

よろしいでしょうか。

はい。それでは，Ａという具合にしたいと思います。

そのほか御意見いかがでしょうか。はい。

（Ａ委員）

評価私案を発表した本人が言うのは問題があるかもしれませんけれども，主要政策の２

「きれいな水環境づくりの推進」で汚水処理人口増加数，あるいは市町村設置型浄化槽の

設置基数というふうなところを基準にしてＣにしている訳なんですが，前年度は一つ☆の

Ｂだったんですよね。
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ちなみに，私は石井町という所に住んでおりますが，５月１日から８月31日前後，ある

いは９月の中旬ぐらいまで麻名用水がかなりの水量で流れます。だから全く問題ないんで

すが，冬の間は，例えば，私の家のトイレの浄化槽の上水は麻名用水に流している訳です。

もちろん上水だけですけれども。

ですので，そんなに，下水がないから不自由しているかっていうと。これは，自分たち

が夏の間は，まさに作物を作る用水として使っている訳ですから，それなりに円は完結し

てるんですね。だからこそ余計に，市町村が作った計画をずっと足していっても，なかな

か実績が伸びないっていうふうところに落ち着くのかなという気もします。

そういうふうなことを考えると，私はこれ最初Ｃという評価にしておるんですが，どな

たか助け舟があればＢにしてもいいかというふうに思うんですが，いかがでしょうか。

（会長）

なるほど。という御意見。ヘルプといいますか，助け舟が欲しいということだと思うん

ですが，いかがでしょうか。

「きれいな水環境づくり」の推進，Ｋ委員さんどうでしょう。

（Ｋ委員）

Ａ委員がおっしゃったことは，そうだと思いますので。実際に水との距離感の近い方が

そういうお話をされるということは，その意見の方が大きいのかなと。

僕自身なんかは，単純に水道をひねって水が出てきたとか，あるいは，下水の方だった

ら，ジャーっと流して終わりっていうことで，水の質に関してとか，場合によっては水が

不足するとかいうようなところについての関心みたいなものはあまりない。あまりないと

いうことは，そういう最低限のインフラのところに関わるような部分について，全く不自

由ない生活をしているから，そのように感じてるということだと思いますので。そこは，

水に対しての距離感は，いろんな人によってかなり違うと思います。そちらに関して，近

い方の意見を重視すべきではないかというふうに思いますので，そういう意見でしたらＢ

でもというふうには思います。

（会長）

はい。ということですが，Ｉ委員さん。

（Ｉ委員）

はい。評価していただいた方が上げたいというのであれば，もう僕は何も文句はないか

なと思います。

また，あと数字もそんなに悪くはなくて，駄目なところもまだ出てないんですよね。結

果が出てないので，この辺も含めてそれほどＣにする必要もないのかなとは思います。

（会長）

はい。では，こちら評価Ｂということでよろしいでしょうか。

はい。それではＢにしたいと思います。



28

そのほか御意見，いかがでしょう。

もしなければ，この辺りで評価を決定したいと思います。それでは，この辺りで基本目

標４の評価を決定したいと思います。

評価案から変更があった箇所をまず確認します。

変更は２か所でございまして，一つ目が重点戦略３，主要施策２「きれいな水環境づく

りの推進」，こちらがＣからＢ。

そして，二つ目が同じく重点戦略３，主要政策５「地域の良好な景観づくり」，こちら

がＢからＡという具合に評価案から変更があったかと思います。

それ以外は評価案のままということでよろしいでしょうか。はい。

それでは基本目標４の評価をそのように決定いたします。

次に，総合的な観点からの意見・提言をお願いしたいと思います。まず，評価案を作成

いただきましたＡ委員からお願いいたします。いかがでしょうか。

（Ａ委員）

この重点戦略の３に「『未来への贈り物』美しく豊かな環境の継承」ということがうた

われている訳ですけれども，以前と比べると，随分と環境に対する県民の意識は変わって

きてると思いますね。

例えば，私の地元の石井町ですけれども，以前であれば牛の排せつ物をトラックで運ん

できて，そこら辺にちょいとまいてあるみたいなこともありましたけども，最近は牛の数

自体が減ってることもあってですね。あるいは，もう一つは，一般の町民の方の意識も，

やっぱり清潔ということに対する意識が随分変わってきてると思うんですね。

ですから，おおむね良い方に推移しているとは思いますが，でも，何か与えられたもの

に安住していては，本当に「未来への贈り物」というふうに言えるかどうかちょっと疑問

な部分もありますのでね。やはり，学校教育の中で環境の大切さとか，そういうふうなこ

とも，教育委員会等とも連携をして進めていただければ有り難いと思います。以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。

そのほかに御意見，御提言いかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｋ委員）

基本目標の４番というのは，幾つかある基本目標の中でも，目先の問題として，今そこ

にある問題を何とかしなければならないという訳ではなく，あくまでも長期というか長い

スパンを経たときに，そこから逆算して今の段階でどういうふうに考えたらいいのかと。

恐らく，徳島県の直面する問題からすれば，他の基本目標の方が優先順位が高くなりが

ちだとは思いますけれども，基本目標として設定されており，環境問題に関して，時期に

よって，多分，人々の関心の強弱は大きく分かれるとは思いますけれども，ただ，こうい

う会議でこういう問題も非常に大事ですよっていうようなところを議論しているというこ

とは，この問題に関しても，もっと積極的に取り組むべきところがあるんじゃないかとい
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うふうには思いますので。

当然，社会保障とかそういう方が直面する問題だとは思いますけれども，こちらの方も

是非とも努力していただきたいというふうには思います。

（会長）

はい。ありがとうございます。

ほかにいかがでしょう。よろしいでしょうか。

これまで何年も司会をしてきて，初めて定刻どおりに終わりそうという気がして良かっ

たと思ってるのは。でも，御意見ありましたら何なりと遠慮なくおっしゃってください。

はい。どうぞ。

（Ｋ委員）

時間あるんですか。

（会長）

はい。よろしいですよ。はい。

（Ｋ委員）

一つ前のものでもよろしいですか。

（会長）

はい。大丈夫です。

（Ｋ委員）

基本目標３のところでちょっとお伺いしたいと。ちょっと気付いたんですけれども，評

価とかその辺については全く関係ないので，３－３－５の「『長寿命化プロジェクト』の

推進」のところなんですけれども。

31ページのところで，公共施設の老朽化に備えてということで，これをいろいろ対策を

とる必要があるだろうと。ここの話で，当然，その計画及び実績値がクリアされてるんで

評価の問題は全然ないんですけれども，ちょっと教えていただきたいのは，短期の，つま

り，あくまでもこれは４年間の計画ですけれども，この話は10年，20年，30年先まで考え

てだと思いますから，実際に徳島県が直面する公共施設の老朽化の問題に関して，平成35

年，平成40年，平成50年というふうにどんどんその対策をとらなければならない施設が右

肩上がりで増えていくのか。それとも，どこかの段階でピークを越えて，何年まではこの

対策は必要だけれども，どこかの段階からはあまり対策をとらなくてもいいよっていう，

どこかのピークがあるのかって，ちょっとその辺が分かるようでしたら教えていただきた

いと思うんですけれど。

（会長）

はい。お願いします。
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（県土整備部）

県土整備部でございます。

この老朽化対策に対してのピークはあるのかといったところでございます。

高度成長の時に，例えば，橋りょうでいえば，その時に一番造ってきたわけでございま

す。

それをコスト。架け替え。最後まで，壊れてしまうまで使って一気に新しいものを造っ

てしまうのではなくて，早め早めに手を打っていくといったところで，トータルのコスト

を抑えようというものでございます。

橋りょうなんかでいいますと，私どもと同じように40，50歳を超えている訳でございま

す。あと10年たてば60歳，また70歳となっていく訳でございます。けれど，それをしっか

り使っていく。70歳になったから新しくするというものではなくて，しっかり使っていく

っていうことが大事であると思います。

ということで，この老朽化対策というのは，ますますといいますか，これからもしっか

りと対応をとっていかなければならない施策だと思っております。以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。

よろしいですか。

（Ｋ委員）

高齢化の問題と一緒で，多分，ずっと，どこかの段階で問題が解決する話ではなくて，

永遠という話かなと。なおかつ，いきなりどこかの段階で使えなくなるっていう訳でもな

いのでと。ただ，恐らく，そのレンジの問題と，それからリスクの問題を，あと予算とい

うか財源の問題を判断しながらという，難しい話だと思うんですけれどもと。

当然，そこは，短期の話ではなくて10年，20年のスパンという話だと思いますので。政

策を考えるときの時間軸の問題で，かなり長期の問題で考える必要があるし，金額のベー

スも大きいと思いますので。更に安全の話が加わるということで，是非ともよろしくお願

いいたします。

（会長）

他に，いかがでしょうか。

よろしければ，時間の都合もございますので，この辺りで終了したいと思います。

それでは，本日の会議内容について何か御意見等がございましたら，後日でも結構です

ので，事務局まで御連絡いただけたらと思います。

また，先週の第１回会議で決定しましたとおり，本日御論議いただいた評価結果や基本

目標ごとの意見，提言等につきましては，事務局で整理いたしまして，御確認いただいた

上で総合計画審議会に提言したいと考えております。

また，本日の会議録については，事務局で取りまとめた後，私が確認した上で，県ホー

ムページなどで公表したいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
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以上をもちまして，本日の議事を終わります。委員の皆様，長時間にわたってお疲れ様

でした。また終始，御熱心に御論議いただきありがとうございました。

県の関係部局の皆様にも一言お礼申し上げます。

おかげをもちまして，有意義な会議となったと思います。ありがとうございました。

それではマイクを事務局にお返しします。

（事務局）

会長さんをはじめ，委員の皆様には，長時間にわたり活発に御論議いただきましてあり

がとうございました。

頂きました御意見，御提言につきましては，今後の県政運営にしっかりと生かしてまい

りたいと考えております。

なお，次回，第３回会議につきましては，８月21日火曜日，午後１時半から当会議室に

て開催させていただきますので，委員の皆様におかれましては次回につきましてもよろし

くお願いいたします。

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させていただきます。

本日は，誠にありがとうございました。


