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令和元年度 県政運営評価戦略会議（第３回）

１ 日 時 令和元年８月９日（金）午後１時３０分から午後３時１１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。） 田中 稔 監察局長

石田 和之 金井 仁志 危機管理部副部長

伊庭 佳代 飯田 博司 政策創造部総合政策課長

植田 美恵子 臼杵 一浩 経営戦略部総務課長

近藤 明子 山根 泰典 県民環境部副部長

坂本 真理子 島尾 竜介 保健福祉部副部長

田村 耕一 春木 尚登 商工労働観光部副部長

南波 浩史 森口 浩德 農林水産部副部長

久岡 佳代 谷本 悦久 県土整備部副部長

藤原 学 竹岡 正雄 南部総合県民局副局長

桝本 久実 大塚 二朗 西部総合県民局副局長

仁木 伸一 企業局副局長

阿宮 広明 病院局総務課長

東條 正芳 教育委員会事務局副教育長

船本 佳輝 警務部企画課長

佐々木 季裕 監察局次長

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，質疑及び評価の決定（資料３）
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■開会

（事務局）

それでは，ただ今から，令和元年度，第３回県政運営評価戦略会議を開会いたします。

石田会長，議事の進行，よろしくお願いいたします。

■議事：「新未来『創造』とくしま行動計画」の評価について

（会長）

皆さん，こんにちは。それでは早速，議事に入りたいと思います。

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と基本目標４

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の概要等について御説明

を頂きたいと思います。

（総合政策課）

「新未来『創造』とくしま行動計画」基本目標３の概要の説明（別冊）

（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いたします。

（Ａ委員）

何点かの質問とコメントをさせていただきたいと思います。

まず，２ページ目の240番につきまして，大変な取組がなされておりまして，全国大会

を幾度も開催をしていただいているというような積極的な取組がなされているのに，モデ

ルクラブ数が伸び悩んでいるのはどうしてなのかなということが気になりまして，ここの

ところを教えていただけたらと思います。

次，同じページの243番です。「消防団協力事業所表示制度」の導入ということにつきま

しては，消防庁も促進をしているところかと思います。その中で，導入の妨げになってい

るのは何なのかなというところと，もしかしたら，登録をするということに何か対応の手

間がかかるのかなというところをお教えいただけたらと思います。

次は４ページの250番でございます。ここに関しましては，どの業界も高齢化とか人材

不足というのが大きな問題になっています。その中でも，建設業はそれが深刻である傾向

にあると思います。

とはいえ，目標として掲げた値の７割にとどまっているというようなところから，全体

的に見てＣ評価とさせていただきました。今のはコメントです。

次が13ページでございます。13ページの284番につきましては，国などが実施予定の事

業の進捗率というのが低いため０件となっているのかなというところと，あとは，避難路

とか避難場所の確保というのが非常に重要であると考えられます。これに関しましては，
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避難場所の整備に積極的に取り組まれているというようなところから，これらのことを総

合的に評価しまして，Ｂ評価といたしました。

ここの285番についてもちょっと気になるところがあるのですけれども，それは，また

次に述べさせていただきます。

次が24ページでございます。これはコメントなのですけれども，24ページの308番につ

きましては，先ほど申し上げた13ページ，285番の項目と同じかと思うのですけれども，

事業としては全く進んでいないか，又はもしかしたら後退したというようなことが考えら

れるかと思うのですけれども，県単独で取り組むのがかなり，非常に厳しい事業であると

いうことと，あとは，307番に関しまして，渋滞の対策が着実に進んでいるというところ

から総合的に判断いたしまして，Ｂ評価とさせていただきました。

次，最後が36ページの337番です。これに関しましては，「食の安全安心学び推進プログ

ラム」の開催回数が減少している理由は何かということをお教えいただきたいと思います。

これに関連するところで，適正表示推進事業者の認定数も伸び悩んでおりまして，その

要因は何かということもお教えいただけたらと思います。もしかしたら要件を満たすレベ

ルの事業者が少ないのか，それとはまた別で，申請等にかかる手間とか，あとはメリット

をあまり業者さんが感じておられないのかなというようなところで，お教えいただけたら

と思います。

以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。

質問と，あとコメントと，２種類あったかと思います。

質問としては，まず，２ページの番号240番と243番，そして13ページの番号284番，そ

して最後36ページの337番，この４か所だったかなと思います。

途中で，285について，また後でとおっしゃっていたような気がするのですが。

（Ａ委員）

285につきましては，その次の308番と同じ項目かと思いますので。

（会長）

ということで，これも特に質問はなくて。

（Ａ委員）

コメントでございます。

（会長）

コメントとしては，今の285，あるいは308のところと，４ページの250番も，これはＣ

評価ということに関連してコメントということでよろしいですか。

（Ａ委員）



4

はい。

（会長）

はい。では，Ａ委員さんから御説明いただきました。

まずは，このＡ委員さんからの質問に関連するようなところで，ほかの委員さんから，

もし，関連して御質問等あればお願いいたします。

では，すぐには出てこないかもしれないので，また後でも構いませんので，質問があれ

ばお願いいたします。

まず，それでは，Ａ委員さんからの質問に対して，担当の部局の方で御説明いただけれ

ばと思います。

番号の順番にお願いしようかと思います。まず，２ページの240番。特に，モデルクラ

ブの選定数，そちらの方に関連してかと思いますが。

はい。お願いします。

（危機管理部）

危機管理部でございます。

現在，小学校，中学校を対象に少年消防クラブの設置の要請等を行っておるところでご

ざいますが，県内には，現在，少年少女消防クラブが33クラブあります。この中から，モ

デル的な，先進的なクラブ，規範となるクラブをモデルクラブに認定するということで，

いろいろ働きかけております。

年１回，少年消防クラブニュースを発行したり，学校に呼びかけたりしておりますが，

現在，学校の方では，少子化による児童生徒の減少でありますとか，地域におけるコミュ

ニティの希薄化とか，他のクラブとの掛け持ちとかで，熱心に少年消防クラブだけの活動

でモデル的にはなかなか…。手を挙げてくれたら認定するのですけれども，なかなか推薦

が上がってこないということがありまして。

この７月31日から８月２日までは，全国少年消防クラブ交流大会を，今年３回目となり

ますが，本県で開催いたしました。そういうことを積極的にＰＲしまして，これからモデ

ルとなる規範的なクラブを増やしていきたいと思っております。

以上でございます。

続きまして，よろしいですか。

（会長）

よろしいですか。

（Ａ委員）

はい。

（会長）

はい。それでは，続きまして243番の方からお願いいたします。
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（危機管理部）

243番の「消防団協力事業所表示制度」の導入市町村数，目標24市町村が現在19市町村

にとどまっております。

これはどういう制度かと申しますと，消防団活動への便宜でありますとか，従業員の入

団促進などに積極的に取り組んでいる事業者に手を挙げていただきまして，協力していた

だける事業所には表示証を交付して店舗等に置いてただけるというようなことなのです

が，できていない５町を申しますと，上勝，神山，那賀，つるぎ，東みよしと，どうして

も山間部の市町村ができていないところでございます。

山間部の市町村でございますと，個人事業主とか小規模事業者が多くて，なかなか事業

者数が少ないと。なおかつ，表示制度を導入しなくても，実際，地元密着で消防団の活動

に協力いただいているといったことで，必要性が少ないといった事情がございまして，な

かなか協力は頂いてないのですけれども。

サラリーマン化が進む中で，分かりやすい協力事業者ということで，このあとも残り５

町について働きかけを進めてまいりたいと思っております。

以上でございます。

（会長）

はい。それでは，続きまして13ページの284番，こちらの御説明をお願いします。

（県土整備部）

県土整備部でございます。

本県では，津波避難困難地域の解消に向けまして，高速道路区域内における津波避難場

所の整備に取り組んでいるところでございます。これまで，四国横断自動車道の鳴門ジャ

ンクションから徳島間におきましては，徳島市，鳴門市，松茂町，北島町の２市２町で13

箇所，人数にして約6,350人を収容できる避難場所を整備しております。

284に記載しております徳島ジャンクションから阿南インター間につきましては，吉野

川の渡河橋とか，関連する工事で工程が２年ほど遅れておりますので，30年度に３か所整

備することはできなかったですけれど，令和元年，今年から３か所，工事に着手していく

ような状況でございます。

以上でございます。

（会長）

はい。それでは続きまして，36ページの337番。こちら，お願いいたします。

（危機管理部）

危機管理部でございます。

337番の「食の安全安心学び推進プログラム」の年間10回という目標に対して８回にと

どまっているということでございますが，これにつきましては，このプログラムの内容か

ら申しますと，食品製造とか飲食店とか一般消費者など，様々な立場から食品表示の適正

化や食の安全を推進するリーダー人材を育成するということで，平成27年度から実施して
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おります。

それで，昨年度につきましては，「食品製造責任者研修」を５回，「消費生活コーディネ

ーター特別研修」を１回，「ＨＡＣＣＰ導入担当者養成研修」を２回と，計８回といった

ことで，10回には届かなかったものではありますが，これまで順調に開催回数が伸びてき

ておりまして，昨年度，目標値を年間４回から10回に引き上げたといったところでありま

す。

ちょうど昨年度は，このプログラムに類似します取組といたしまして，消費者庁と連携

いたしまして，一般消費者向けのリーダーを養成する「リスクコミュニケーター養成講座」

というものを年間５回，別事業で実施したため，当プログラムの回数が年間８回にとどま

ったところでございますが，今後とも，様々な講座を消費者庁等と連携して企画しまして，

人材養成を進めていきたいと思っております。

関連して，２つ下の食品関連事業者等認定数も40件が32件にとどまっておるということ

でございますが，これにつきましても，そもそも，この事業につきましては，食の安全安

心の見える化に積極的に取り組んでおります食品関連事業者とか，飲食店営業者に手を挙

げていただきまして，認定していこうという制度でございます。

ただし，これにつきましては，各研修等で約250の事業者に声をかけたところですが，

それからホームページ等で情報発信とか，認定数増加に努めておる訳でございますが，ど

うしても，やはりメリットが少ないのかどうか分からないのですけれども，ＰＲ不足があ

りまして，目標40件に対して累計32件ということでありますので，今後，ケーブルテレビ

を使ったりとか，様々な研修会等を通じて，更なる周知を図ってまいりたいと思っており

ます。

以上です。

（会長）

ありがとうございます。

よろしいですか。

はい。よろしくお願いします。

（Ａ委員）

今，この認定数が，メリットがあまりないのかなというような御発言もありましたけれ

ども，それは，もし，ここの全体に対してそこまで重要な問題でなければ，別の指標を次

の計画のときには置いていただくとかという工夫をしていただけたらなと思います。

消費者庁関連で，かなり多くの取組をなされていますので，今，ここで案としてＣと出

しておりますけれども，Ｂ評価でもよいのかなというような印象でございます。

どうぞ，よろしくお願いいたします。

（会長）

はい。まず，安全・安心な食の確保ですが，Ａ委員さんからはＢでもよいのではないか

というふうな御意見が最後にあった訳ですが，いかがでしょうか。

はい。
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（Ｂ委員）

私も，基本的にはＢでよいのではないかという御意見に賛成です。

というのは，昨年の会議で，341番の認定の加工業者数が増えていないのではないかと

いう議論が出た時に，実は内容を厳しくしていて，その結果伸びていないのだという説明

が担当部局の方からありまして，それで評価を上げたという経過があると思うのです。

もう一つ，344の所の獣医師修学資金貸与者数が４人で△が付いているのですが，これ

は，非常に，元々問題の設定が難しいと思います。というのは，もし私の子どもが非常に

よく頑張って獣医の学部に行ったとしたら，できるだけ将来の選択肢は幅広くしておいて

やりたいと。だから，日本育英会の奨学金もあったりするので，なかなかこれは，やはり

思ったようには伸びないだろうなと思うというふうなことを勘案すると，Ｂでもよいのか

なという印象です。

（会長）

はい。ありがとうございます。

お願いします。

（Ｃ委員）

私も，同じわかめの所だけが問題だなというふうに思いまして。

非常に，認証制度の信頼性に向けてものすごく頑張ってくださっているのに業者数が伸

びないというのは，ものすごく小さな業者を勘定しているのかな，どうして認証がなくて

もやっていけるのかなみたいな…，どういうのでしょう。でも，鳴門産でないわかめが売

られていたりするのも確かなのですよ。そこをもうちょっと頑張っていただきたいなと。

でも，全体的に，食の安全・安心という点からすれば，我々，農林水産業者はみんな，

トレーサビリティーを出してから出荷していますし，安全という面では，本当に信頼性が

あると思いますので，私もこれはＢでよいのではないかなと。

ただ，このわかめが，何が厳しいのか分からないのですけれど…，という思いがします。

（会長）

はい。ありがとうございます。

（農林水産部）

農林水産部でございます。

鳴門わかめ認証制度の認定加工事業者数が目標どおり増えていないというふうなことで

御質問を頂戴しました。

先ほど，Ｂ委員からも御説明ありましたが，去年の会議でも話題になりまして，その時

の私どもの説明は，現在，県内に約80の加工専門業者があると。それから，養殖から加工

まで行う約200の漁業者の方がいらっしゃると。280名を一つの母体として，そのうちでき

るだけ取っていただこうというふうなことで，80の目標を設定したというふうに御説明を

申し上げました。
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ただ，その認定に当たっては，産地の証明でありますとか，加工履歴，それから更には

実地検査など，非常に要件を厳しく，的確にやっているというふうなところで，なかなか

ハードルが高いということで伸び悩んだ可能性があるというふうな御説明を申し上げまし

た。

これに関しまして，先ほどＢ委員さんから，そういうところは緩めることなくしっかり

やっていくべきだという御意見も頂いたところでございます。

ただ，実態としましても，30年度以降１社しか伸びておりません。厳しくやっていくの

は当然ですけれども，そこに認定を取るメリットがなかなかないのではないかというのが，

私ども一つの反省点かなというふうに考えております。

現在，認定を取りましたら，商品に貼る認定シールをお渡ししたりとか，県のホームペ

ージで，どういう業者の方で，どういう製品が認定されましたよという発信をしておりま

すけれども，更にそこからもう一歩踏み込みまして，例えば，そのホームページで，どこ

でその商品が買えますよとか，そういうふうなＰＲをしていけば，実際に取られた方にお

いてもメリットが出てくるのではないかというふうに考えております。

さらには，新しい行動計画におきましては，この数ではなくて，鳴門わかめの認知度を

高めることを目標とさせていただきまして，アンケート等も取らせていただいているとこ

でございますので，そういう方向でしっかり取り組んでまいり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。よろしいですか。はい。

では，いかがでしょう。特に御異論もなさそうなので，５の１，安全・安心な食の確保，

こちらは評価をＢにしたいと思います。

そのほかに，特に評価案から評価を変更した方がよいのではないかというふうなところ

を中心に。また，それ以外でも御意見，御質問あれば。お願いいたします。

はい。お願いします。

（Ｄ委員）

45ページの主要施策の７ですが，去年も出ましたかね，結論から言えば，私はＢ評価で

もよいかなと思ったのは，366番の無電柱化は，もうこれギリギリのところで伸び悩んで

いて△が付いている状態で，あとは367番のＬＥＤの信号器の割合，これすごく頑張って

くださっているおかげで，本当に運転しやすく，見やすくなったと，個人的には嬉しく思

っております。

もう一点，その下の368番の対向車接近表示システムが，ずっと累計が止まっている状

態なのですけれども，ここの内容をお聞きして，もしか，何か理由があると認められる感

じだったら，全体としてＢでもよいのではないかなと思いました。

（会長）

はい。ありがとうございます。

説明はどちらから。
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（県土整備部）

県土整備部でございます。

366の無電柱化の件について説明させていただきます。

県の方では，防災に強い道路ということで，無電柱化に取り組んでおりまして，今，県

管理道路では，宮倉徳島線と，あと鳴門公園線の方で事業をしております。

現在，30年度末では，目標が11.8キロメートルに対して約11.6キロメートルと，約200

メートル足らなかったのですけれど，実は用地関係でなかなか理解が得られなかったとい

う状況なのですけれど，それも解決しまして，今，工事を鋭意進めております。今年度の

完了ということで工事をやらせていただいておりますので，よろしくお願いたします。

それと，368の対向車接近表示システム。これが伸び悩んでいるのではないかというこ

とですけれども。

どういうふうなシステムかと申しますと，このシステムは，山間部等の道路が狭くてカ

ーブが多いようなところで，対向車が見えないと，行き違いがスムーズにできないと。そ

こで，対向車が来たら，反対側の運転手に分かるようなランプを付けて，対向車が来てい

ますよという表示をするシステムでございます。

現在，目標が28か所に対して26か所，２か所足らないということなのですけれど，最近，

ゲリラ豪雨とかが山間部で多く発生しております。そのため，県土整備部としては，その

ゲリラ豪雨によって倒木が発生して道路を閉塞しているような状況が多々見受けられてお

りますので，最近，道路沿線部の木を切っていっている訳なのです。

そうしたら，副次的に視距が良くなったというふうな御意見が出ておりまして。以前は

地元から視距が悪いので対向車接近表示システムを設置してくれという御要望が多々あっ

たのですけれども，それが最近少なくなってきて，適所といいますか，地元の方から要望

がなくなったということで，今，数字的には26か所で収まっているような状況でございま

す。

ただ，それぞれ，道路の特性に合わせて安全・安心を確保するためには，こういうふう

なシステムを用いるところもあるし，伐採とかをして視距を確保し，安全な道づくりをす

るというふうなことで，今，県土整備部としては進めております。

以上でございます。

（会長）

はい。よろしいですか。

（警察本部）

警察本部でございます。

（会長）

はい。お願いします。

（警察本部）
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番号367番ということで，評価いただきましてありがとうございます。

実績値に記載してあるとおりでございますけれども，平成31年３月末現在，車両用灯器

のＬＥＤ化整備率81.4パーセントということで，今後も引き続き，効果的な整備に努めて

まいる所存でございます。

仮の話ですけれども，現在のこの整備数，年間100灯を整備しておりますけども，これ

を維持したと仮定しまして，仮に全灯器数に変化がないと仮定しますと，100パーセント

の達成は令和５年度になる見込みでございます。

なお，車両用灯器のうち，矢印灯器のＬＥＤ化につきましては，平成24年３月に，全国

に先駆けて100パーセント完了しているところでございます。

以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。

（Ｂ委員）

ちょっと，関連で。

（会長）

はい。

（Ｂ委員）

昨年の会議で，もし，私の記憶が正しければ，交通事故による死亡者数，死者数が人口

十万人当たり全国順位が向上したというふうな話が出て，評価を変えたということが，ち

らっと頭にあるのですが，もし，詳しいことが分かればお願いしたいと思います。

（会長）

どちら。

（警察本部）

もう一度，すみません。

（Ｂ委員）

去年は，平成30年全国順位が人口10万人当たりの死者数が，ワースト17位と改善したと

いうことが部局から説明があって，評価を格上げしたという記憶があるのですが。

もし，私の記憶が正しいのか正しくないのか，そこから教えてもらいたいと思います。

（会長）

去年，そのような議論があって，特に，この施策７の中では交通事故による死者数とい

うのは重いといいますか，大きな意味があるのかなということで，当初の評価案ではＣで

あったところ，そういう議論をしてＢにしたというのが昨年の議論でございます。
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今回，今日ですけれども，これを見るとやはり△になっていて，目標としては20人台前

半というものが31人で達成されていないというふうなところもあるので，背景といいます

か，状況といいますか，なぜ達成できなかったか。これの理由というのもちょっと説明し

づらいかとは思いますが，状況を御説明いただけたらと思います。

例えば，全国の順位といいますか，徳島県がどんな状況なのかというところも併せて説

明していただけたらということになります。

（警察本部）

警察本部です。失礼します。

昨年は全国順位17位ということでございますけれど，30年度は19位ということで後退を

しております。

本来ゼロでないといけないもの，交通事故によりましてお亡くなりになる方，ゼロでな

いといけないというふうに考えておりますけども，なかなか歯止めがかからないというこ

とで，憂慮すべき事態であると認識しております。

いろんな施策を展開はしておりますけれども，なかなか歯止めがかからないという状態

でございまして，例えば，緊急交通死亡事故抑止隊という新たな部隊を編成をいたしまし

て，街頭活動を強化したり，あるいは死亡事故の多発地域に重点的に白バイを集中投入い

たしましたり，あるいはその自治体の方へ交通事故分析データを提供いたしまして，自治

体と協力した上で交通安全活動を行っていくとか。

当然，事故原因の分析などをしまして，交差点事故が多いということでございますと，

交差点における制服警察官でありますとかパトカーの駐留監視をしたり，あるいは飲酒運

転による事故があるということになれば，その悪質性の高い飲酒運転でありますとか速度

超過の取締りをしましたり，自転車事故のためにはヘルメットの着用促進の広報啓発活動

を積極的にしたりということで，いろいろ行っておりますけども，結果が伴っていないと

いう状態でございます。

引き続き，地道にコツコツと継続していろんな取組を総合的にはやっていくという以外

にはないのかなと思っておりまして，なかなかその目標に近づけておりませんけども，第

10次の徳島県交通安全計画に示しております20人台前半以下，可能な限りゼロに近づける

という目標達成に向けまして，引き続き，関係機関，団体等と連携をいたしまして，事故

実態に即した各種交通事故防止対策を推進していきたいというふうに考えております。よ

ろしくお願いいたします。

それと，先ほどのＬＥＤのことで，毎年100機と御説明しましたが間違っております。

毎年300機を整備しております。よろしくお願いします。

以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。

Ｂ委員さんいかがでしょう。状況としては，悪くはなっている。

（Ｂ委員）
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去年，かなり議論が進んでＣをＢに変えたという経過がありますので，ほかの委員さん

にも御意見をお聞きして，お決めいただきたいと思います。

（会長）

はい。いかがでしょう。

はい。

（Ａ委員）

今，御説明していただいた中でも，交通事故に関しましては，本当に県民が，それぞれ

一人ずつが意識を持って動かないといけないなというところかと思います。

そのためにも，どんどん，何て言うのでしょうか，意識改革も含めて，いろんな取組を

行われているところと。

無電柱化につきましても，用地買収の問題で遅れていたのが，もう進み始めているよと

いうところと，あと対向車の接近表示システムにつきましては，設置をすることが目的で

はなくて，この課題を解決することが目的ですので，そこの辺りがクリアになって，状況

としてはとても良い方向に進んでいるというようなところでございますので，私も，御提

案のありましたとおりＢ評価でよいかなというような印象でございます。

（会長）

はい。特に御異論なさそうなので，それでは，この重点戦略５の主要施策７になります，

交通ルール遵守とマナーの向上，こちらをＢ評価にしたいと思います。

交通事故に関連してですけれども，いろいろやっていただいているというところだと思

うのですが，これは随分前に，私が，別の，県ではないです。よその所で似たような話に

なった時に，小学校の周り，学校の周りなので車が来て危ない。急に止まれない。子ども

たちにぶつかっても危ないからというので，道路といいますか，路面をザラザラに，止ま

りやすくなるような，そんなふうに改良したという話がありました。

経済学者はそれを聞くと，なるほど，もっとスピードを出しても急に止まれるんだと。

そういうのが経済学者の発想で。

本当に事故を防止するには，むしろ車を入れない。あるいは，よく駐車場なんかにある

ボコッと盛り上がってスピードが出ないような路面にする。

すぐ止まれるようにすると，ではもっとスピードを出しても止まれるではないかと。普

通はそんなこと思わないかもしれないのですが，インセンティブとしてそういう効果があ

るので，あまりよろしくないなと思ったりもします。

もしかしたら，事故が多い場所が分かっていたりするのであれば，今までと違ったやり

方をすることで少しでもゼロに近づけられるなら，そういうのもありかなと思ったりいた

しました。

ちなみに，その時の委員会では，僕のこの発言は完全に無視されたという経験がありま

す。そういうことでした。

それでは，いかがでしょう。ほかに評価に関わるところで，御意見。評価を引き上げる

べき，引き下げるべき，どちらでも構わないのですが，ございましたら。いかがでしょう
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か。

（警察本部）

すみません。もう１点，訂正をお願いいたします。申し訳ございません。

先ほどの17位，交通事故の順位でございますけど，17位が19位に後退したと申し上げた

のですけども，資料が間違っておりまして，14位に良くなっておりました。

申し訳ありません。

（Ｂ委員）

それを聞いて安心しました。

（会長）

分かりました。はい。ありがとうございます。

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

よろしければ，評価をこの辺りで決定しようかと思いますが，よろしいですか。

それでは，評価案から変更になった箇所を確認しておきます。

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，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。

そのほかは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。

＜異議なし＞

はい。では，そのように評価を決定したいと思います。

続きまして，総括的な観点からの意見，提言をお願いしたいと思います。

まずは，評価案を作成いただきましたＡ委員さんから，ありましたらお願いいたします。

（Ａ委員）

ここは，「安全安心・強靭とくしま」の実現というところで，最近知事もよくおっしゃ
きようじん

っているように，災害列島と人口減少というのが国難ですよと。

その中で，徳島県がどういうふうに取り組んでいかないといけないかというところを御

検討していただきながら，積極的に多くの取組をしていただいているところかと思います。

これもしたい，これもしなければということがたくさんあるかと思うのですが，その中

で効率的，効果的にできるようにいろんな検討をしていただくとともに，社会の流れはど

んどん変わっていきますので，その中で柔軟に御対応いただけたらというふうに思います。

戦略的に資金の獲得等もなさっているかと思いますので，その辺りも，重点的に取り組

むべきところには重点的に予算も配分してということも御検討いただけたらというふうに

思います。

全体的に，本当にたくさん取組をしていただいてありがたく思っております。

以上でございます。

（会長）
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はい。ありがとうございます。そのほかにありましたらお願いいたします。

（Ｅ委員）

一点だけ。

今も「安全安心・強靱とくしま」ということで，特に人材育成という観点から，高校生

の防災クラブが全校に設置できたという，良い方向になっていると思うのですね。

やはり，防災クラブもそれぞれの学校で特性などがあったりとか。可能な限りお仕着せ

の防災クラブではなくて，それぞれの高校生の，例えば，発想であったりとか，そういう

こと，機能が発揮できるような，そういうクラブに。子どもたちがその場面を通じて自立

ができるような，自主的な活動を保障するようなそういう防災クラブがよいのではないか。

そのこと自身が防災力を高めていくことにつながってくると思いますので。

次代を担う高校生が，そういう発想で防災クラブを運用していくというふうなことを，

是非，御配慮いただいたらと思います。

以上です。

（会長）

はい。ありがとうございます。

ほかに御意見いかがでしょう。よろしいですか。

それでは，基本目標３の評価，議論をここまでにしたいと思います。

続きまして，基本目標４の評価を行いたいと思います。

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４の概要等について御説明

を頂きたいと思います。

お願いいたします。

（総合政策課）

「新未来『創造』とくしま行動計画」基本目標４の概要の説明（別冊）

（会長）

はい。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）

ここも１つコメントと，４つ質問させていただきたいと思います。

まず，２ページの377番なのですけれども，ここはコメントです。民間の取組を見てい

ただきながら，企業とか県民の漁業協調型洋上風力発電に対する理解促進がなされている

のかなというようなところと，当初計画とは異なるところではあるのですけれども，今回

は民間が生きるという形で，県主導ではない新たな方法を探られたというところかと思い

ます。

ここは，当初の目標とは違いますので○というふうになっておりますが，そういうこと

を，民間の力をしっかりと生かしていただいたというところで，Ａ評価というふうにさせ
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ていただきました。

次から質問させていただきます。

５ページの386番，お願いいたします。ここもかなり難しい，スマート社会モデル地区

という，大規模となるので難しいとは思うのですけれども，実証実験が行われているとい

うところで，積極的に取組がなされているのですけれども，このスマート社会モデル地区

の構築ということに関しては，そこにまだ至っていないのかなというところでございます。

この中で，現実的に考えたときに，この実現に向かうまでに何がネックになっているの

かなというところを教えていただけたらというふうに思います。

次が11ページでございます。402番をお願いいたします。ここに関しまして，エコスク

ール化県立学校数が伸び悩んでいて，近年は42校のままと。こういうふうに伸び悩んでい

る要因は何かというところをお教えいただけたらと思います。

例えば，予算的に厳しいとか，あとは学校の統廃合による影響もあるのかなというよう

なところも考えられますので，ここに関してお教えいただけたらと思います。

次が12ページの405番をお願いいたします。この中で，市町村設置型浄化槽の設置基数

は目標に達していないのですけれども，順調に数を伸ばされている。

一方では，汚水処理人口増加数について，目標値を見ると29から30年にかけて大幅に増

加させる計画になっているかと思うのですけれども，どうしてこんなに大幅に伸びるよう

にお考えになったのか，増加させることができる何かを秘策があったのか，それが実現で

きなかったのかというところをお教えいただけたらというふうに思います。

次，最後です。17ページの421番をお願いいたします。421番で「スーパーエコショップ

（仮称）」制度の認定数がゼロ店舗というところですけれども，先ほどと似たようなとこ

ろですけれども，要件が厳しすぎるのか，あとはもしかしたら制度自体が現状に即してい

ないのか。あるいは，これを申請することの手間とか，それによって得られるメリットを

感じられていないのかというところをお教えいただけたらと思います。

以上でございます。

（会長）

ありがとうございます。

最初の377番以外は質問というふうなところだったかと思います。Ａ委員さんからの質

問に関連して，もし併せて御質問がありましたら，ほかの委員さんからもお願いいたしま

す。

はい。

（Ｅ委員）

一点だけ，Ａ先生に質問なのですけれど。

（会長）

どうぞ。

（Ｅ委員）
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21ページの434番のイノシシの捕獲頭数は○になっているのですけれど，前年よりは少

ないですけれど計画よりは多い。これは○でいいのですか。◎ではないのですか。

（Ａ委員）

今，私もこれを拝見しますと。一回だけ，28年度に達成ができていないので４年度間と

いうことを考えると○。そうですね。

（Ｅ委員）

28年度ですね。

（Ａ委員）

そうですね。はい。

30年度だけの達成度だけでなくて，４年間で考えられているかなと思います。

（会長）

はい。

（Ｅ委員）

Ａですからよいのですけれども。

（会長）

ほかに，いかがでしょうか。

（Ｅ委員）

せっかく声をかけてくれているので，あと一点だけ。

421番のところで，431番にも関連をいたします。プラスチックゴミの関係ですけれども，

ちょうど鳴門からずっと南の方にかけて，ボランティアの方々がいろいろ，プラスチック

ゴミも含めて海岸線の清掃活動をされておりまして。あるボランティアの方がした場合に

はその市町村も拾ってきたゴミの処理をしてくれる。拾ってきたゴミの処理をしてくれな

い場合もあるのだということを聞いたことがありまして。

したがって，東部沿岸の自治体の連携といいますかね，ボランティアの方々に集めてい

ただいた様々なゴミを，それぞれの自治体の焼却場とか，そういうところで処理ができる

ような連携をしていただいたらよいのになという話を聞いたこともありますし。この自治

体はしてくれる，この自治体はしてくれないみたいな話もあったりして，可能な限りとい

うか，ボランティアの方々に集めていただいたゴミについては，その自治体のところで処

理ができるように，県の方からも各自治体との連携が取れるようにしていただいたらどう

だろうかというふうには思いました。

以上です。

（会長）
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はい。ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

今のボランティアの件，また最後に，県民環境部になるのですかね，コメントを頂くと

して。Ａ委員さんからありました質問の方の御説明に移りたいと思います。

まず，５ページ，386番，こちらについてですが，いかがでしょう。

はい。お願いいたします。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

386番のスマート社会モデル地区の構築ということで，現状で構築に至ってない説明を

させていただきます。

エネルギーの効率的な利用や環境負荷の少ない自然エネルギーの積極的な活用など，当

初目指していた省エネのモデル地区につきましては，マリンピア沖洲産業団地における小

型電気自動車の実証実験など，そのほかカーシェアリングの利活用に関するモデルプラン

の策定などを実施し，スマート社会の構築に向けて準備してきたところでございます。

そういう中，これらを検討する中で，モデル地区の構築には多額の費用が必要であると

ともに，市町村や民間企業との連携，これが必須となるところでございます。

そういう中で，方針転換になったところでございますけれど，このため，これら検討結

果を踏まえながら，太陽光発電などの自家発電した自立分散型の電力を活用した，加えて

災害時にも対応する蓄電池を備えた，この５ページにも記載があるのですけれど，ＺＥＨ，

ゼッチということで，ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスや，ネット・ゼロ・エネルギー

・ビル，ＺＥＢ，ゼブというのですけれど，その設備導入に対する支援を行うなどにより

まして，スマート社会の構築に向け，全県に広く展開していくこととしたいと考えており

ます。

以上でございます。

（会長）

はい。よろしいですか。

続きまして，11ページの402番。こちらの方についてお願いします。

（教育委員会事務局）

教育委員会でございます。

エコスクール化県立学校数の伸び悩みということで御質問いただきました。

まず，エコスクールが何かということから御説明させていただきたいと思います。

文部科学省の方から出ておりまして，学校施設について，環境・エネルギー教育の教材

として活用できる学校施設の整備を推進していくということで，例えば，太陽光発電であ

るとか，バイオマス熱を利用したとか，建物の緑化であるとか，環境に配慮したような施

設整備を行っていくということを目的とした学校をカウントしていくということになって

おります。

そういう中では，県立学校については，耐震改修でありますとか，老朽化した建物の長
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寿命化の改修とか，あるいは新築というような機会を捉えて工事をしてきておりまして，

そういう中では，環境に優しく作れる環境負荷の少ないような材料の活用，例えば，石材

であるとか県産の木材を使ったりとか，あと先ほども出ましたけれども，ライフサイクル

を通じたコストの低減，エネルギー負荷を少なくするための太陽光等の自然エネルギーを

利用したようなということでやってきております。

そういう中では，耐震改修とか，今申し上げましたような長寿命化の改修に合わせて順

次行ってきておりまして，今後も，そういう中でしっかりとエコスクール化に努めてまい

りたいと考えております。

よろしくお願いします。

（会長）

よろしいですか。はい。

それでは，12ページの405番。こちらの方をお願いします。

（県土整備部）

県土整備部でございます。

405番で二つ質問いただいております。

市町村設置型の浄化槽についてなのですけれど，県では，単独浄化槽から合併処理浄化

槽への転換を促進するため，市町村が行う浄化槽設置費補助への助成を行ってきたところ

なのですけれど，もう既に水洗化されている単独浄化槽の家庭では，合併処理浄化槽へ転

換する意識がなかなか働きにくいと。また，浄化槽設置工事費の６割ぐらいの自己負担が

いるということで，なかなか進んでない状況です。

このため，設置時の個人負担が約１割と少ない，市町村自らが設置主体となって計画的

に合併処理浄化槽の面的整備を行う市町村設置型浄化槽を促進をしてまいった結果，三好

市の方で27年度から事業開始しまして，年100基程度増加するようなことになりました。

平成30年度，その結果，累計が955基，計画では1,090基なので，135基足りないような

状況になっています。

しかしながら，この秋，令和元年の秋に，東みよし町でもこの市町村設置型浄化槽の取

組を開始するということなので，またこの基数は増えていくような状況でございます。

それと，その上の汚水処理人口増加数。この目標，どういうふうな立て方をしたのかと

いうお話なのですけれど，徳島県における汚水処理人口普及率，平成26年末時点で55.7パ

ーセント，これ全国最下位になっております。徳島のきれいな水環境を創造するためには，

下水道や浄化槽などの各種汚水処理施設を整備することが必要と考えておりまして，平成

22年から平成25年までの４年間の増加数が4.2万人という結果が出ておりました。それを

次の27年から30年，４年間で倍増，頑張っていこうというような意気込みで，8.4万人と

いう目標を掲げておりました。

やはり，汚水処理人口を増やすためには，先ほどの単独から合併に結びつけるには普及

啓発が大事ということで，いろいろ街頭キャンペーンとか出前講座とか数多く行ってきた

のですけれど，なかなかちょっとその辺り，ＰＲが結果的には足らなかったというふうな

ことで伸び悩んでいるのが一つと。
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それと，これも市町村の補助事業でやっておりますので，最近ちょっと，補助事業の要

件が厳しくなって，今まで補助事業としてやれていたものがなかなかやれなくなった。

それから，最近，先ほどもちょっと安全・安心のところでも出たのですけれど，ゲリラ

豪雨とか，そういうふうな異常気象が発生して，汚水処理も大事なのですけれど，内水処

理関係にも予算を市町村は回さなければいけないというふうな状況もございまして，なか

なかちょっと伸び悩んでいるような状況でございます。

以上でございます。

（会長）

よろしいですか。はい。どうぞ。

（Ａ委員）

今の御説明で，整備していても家庭まで引き込んでくれるかというところがかなり重要

かと思いますし，それは県民がやると判断するかどうかというところかと思います。

市町村設置型浄化槽の基数につきましても，順調に今後進んでいくような方向にあると

いうようなところの御説明もありましたので，ここは案でＣとしておりますけれども，Ｂ

評価でもよいかなというところかと思います。

もう一点，ちょっとお願いします。16ページの地域の良好な景観づくりの所で，先ほど

の基本目標３の時に御説明いただいたとおり，418番に関しましては，用地買収も解決し

て順調に進んでいるというようなところだったかと思いますので，ここも案はＣとしてお

りますけれどもＢでよいのかなというふうな考えでございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

（会長）

はい。評価の変更につきましては，また後で議論するとして，質問への御説明を進めた

いと思います。

17ページの421番。こちら，お願いいたします。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

17ページの右側に記載のございますように，「スーパーエコショップ」制度の基礎とな

る「エコショップ」につきましては，436店舗ということで認定をしているところでござ

います。そういう中，この制度自身が古くなってきたということで，ちょっと進化してい

こうということで，スーパーエコショップ制度ということで。

実は，昨年もこの辺り説明させていただいたのですけれど，非常に，この認定要件とす

る達成基準，これが高すぎるということで。

エコショップにつきましては８項目の基準設定をしまして，例えば，簡易包装とか，プ

ラスチックトレイを使っていない。この辺り簡便化しまして認定をしていくというところ

で。一方で，スーパーエコショップにつきましては，８項目プラス７区分40項目程度とい

うことで，非常に，スーパーにとってもこの条件設定等が厳しかったというところで，ス
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ーパー等の希望若しくは申請がなかった状況でございます。

そういう中，今後につきまして，県といたしましても，プラスチックゴミや，まさしく

食品ロス，食べきり協力店及び省資源，省エネルギーなどに焦点を絞った中で，より実効

性のある制度となるような制度見直しの検討を行いながら店舗数の増加に努めていきたい

ということで，新行動計画の中では，この辺りを発展的に移行していきたいということで，

プラスチックゴミの削減協力店として，先ほど委員ら御説明もありましたように，プラス

チックゴミに焦点を絞ったような形でやっていきたいと考えております。

以上でございます。

（会長）

よろしいですか。はい。

続きまして，Ｅ委員さんからありましたボランティア関係でございます。

ボランティアといえば県民環境部。でも，恐らく，事業としてはこの13ページの408だ

と，ここには農林と書いてあって，鳴門の海岸でのゴミ拾いという話だったので，多分，

ボランティアというふうなところで，まずは御説明いただいてよいのかなと思います。

（県民環境部）

沿岸域のプラスチックゴミにつきましては，まさしく海洋プラスチックということで非

常に課題となっておりまして，県といたしましても，平成27年度から，この回収等に務め

ながら，平成30年度800トン前後，これを県市協力の下，回収しているところでございま

す。

一方で，ボランティアの方々の協力によりプラスチック漂着物について，回収を頂いて

いるところでございます。そういう中，自治体等，一部市町村によっては，各市町村の焼

却炉の能力等を含めて，そういう問題もございますから，回収について拒んだ事例がある

ということでお聞きしたところでございます。

実は，県からも，市町村と連携の下，依頼もしながら，十分その辺りが，スムーズに回

収の後，焼却若しくは処分に至るよう，我々としても連携に努めていきたいと考えており

ます。

以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。

いかがですか。よろしいですか。

すみません。408番，これ海底ゴミでちょっと別の事業でした。私の勘違いでございま

した。

以上，一通り質問，我々からの質問に対して御説明を頂戴した訳なのですが，まず，こ

の過程で評価を変更してはというふうなものがありました。

先ほど出てきましたのは，地域の良好な景観づくり，16ページ。こちらですけれども，

評価の案としてはＣですけれども，基本目標３の所の議論とも関連してですけれども，評

価をＢにしてもよいのではないかという御意見がありましたが，いかがでしょうか。
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よろしいでしょうか。はい。では，こちら，評価案ではＣでございますがＢに変更した

いと思います。

12ページ，主要施策２，きれいな水環境づくり。こちらも評価案としてはＣだったので

すが，Ｂに変更してはということですけれども。

はい。

（Ｂ委員）

確か昨年度の会議では評価を格上げしました。その理由は，下水処理に関して実生活で

不便がないこと，最終年度での実績が期待できるのではないかということで，上げた経緯

がございます。

その時に私が発言させていただいたのですが，私，石井町に住んでいるのですが，今は

５月１日から麻名用水がどんどん流れてます。だから全く問題ないのです。冬は冬で，普

通の御家庭で浄化槽若しくは合併浄化槽，そこから出てきた排水ですけれども，それを麻

名用水に流すと。麻名用水，私も若干ですがお米を作っておりますけれども，やっぱりそ

この水を使っている訳ですから，そういう意識というのはあるので。

実際に下水道の数字だけでいうと徳島県はワースト１だと思うのですよ。でも，実生活

としてはほとんど不便してない。あまり不便を感じてないといったことがあるので，別の

会議で，飯泉知事から，実は御自身が山梨県でおられた時に，山梨県は真っ先かけて下水

道の施設を作られたそうです。それが今となっては，非常にランニングコスト等で県政を

圧迫しているというふうなお話もされておりました。

ですから，指標の取り方も大事なのですが，去年，担当部局から，これからは合併浄化

槽，それを推進していくんだという話がありましたので，それで評価を変えたことがあり

ますので，今年も私はＡ委員さんの意見に賛成です。

以上です。

（会長）

いかがでしょうか。

御説明，Ｂ委員さんからありましたけど，大きく２つですかね。最終的には目標を達成

するだろうという見込みが去年はあったということですけれども，残念ながら達成しない

ということは，最終的な達成はしないということは確定しているのかなと思います。

議論として多少気になったのは，何て言いますか，実生活で全く問題がないということ

を強調すればするほど，この計画そのものに「果たして」という疑問が付いてしまうのか

なという。達成できていないけどよいではないか不便もないしというのでは，何の計画な

んだろうという気がしないでもないのは少し引っかかるのですけれども，いかがでしょう。

Ｂでもよいのではないかと，評価としては。評価としてはＣでなくＢでもよいのではな

いかという御意見ですが。

御異論なければＢにしようかと思いますが，よろしいですか。

はい。それではＢにしたいと思います。

そのほか，特に案から評価を変更した方がよいのではないかというふうなところに関連

して，意見があったらお願いします。
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はい。どうぞ。

（Ｃ委員）

23ページの生物多様性戦略の推進の所なのですけれど，まず，この441番の「とくしま

生態系ホットスポット10選」というものがずっとゼロになっているのですけれど，横の御

説明を読ませてもらったら別の形にするからみたいに書いてくださっているので，それだ

ったらなくてもよいのではないかと思うのと。それと，海洋の分は，さっきＥ委員さんが

おっしゃったように，海の中のゴミを集めて，鳴門の方でボランティアでしてくれている

というお話があったので，この後ろの443番が，これはプラスチックゴミみたいなもので

はないですけれど，生き物なのですけど，それも含めて多少はしてくれているのでないか

なという思いは。

それはどうしてかと言うと，生物多様性というのは，農林の方では田園環境検討委員会

というので，例えば，用水とか水路を改築するときにレッドブックに載っているような生

物をほかに移したりして，きちんとそういうふうな面もすごく頑張ってくださっているの

です。例えば，鳴門のカワバタモロコとか，そういうものがきっちり生態系の中に戻るよ

うにしてありますので，そういう項目はこの中に入ってないのですけれど。リーダー数も

少ないといえば少ないのですけれども，でも年々増えてきていますし。そうでしたらＢで

もよいのではないかみたいな気がしたのですが，いかがでしょうか。

（会長）

いかがでしょうか。まず，この「とくしま生態系ホットスポット10選」，こちらが説明

によると生態系レッドリストへと変更されていくと。

（Ｃ委員）

はい。

（会長）

そういうことであれば，もうここに入れなくてもよいのではないかという御意見。

（Ｃ委員）

ホットスポットっていう項目では，違うのですね。

（会長）

この辺りは，どういう。

はい。お願いします。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

生態系ホットスポットとは，県内に残存する，生物多様性の観点から貴重な生態系とそ

の地域のことをまず言います。
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そういう中で，目標未達成の理由といたしましては，とくしま生態系ホットスポットの

選定につきましては，徳島県希少野生生物保護検討委員会において議論が重ねられる中で，

様々な御意見を頂いたところでございます。その中，生態系ホットスポットを包括した「と

くしま生態系レッドリスト（仮称）」として，選定及び公表の検討を，現在，重ねている

ところでございます。

一方，検討を進める中で，自然エネルギーの推進と貴重な生態系の保護両立を図る必要

があり，選定に時間を要しているところでございます。

このため，今後につきましては，2021年度までにはこの生態系ホットスポットを包括し

た「とくしま生態系レッドリスト（仮称）」を策定いたしまして，地域住民，専門家，Ｎ

ＰＯ法人等々と連携を図りながら，人と自然が調和する徳島を目指し，しっかりと取り組

んでいきたいと考えておるところでございます。

以上でございます。

（会長）

多分，質問の趣旨は，これが，レッドリストが，ここの説明によると，平成29年度から

30年度と，もう既にこの時点でこちらの取組が始まっているということであれば，このホ

ットスポットの方はもうこの主要事業から外していてもよいのではないかなと。残さなく

ても。どうせ次に移っているから０というのであれば。

やっていないものがずっと０で残るだけであれば。で，新たな施策をやっているのであ

れば，ここから削除してもよいのではないか。なぜ残っているのかと。そういうことだと

思うのです。

（県民環境部）

県民環境部でございます。

この辺り，多分，各委員さんとかなり議論を重ねたと思います。

現状の中では，生態系レッドリストとして包括的にやっていくということで，私は削除

する方向でよいと考えておるところでございます。

（会長）

いかがでしょうか。今後は削除する方向なのだと思います。

（Ｃ委員）

新しい項目を設定していただきたいと思います。

本当に，農林の方では，今までは非常に多様性ということで，委員会をこしらえており

ますので。結構そういう部分でも頑張ってくださっているのではないかなというふうに思

って。項目には入ってないのですけれど，頑張ってくれているからＢでもよいのではない

かなという気がするのですけれど。

ただ，その項目がこの中にはないのでございますけれど。

（会長）
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もっとほかの項目といいますか，事業を，ふさわしい事業をもっと入れておくべきだと

いう部分は，意見の方でまとめておいていただいて。我々の意見というふうにしておきた

いと思います。

評価につきましては，この生物多様性戦略の推進。こちらをＢに変更してもよいのでは

ないかという御意見ですが，いかがでしょうか。

ほかの委員さん方。もし，御異論なければ，Ｂにしようかと思いますが。

Ａ委員さん，よろしいですか。

（Ａ委員）

はい。

（会長）

では，こちら，Ｂに変更したいと思います。

そのほかにいかがでしょうか。

（農林水産部）

すみません。農林水産部でございます。

（会長）

はい。どうぞ。

（農林水産部）

ただ今，Ｃ委員さんから，自然環境にも配慮した計画を作って事業をしていくというこ

とでおっしゃっていただいたのですけれども，それにつきましては，445番でございます。

主要施策は違うのですけれども，自然環境に配慮した公共事業の推進というところで，一

つの指標ということで載せさせていただいております。

こちら，委員さんから御紹介ございましたように，特に，農林水産部の方で農業農村整

備事業を行う場合に，いろいろな自然に配慮した計画をきちんと作ってやっていこうとい

うことで進めさせていただいておりまして，実際に専門家の方々の意見も頂戴しながら，

例えば，構造物においては希少動植物に対する影響の回避でありますとか，ほ場の設置の

場合についてはほ場と用水路との連続性を確保するとか，そういうふうな取組を計画的に

させていただいているということでございます。

すみません。ちょっと説明が遅れまして，申し訳ございません。

（会長）

ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。よろしければ，この辺りで評価を確定したいと思います。

それでは，評価案から変更になった箇所をまず確認いたします。重点戦略３，主要政策

２，きれいな水環境づくりの推進。こちらがＣからＢ。同じく，重点戦略３，主要施策５，

地域の良好な景観づくり。こちらがＣからＢ。そして，重点戦略４，主要施策２，生物多
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様性戦略の推進，こちらがＣからＢ。そのほかは評価案のとおりというふうにしたいと思

いますが，それでよろしいでしょうか。

＜異議なし＞

はい。では，そのようにしたいと思います。

続きまして，総括的な観点からの意見，提言をお願いしたいと思います。

まずは，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。

（Ａ委員）

基本目標４「環境首都・新次元とくしま」の実現というところで，エネルギーのことと

か，生物多様性のこととか，いろいろな取組がなされているところかと思います。

「環境首都とくしま」とおっしゃり始めてからどれくらいたつかなと思うのですけれど

も，環境のことは本当に一朝一夕にはできないですし，この地域だけが取り組んでもどう

にもできない部分もたくさんあります。

それもあるのですけれど，これをしっかり守っていかないと，ほかの地域の方，ほかの

国も含めて，ほかの地域の方々とか，あとは次の世代の子どもたち，孫たちにとって，か

なり生活のしづらい環境になってしまうかなというところで，本当に地道な努力ではある

かと思うのですけれども，着実に取り組んでいかないといけない項目かと思います。

「環境首都・新次元とくしま」と声高におっしゃっているというようなところでありま

すので，多分，ほか県との比較で何か考えるというのもちょっとあんまりなのですけれど

も，もうちょっとこう徳島らしい取組とか，ここは本当に先進的な取組をしているよとい

うような特徴を出していく必要はあるのかなというふうな考えではあります。

でも，こちらも評価は全体を見るとＡ評価，Ｂ評価というのが多いというところに表れ

ているように，それぞれ設定された項目等につきましては，本当にしっかりと取り組んで

いただいているというような印象でございます。

以上でございます。

（会長）

はい。ありがとうございます。そのほか，いかがでしょうか。

本日まだ御発言いただいていない委員の方々もいらっしゃいます。

はい。お願いいたします。

（Ｆ委員）

総括的な，ということなのですけれども，ちょっと狭い範囲かもしれないですけれども。

今日はあまり議論になってなかったと思うのですけれども，エネルギーに関しての地産

地消の推進というようなところがあると思うのですけれども，基本的にエネルギーの話は，

先ほど，Ａ先生がおっしゃったように，都道府県単位で線を引くというようなことが，あ

まり適さないような内容も含まれているかとは思いますけれども，地産地消の観点につい

ては，これは地域を設定することによって，積極的にやるか，あるいはそうしないかとい

うところが，大きく単位として出てくる話だと思います。

ただ，ここでの話は，379番などは，あくまでもこれから始めましょうというような趣
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旨だと思いますので目標値が市町村の数というような，ちょっと漠然とした数値になって

おりますけれども，次の目標を定めるのがちょうど今回だと思いますので，全体のエネル

ギー消費量に占める地産地消というような指標であるとか，あるいは，ここの部分もどち

らかといえば自然エネルギーに関連させたようなものであると思いますので，全体に占め

る自然エネルギーの割合とかというような，そういった指標を目標数値として設定してい

ただいてということで。それがどれだけ４年間，５年間で，というような目標を設定して

いただければよいかなというふうに思います。

意見になります。

（会長）

はい。ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

はい。お願いします。

（Ｇ委員）

ちょっとしたお願いなのですけれども。

この中で，高規格道路の整備というものがあったのですけれども，私の職場が海陽町で，

実際に２時間，徳島まで出てくるのに２時間ぐらいはかかる状態なのです。宍喰の方だっ

たら２時間半以上かかるような所なのですけれども。

すみません，基本目標３の方ですね。

ちょっとお願いなのですが，日和佐道路とかも整備されたりして，どんどん進めてはい

ただいてはいると思うのですけれども，今後，より一層，道路の方を進めていただけたら

と思って。

よろしくお願いします。

（会長）

よろしいですか。

（Ｇ委員）

それともう一つ，すみません。

基本目標４なのですけれども，公有林化戦略のところなのですが，ちょっと気になって。

人工造林面積のところなのですが，数値がちょっと伸び悩んでいるようなところもある

のですが，教えていただきたいのが，造林予定地というのは，今，主伐事業もどんどん進

められていると思うのですけれども，実際，造林地の面積というのはどれくらいあるので

しょうか。人工造林，造林をしなくてはならないような山林ですね。

（農林水産部）

少しお待ちください。

ややこしくなりますので，今回の数値の状況について，まず，御説明させていただいて

よろしゅうございますか。
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（Ｇ委員）

はい。

（農林水産部）

今回，平成30年度の目標を300ヘクタールと掲げておりました。この300ヘクタールの考

え方でございますけれども，この計画では毎年の生産量を目標に掲げておったかと思いま

す。この30年度の生産量が約42万立方メートルであったかと思います。

その42万立方メートルのうち，皆伐ですね。主伐のところから70パーセントぐらい生産

量が出てくるであろうということで，約29万5,000立方メートルを考えておりました。

その29万5,000立方メートルを面積にしましたら大体567ヘクタールぐらい。ですから，

皆伐の面積は大体567ヘクタールぐらいになるというところで，これは皆伐した面積，全

部伐った面積ということです。
き

ただ，最近，国の方向としましては，そのうちの３分の１ぐらいは天然更新と言いまし

て，針葉樹を植えるのではなくて，自然に木が生えるような状態。広葉樹にしたりとか，

そういうふうな動きがあります。そういうふうなことで，残りの約３分の２程度が本来な

らば再造林していく必要があった面積になるのかなというふうに考えております。

ですから，567ヘクタールのうちの約３分の２，それぐらいが皆伐，全部伐った後に再

造林すべき面積ではなかったのかなと，一つの考え方として持っております。

前回でも御説明しましたように，42万の計画が37万にとどまったと。そもそも生産量が

少なかったと。

その37万のうち，皆伐，主伐による分というのは，そこはやはり全体の10分の７という

ことで，26万5,000立方メートルあった。それを面積にしましたら，509ヘクタールになる

というところでございまして，その509ヘクタールのうち100分の30，35パーセントぐらい

しか実際これ再造林ができておりませんで，その結果として，178ヘクタールになってい

るという結果でございます。

この35パーセントしか再造林ができなかった理由なのですけれども，一番大きいのはシ

カの食害でございます。これが特に近年ひどくなってきております。新しい苗を植えまし

てもシカが増えております。シカが若い芽を摘んでしまって，実際，再造林するにもお金

がかかる訳です。そこで，林業者の方々の再造林する意欲がちょっと減退していっている

ということで，一つは，シカの食害に伴い再造林の取組が進んでいないということが大き

な要因かと考えております。

これに対しましてなのですけれども，県におきましては，シカの捕獲対策。有害鳥獣で

あったり，鳥獣の適正管理というふうな観点から，シカを捕っていこうと。例えば，30年

度で申しましたら，１万2,000頭のシカを処分しております。そういうふうなことであり

ますとか，あと植林の人材が不足しているというところもございますので，そこにつきま

してはアクティブシニアの方に植林をしていただくというようなことで，育成していこう

という取組でありますとか。

それから，今年度から森林経営管理法に基づく新たな森林管理システムができました。

その中では，管理できない市町村を募りまして，市町村の方からいろんな経営体の方へ，
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活用していただくということで。その時に，その受皿の経営体の方において，伐採ととも

に植樹も一緒にしていただけるような，そういうふうな形での森林経営体の育成をしてい

くことによりまして，この再造林，そういうところも進めてまいりたいというふうに考え

ております。

すみません，説明が長くなりました。以上でございます。

（県土整備部）

すみません。県土整備部でございます。

先ほどの地域高規格道路の阿南安芸自動車道，しっかり整備するようにといった御要望

を頂きました。

昨日８月８日，知事，自民党県議会，それと公明党の県議会の方，それとあと東南部の

首長さんと一緒に要望活動に行っておりました。財務大臣，国交大臣，あと自民党本部の

方に行きまして，今，四国の東南部，四国横断自動車道，ミッシングリンクになっており

ますけれど，それの早期整備とか，阿南安芸自動車道の早期整備ということを要望してま

いりましたので，引き続き，Ｇ委員さん，熱い応援を頂きたいと思いますので，よろしく

お願いいたします。

以上です。

（Ｇ委員）

ありがとうございます。

（会長）

よろしいですか。はい。

いかがでしょうか。Ｈ委員さん。

（Ｈ委員）

いつもお世話になっております。

私は，６月30日に，今，環境がすごく悪く，温暖化によって災害とかが起こってくると

いうことを題材にした，ちょっと違った観点からの講演会を開いたのですけれども，そこ

に400名程度の方に来ていただいて，講演を聴いていただいた中で，やはり，皆さん，環

境がすごく変わってきて，災害が起こってきているというのを感じている。アンケートを

書いていただいた中にあったのですけれども，そういうところを含めて，今後ともここに

ある施策のように，地球環境が良くなるように，いろいろ私もしていきたいなと思います

ので，いろいろ教えていただけたらなと思います。

よろしくお願いいたします。

（会長）

はい。ありがとうございます。

Ｉ委員さん，お願いします。
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（Ｉ委員）

一点，よろしいですか。

Ａ委員の意見と全く同じなのですけれど，「環境首都・新次元とくしま」なので，やは

り，よその地域に比べて格段に徳島ここが進んでいるという策をなるべく打ち出していた

だきたいなと思いまして。

環境で徳島が進んでいて，国内外からたくさん視察に来るというと，上勝のゴミの分別。

あれは本当にものすごく進んでいると思うのですけれど，それ以外，あまり徳島に環境関

連で視察に来るような話は聞いたことないので。あれば教えていただきたいのですけれど

も。そういう施策を入れていただきたいというのが第一点であります。

それから，２つ目は，16ページの地域の良好な景観づくりというところなのですけれど

も。質問です。２つ。

確かに，最初の416番の施策のように，徳島市とかにいる限りは，最近花が非常に増え

て，景観が良くなったなというのは肌で実感しております。

次の417番なのですが，「とくしま風景街道」の取組を推進ということで，この「とくし

ま風景街道」の中身をよく知らないこともあるのですけれども，施策としてはいろんなイ

ベント，四国の右下ロードライドでやってらっしゃるのですが，このイベントをいろいろ

やってらっしゃるのが景観づくりにどういうふうにつながっているのかというのがちょっ

と。イベントをやったということだけで景観づくりにどうつながっていくのかが，ちょっ

とイメージしづらいというのが一点です。

それから，もう一点は，419番の「ひょうたん島川の駅ネットワーク構想」等と連携し

て中心市街地の活性化及び観光振興を促進ということで，確かに右に書いていますように，

いろんな所に桟橋を造っていただいたのは非常によいと思うのですけれども，肝腎な新町

西地区の再開発事業が全く止まっておりまして，一番下に書いてある白紙撤回に伴って，

新たに川の駅の候補地などを示したコースに見直されたということで止まっているのです

が，見直されて今後何か展開があるようなワクワク感が全くしないのですけれども，これ

今，どうなっているのかということをお聞きしたいと思います。

（会長）

はい。ありがとうございます。

全て県土整備部の方になるかと思います。お願いいたします。

（県土整備部）

417番の「とくしま風景街道」について御質問を頂いております。

この風景街道は，多様な主体，例えば，地域住民とかＮＰＯ，行政等が，道を舞台に地

域の自然とか歴史文化を生かした質の高い風景を形成することによって，地域の活性化や

観光振興を図っていく取組でございます。

そういうふうなイベントを数多くすることによって，それぞれ連携強化並びに道路景観

の向上につながっていくというふうなことで，イベントを介して相互連携，また景観を向

上していくような事業でございます。

それとあと，419番。平成29年３月に構想が見直されたというふうな書き方なのですけ



30

ども，実はこれ，まちづくりは基本，徳島市がやっておりまして，開発事業の中で橋のた

もとにポンツーンを置く計画だったのですけれど，それが今はなくなって，今のところ具

体的な計画はまだ上がってきてないというふうな状況でございます。

以上でございます。

（会長）

いかがでしょうか。はい。

（Ｉ委員）

イベントをやってくことによって，地域の方の意識も高まって，景観づくりにつながっ

ていくんだろうと，そういうことですかね，最初は。

最後は，要するに徳島市が動かないと何も進まないという御意見のような感じもしまし

た。

（会長）

はい。ありがとうございます。

そのほか，いかがでしょうか。意見，提言ということで。

よろしければ，前回は遅く終わり，今回は早く終わるという，誠に申し訳ないのですけ

れども。よろしければこの辺りで終了しようかと思いますが，いかがでしょう。よろしい

ですか。

はい。それではこの辺りで終了したいと思います。

■閉会

（会長）

本日の会議の内容について何か御意見等ございましたら，後日でも結構でございます。

事務局まで御連絡いただければと思います。

また，先週，第２回の会議で決定しましたとおり，本日，御協議いただきました評価の

結果や基本目標ごとの御意見などにつきましては，事務局で整理いたしまして，皆様に御

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。

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，長時間にわたってお疲れ様でした。ありがとうございました。

また，県の関係部局の皆様にも，一言御礼申し上げます。

お陰様をもちまして有意義な会議となりました。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）

それでは，事務局から一点，事務連絡をさせていただきます。
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次回，第４回の会議は８月20日，火曜日，午後１時30分から，当会議室において開催を

予定しておりますので，よろしくお願い申し上げます。

それでは，最後に，田中監察局長より御挨拶を申し上げます。

（田中監察局長）

局長の田中でございます。最後に一言，御挨拶を申し上げます。

石田会長，そして委員の皆様方，活発に御議論を頂きまして，ありがとうございました。

本日頂きました御意見，御提言は，今後の行政運営に役立ててまいりたいと考えており

ます。また，次回の評価も，どうぞよろしくお願い申し上げます。

本日は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３回県政運営評価戦略会議を閉会させていただきます。

本日はどうもありがとうございました。


