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１ 事務事業評価の意義について 

 井戸県政について、県民一人ひとりに知っていただくために、現在さまざま

な情報発信が行われています。ホームページの活用なども、その一つです。 

特に、行革を進めるうえで、県民の理解と協力を得ることの重要性は、常々、

知事も話されているところであります。中でも、予算の執行に当たっては、県

民の理解は不可欠です。 

そこで、その手段の一つとして、広く県民に公開されている事務事業評価資

料があります。 

これは、県ホームページから誰でも入手できる資料です。 

今決算特別委員会部局別審査において、私が質問をさせていただいた部局に

ついては、各部局に共通する一定の物差しとして、この事務事業評価資料に基

づき、平成 24 年度の予算がどのように執行されてきたのか、また、それが、平

成 25 年度予算にどのように反映されたのかを判断するため、質問を作成しまし

た。 

この評価資料には、事業の担当者自らの評価による事業コスト・事業目標の

達成度や必要性、有効性などの貴重なデータが記載されています。 

行政機関が行う事業について、毎年一定の基準に基づいて、評価検証し、そ

の結果を広く公表することで、改善に結び付ける手段として、事務事業評価は

行われており、行政運営の透明性の確保、事務事業の改善、県民への説明責任

の観点からも、大きな意義があります。 

またこれは、井戸県政の現場執行者として、担当職員自らが携わった事業に

対するその取り組み姿勢を県民に示す極めて重要な資料ではないかと思ってお

ります。 

しかしながら、この度、この資料を読み込んでいくと、事業の予算執行や目

標設定等々について、記載ミスも含め、疑問点が多々浮かび上がります。 

一つひとつの事業については申し上げませんが、事業によっては、ただ単純

に前年度資料を複写したようなものも見受けられます。 

この事務事業評価資料を公表しているからには、行革で痛みを強いて、また、

その取り組みについて最も理解を得なければならない県民が、納得できるもの

でなければならないと考えます。 

そこで、この事務事業評価の意義についてどのように考えておられるのか、

また、今後この取り扱いについてどうされるのかお伺いいたします。 

 



 

２ 事業の選択と集中について 

 事務事業の見直しについては、これまでから、すべての事業について、「ゼロ

ベースでの見直し」が行われていると聞いております。そして、「ゼロベースで

の見直し」という以上は、すべての事業で何らかの見直しを行う決意で取り組

まれたものと思います。 

 事実、事務事業の数の上では、現在の行革プランを実施する前には 3,000 以

上あった事業が、今年度当初では、2,396 まで減少しています。 

しかしながら、この500万円以上の事業に限定した事務事業評価を見る限り、

事業見直しの前提となる重要な要素について、大きな問題があるのではないか

との疑念を抱かざるを得ません。 

 行革も後半を迎えようとしており、これからがいよいよ正念場です。厳しい

状況の中で兵庫の将来を見据えた、必要な事業に集中を図っていかなければな

りません。 

そこで、これまで「選択と集中」について、実際にはどのような基準を設け、

どのような点をポイントとして行ってきたのか、改めてお伺いするとともに、

今後の事業見直しのあり方についても併せてお伺いいたします。 

 

 

３ 実効性のある少子対策について 

少子化の進展は、社会の活力低下や社会保障への影響、若年労働力の減少、

子ども同士の交流機会の減少など、経済や社会の広範な分野にわたり深刻な

影響を与えることが予想され、憂慮すべき喫緊の課題となっています。 

  本県の平成 24 年の出生数は 47,186 人、前年比マイナス 1.64％で、神戸、

阪神、東播磨、北播磨、中播磨、丹波、淡路の各地域で減少しています。ま

た、平成 24 年の合計特殊出生率は 1.40、全国 35 位で、少子対策本部が設置

された平成 17 年の 1.25 と比較すれば増加傾向にありますが、依然として低

水準で推移しています。 

一方、平成 25 年版の少子化社会対策白書によると、平成 23 年に女性が第 1

子を出産する平均年齢は 30.1 歳と初めて 30 歳を超え、「晩産化」の実態が浮

き彫りになっています。また、生涯独身で過ごす人の比率「生涯未婚率」は、

平成 22 年時点で男性が 20.14％、女性が 10.61％と、いずれも過去最高で、

少子化の傾向が改善されているとは言えない状況です。 

 このような中、本県では、新ひょうご子ども未来プランに基づき、平成 23

年から 27 年の合計出生数目標 24 万人の達成に向け、行動プログラムを策定

し、地域団体・NPO、企業・職域団体、大学、市町、県関係部局等が連携して、

地域における少子対策・子育て支援に積極的に取り組まれています。 

しかしながら、現状をみると、少子化の進行を抑えることは容易でないこ



とから、次の段階として、選択と集中により効果の高い事業に財源を集中的

に投入し、実効性を高めていくべきであると考えています。 

 そこで、新ひょうご子ども未来プランの実績に対する評価と今後の方向性

についてお伺いします。 

 

 

４ 観光ツーリズムの振興について 

観光産業は、様々な分野の業種と深く関連する裾野の広い総合産業であり、

その振興を図ることは、地域経済へ及ぼす影響や雇用の創出といった面ばか

りではなく、観光客が来訪することによって自分が住む地域を見つめ直し、

地域の魅力に対する誇りや愛着などの気づきをもたらせるなど、その効果は

非常に大きいものと言えます。 

さらに、成熟社会の到来やライフスタイルの多様化により、国民の意識も、

経済中心からゆとりや潤いのある生活志向へと変化してきており、観光産業

は、さらなる可能性を秘めた分野であると言えます。 

本県統計課の推計によると、平成 23 年度の観光産業による県内の経済波及

効果は、直接的な効果である県内観光消費額が 1 兆 91 億円、この直接効果が

県内経済に及ぼす付加的な波及効果が 1 兆 5,263 億円で、雇用者所得、営業

余剰等の付加価値の誘発額は 9,006 億円となっています。また、創出される

就業者数は15万4,000人で、県内における就業者総数の6.0％にあたるなど、

観光産業は、本県経済の活性化に大きく貢献しています。 

一方、本県のツーリズム人口（観光入込客数）は、1970、80 年代は約 4 割

増、90 年代は約 2 割増、2000 年代では約 1 割増と継続して増加基調を保って

いましたが、近年、伸び率は鈍化傾向にあり、平成 23 年度は 1 億 2,127 万人

で、「ひょうごツーリズム戦略」における目標の 1 億 5,000 万人には達してい

ない状況にあります。 

  本県では、平成 24 年度は、「あいたい兵庫キャンペーン 2012」の一環とし

て、NHK 大河ドラマ「平清盛」の舞台が９月から神戸に移り、本県の清盛関連

の観光資源にも注目が集まる機会を活かし、県、市町、観光関連団体、JR 西

日本等が連携し、官民一体となって、清盛関連資源をはじめ、古事記編纂 1300

年や天空の白鷺など、本県の魅力的な観光資源を全国にＰＲされたところで

す。 

  人口減少社会が急速に進んでいく中、地域の活力を高め、賑わいづくりに

つなげるためにも、観光ツーリズムの振興を通じて、交流人口の拡大を図っ

ていくことが重要です。 

  そこで、観光ツーリズムについて、平成 24 年度の取組をどのように評価さ

れているのか。また、今後の取組にどのようにつなげていこうと考えておら

れるのか、ご所見をお伺いします。 



 

 

５ ひょうご農林水産ビジョン 2020 の推進について 

  農林水産業・農山漁村をめぐる情勢は、近年大きく変化しています。食と

「農」への県民の関心が高まる中にあって、本県農業については、副業的農

家や自給的農家が８割を占め、農業従事者の減少と高齢化が進むとともに、

農地面積の減少や耕地利用率の低下が続いています。また、農畜産物生産量

の減少と米価等農産物価格の低迷などにより、農業産出額についても減少を

続けています。 

  一方、認定農業者数や集落営農者数、農地の集積率は増加している状況に

あります。また、農林水産業の経営を強化するために、農林水産物の生産・

加工・流通の一体化などを通じた 6 次産業化の推進や高付加価値化、農林水

産物のブランド化の動きも活発化しています。 

  さらに、世界経済のグローバル化や TPP 交渉への参加など、貿易の自由化

が急速に進んでいる中で、国内外の産地間競争がさらに激化しています。 

このような状況を踏まえ、本県では、新たな課題に対応していくため、農

林水産行政推進の基本となる計画的かつ総合的な指針として、5 年前に策定し

たビジョンを見直し、平成 24 年 3 月に新たに「ひょうご農林水産ビジョン

2020」を策定し、概ね 10 年後の平成 32 年度までに、将来像「食と暮らしを

創造するひょうごの『農』」をめざして、様々な取組を推進されています。 

 大都市近郊に立地し、多様な自然環境に恵まれた兵庫の強みを最大限に活

かして、国内外の産地間競争に勝ち残ることができる産業としての力強い農

業を確立しなければなりません。 

 そこで、改訂ビジョンの初年度を振り返り、ひょうご農林水産ビジョン 2020

に基づく取組、とりわけ力強い農業の確立について、どのように取り組んで

こられたのか、また、今後の方向性について、ご所見をお伺いします。 

 

 

６ 頻発する風水害に備える総合的な治水対策の推進について 

近年、地球温暖化やヒートアイランド現象の影響などとも言われている局

地的集中豪雨や台風が頻発しており、河川の決壊や土砂災害など甚大な被害

が懸念されています。 

先週 10 月 16 日には、台風第 26 号の影響で、伊豆大島で土石流が発生し、

多数の死傷者、行方不明者が出ました。また、9 月 16 日には台風第 18 号が上

陸し、京都府、滋賀県、福井県では、数十年に一度の大雨となり、気象庁は

導入して間もない大雨特別警報を発表しました。京都府嵐山付近で浸水する

映像が放送されましたが、増水した桂川に驚かされました。 

治水施設等の整備は、これまで、着実に進められてきており、豪雨であっ



ても相当程度までは対応できるようになってきていますが、中小河川などで

整備が十分になされていない場合があり、このような場所を中心に洪水等に

よる被害が発生する可能性が依然としてあります。 

本県では、これまでの河川改修や下水道による浸水対策を進めるとともに、

豪雨による浸水被害を食い止めるにも限界があることから、平成 24 年 4 月か

ら「総合治水条例」に基づく取組を先駆的に進められています。 

総合治水の取組については、部局別審査において、昨年度、地域総合治水

推進計画を策定した 3 地域で取組が着実に進んでいるとの答弁があり、評価

していますが、具体の取組にあたっては、近年の風水害の特徴を踏まえたう

えで、地域ごとに特に優先すべき箇所や対策に重点化を図るとともに、過去

の災害の教訓を活かしながら、ハードとソフト両面にわたるバランスの取れ

た総合的な対策を講じる必要があります。 

そこで、頻発する風水害に備える総合的な治水対策の取組とその評価、ま

た、今後の方向性についてお伺いします。 

 

 

７ 学力向上対策について 

  文部科学省が今年 4 月に全国の小学校 6 年生と中学校 3 年生を対象に実施

した全国学力・学習状況調査、いわゆる全国学力テストの結果が 8 月に公表

されました。今回のテストにおいても、秋田県や福井県といった上位の常連

が好成績を収める一方で、下位には大きな変動は見られませんでした。本県

は、いずれの科目も全国平均と比べ大きな差はなく、県教育委員会は、「概ね

全国並みの結果」と評価されていました。 

  この秋田県は、初めからこの全国学力テストで好成績を取っていたわけで

はなく、昭和 30 年代は、40 位台を低迷していました。その後、このような状

況を改善しなくてはと県教育関係者たちの教育改革の努力がはじまりました。

県民の理解と協力を得て、さまざまな取組を講じられ、今ではどこでも耳に

する「少人数学習推進事業」を他県に先駆けて行い、子どもの個性を生かし

た、多様性に応える教育活動を展開されています。また、秋田県の担当者は、

「多額の県費をかけているため、それだけの成果が上がっているかどうかの

検証を大切にしてきた」と言われます。また、学校教育だけではなく、保護

者にも協力を求め、「早ね早おき朝ごはんに家庭学習」など家庭教育の基礎を

「学びの十か条」として掲げ、家庭での実践をも推進しています。 

  本県においても、35 人学級編成などの「新学習システム」、小学校から中学

校への円滑な接続を図る「兵庫型教科担任制」の推進など、学習環境の一層

の充実が図られています。 

しかしながら、さらに効果的な学力向上対策に取り組むためには、今回の全

国学力テスト結果を踏まえ、今一度、向上すべき学力とは何かを問い直し、学



力向上対策の目標を明確にした上で、総合的かつ実効性のある対策を講じる必

要があります。 

  そこで、これまでの学力向上対策をどのように評価されているのか、また、

今後の取るべき方向性について、ご所見をお伺いします。 

 

 

８ 高齢者の交通安全対策の推進について 

交通安全意識の浸透や交通安全施設の充実、自動車の安全性能の向上など

により、交通事故の発生件数は減少傾向にありますが、一方で、65 歳以上の

高齢者が占める割合は年々高くなっています。本県の平成 25 年８月末の交通

事故死者数は 118 人で、そのうち 65 歳以上の高齢死者数は 66 人と全死者の

55.9％を占め、全国ワースト２位となっています。高齢者の事故死亡者のう

ち、31 人が歩行中に事故にあっており、これに自転車運転中の 14 人、自動車

運転中の 12 人が続いています。 

高齢者は、運動能力、注意力、視覚、聴覚や反射能力が低下し、身体機能

全般が衰えます。このため横断歩道を青信号で渡り切れなかったり、車に気

づくのが遅れたりして、事故の危険が増加します。また、近くに横断歩道が

あるにもかかわらず、面倒だから、遠回りだからと考え、近道をするつもり

で車道を横断したり、駐停車車両の直前・直後から横断して、車の運転手か

らの発見が遅れ、事故になる事例が見受けられます。 

一方、高齢者が自動車を運転してる場合は、ブレーキの踏み込みやハンド

ル操作などが遅れ、加害者になりかねない状況にあります。近年、高齢者に

よる高速道路の逆走もしばしば報道されています。 

想定を超えたスピードで進展する高齢化により本県の65歳以上の高齢者は

135 万 2 千人で、県民の 4 人に 1 人が高齢者となっていますが、7 年後の 2020

年までにさらに約 30 万人増加することが見込まれます。また、現在は、女性

の運転免許保有者も多いことから、今後は高齢者の運転免許保有者がさらに

増えていく傾向が伺われます。このように、高齢者の関係する交通事故の割

合がますます高まる懸念があることから、高齢者の安全確保のための施策が

交通安全対策の重要な柱の一つとなることは疑いのないところであります。 

  そこで、高齢者の交通安全対策をどのように推進してこられたのか、また、

その成果と今後の方向性についてお伺いします。 

 


