
資料１

いけるよ！徳島・行動計画

主要事業等評価シート

基本目標５ 「みんなが主役・元気とくしま」

平成2７年８月２６日



このシートの見方について

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

推進 → → →

開設

全区
画を
売

却・
貸付

委員意見
主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画） 数値目標
の達成度

実績値
（23年
度）

実績値
（24年
度）

「いけるよ！徳島・行動計画」主要事業等評価シート

番号 H23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局
実績値
（25年
度）

実績値
（26年
度）

○定期航路の新規開設
    [26]開設

「いけるよ！徳島・行動計画」～平成２６度版～の主要事業・
事業概要・数値目標・工程（年度別事業計画）を記載してい
ます。

計画に掲げた「主要事業」に対する、
①H２３～２６取組内容と成果
②事業の達成状況（◎達成、○ほぼ達成、△未達

成）
について記載しています。

主要事業に対する評価（案）です。
次の区分で整理しています。
Ａ：成果が上がっている
Ｂ：相当程度成果がある
Ｃ：成果不足

会議の中で、委員から指
摘のあった項目について、
指摘内容を記載する欄で
す。

数値目標の「達成度」の考え方

数値目標の達成割合を算出し、次のように達成度を整理していま
す。
◎：達成 １００％以上
○：ほぼ達成 ８０％以上１００％未満
△：未達成 ８０％未満
―：平成２６年度の実績値が未判明



5－1　安心子育てとくしまづくり

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局

県民

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

＜H23～26取組内容と成果＞
・有識者等で構成する「徳島少子化対応県民会議」を運営
し，「徳島はぐくみプラン」の進捗や，「徳島県子どものは
ぐくみ条例」など，少子化問題に関して協議・検討を行っ
た。
（H23：２回，H24:３回，H25：２回，H26：３回開催）

・全庁的に取り組むことで，より効果的に少子化対策を進め
るため，部局横断的な組織である「少子化対策企画員室」に
おいて，各部局で連携して取り組むべき少子化対策について
検討を行った。
・平成25年度には企画員室に代わり，少子化社会対策推進会
議に企画班を設置し，全庁的な推進体制を強化した。
・平成26年度には，｢徳島はぐくみプラン｣（後期計画）を改
定し，「第２期徳島はくぐくみプラン」を策定するための協
議・検討を行った。
 
＜事業の達成状況＞◎

→

＜H23～26取組内容と成果＞
・おぎゃっと21をはじめとする各種イベントや会議等におい
てパンフレットの配布を行うとともに、県ホームページでの
周知を図った。
・｢徳島はぐくみプラン｣（後期計画）の進捗状況も県ホーム
ページに掲載し、併せて周知を行った。
・「徳島はぐくみプラン」推進の根拠となる、「徳島県子ど
ものはぐくみ条例」(H25.3月施行）を事業概要に明記するこ
とにした。
・平成２７年３月には、｢徳島はぐくみプラン｣（後期計画）
を改定し、「第２期徳島はくぐくみプラン」を策定した。
・平成２６年４月には「次世代人材育成統括本部」を設置
し、部局を超えた人材育成や少子化対策に取り組み、総合的
かつ計画的にプランの着実な推進を図った。
 
＜事業の達成状況＞　◎

県民

数値目標
の達成度

基本目標5「みんなが主役・元気とくしま」

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

1　地域の子育て力の充実
●子どもを大切にはぐくみ、子育ての喜びを
分かち合える徳島を目指して、「徳島県子ど
ものはぐくみ条例」に基づき、「徳島はぐく
みプラン」を総合的かつ計画的に推進しま
す。

→ →

●「徳島県少子化対応県民会議」において、
少子化社会対策の推進に関する協議・検討等
を行います。

→

推進 →

推進 →

番号

489

490

委員意見

Ａ

Ａ

1



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

492 推進 → → →

9団体 11団体 13団体 15団体 9団体 10団体 10団体 10団体 △

493 推進 → → →

6,000
人

9,000
人

12,000
人

30,000
人

5,378
人

15,739
人

22,597
人

28,022
人

○

県民

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
・すべての県民がそれぞれの立場で少子化の問題に取り組
み、社会全体で子育てを支えるための行動指針となる「徳島
はぐくみ子育て憲章」について、各種広報等の機会を活用し
て積極的な普及啓発に努めた。
・H25.3月には、県として少子化対策の基本姿勢を明確に
し、なお一層、少子化対策を推進していくための「確かな羅
針盤」とすべく「徳島子どものはぐくみ条例」を制定した。
・H24.9月に毎月第１金曜日を「徳島若者交流の日」と定
め、若者が趣味やｲﾍﾞﾝﾄ、地域づくり活動に参加しやすい環
境づくりを行い、ワーク・ライフ・バランスの向上を支援し
た。
・「おぎゃっと21」会場において、イクメン大賞やイクメン
支援企業の表彰を行い、男性の育児参画や育児休業の取得促
進をアピールした。
・「子育て総合支援センターみらい」や各種子育て支援関連
事業など、あらゆる機会を捉え、憲章や条例制定について周
知・広報した。

＜事業の達成状況＞　◎

県民→ → →

●「子育て総合支援センターみらい」が地域
の団体と連携し、高齢者や若者等が子育て支
援に参加する「地域子育て応援団」の結成
等、地域における住民主体の子育て支援ネッ
トワーク構築を支援します。

＜H23～26取組内容と成果＞
H23においては、子育て支援活動者を中心とした活動や企
業、団体等による子育て支援活動の企画を募集し、企画実施
について補助金を交付し、地域子育て応援団の結成に繋げ
た。〈H23：8団体　H23補助事業終了〉
H24年度以降も応援団結成に向け、地域で子育て支援を行っ
ている団体等に働きかけたが、H25、26については応援団結
成には至らなかった。しかし、地域の多くの団体が参加し組
織的に子育て支援活動を行う応援団とはならなくとも、社会
福祉協議会や地域の子育て支援者などが協力し合い、小規模
ではあるが応援団的な役割を担っていることから、その活動
を支援することで、地域の子育て支援の推進を図った。
・地域子育て応援団の結成（H23：2団体、H24：1団体）

＜事業の達成状況＞　○

●「徳島はぐくみ子育て憲章」の普及啓発に
努めるとともに、仕事と子育てが両立し、ゆ
とりを持って子育てができる社会づくりを進
めます。

○地域子育て応援団結成団体数
    [21]3団体→[26]15団体

推進

＜H23～26取組内容と成果＞
・地域で結婚支援に取り組む団体等に対する支援を強化し、
「きらめき縁結び応援団」の育成を図ることで、県内各地で
応援団主催による出逢い・交流の場が開催され、多くの独身
男女が参加した。
（H23：117件・5,378名参加、H24：270件・10,361名参加、
H25:223件・6,858名参加、H26：172件・5,425名参加）
目標数を上方修正したことから最終的には目標数を下回るこ
ととなった。（９５．７％）
＜事業の達成状況＞○

※平成２６年度版では数値目標を15,000人から30,000人に上
方修正している。

491

2　男女の出逢いの場づくり
●「出逢いきらめきセンター」を中心とし
て、官民協働による男女の出逢いの場づくり
を支援します。

○男女の出逢いの場等への参加者数（累
計）
    [21] － →[26]30,000人

Ａ

Ｃ

Ｂ

2



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

494
開講・
推進

→ → →

開講 開講 ◎

30人 60人 90人 140人 35人 82人 116人 146人 ◎

496 推進 → → →

415
団体

420
団体

430
団体

450
団体

422
団体

438
団体

443
団体

457
団体

◎

県民

県民

4  子育て機能の向上
●「子育て総合支援センターみらい」におい
て、子育て関連組織等の取組を総合的にコー
ディネートし、子育て環境の向上を図りま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
子育て総合支援センターにおいて、子育て支援団体等からの
相談業務を行うとともに、子育て支援者向け専門研修の実
施、また、関係機関の連携を促進するため、県内４地域での
子育て支援ネットワーク会議の開催など、子育て支援者を広
く支援し交流を推進することで、子育て支援環境の向上が図
られた。

＜事業の達成状況＞　◎

●次代の親となる世代に子育てに関する知識
について、大学との連携を図り、学習やふれ
あい体験の機会等を提供し、次代を担う親づ
くりを推進します。

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
・H23～25においては、次代の親となる高校生・大学生に対
し、子育てに対する関心やイメージを持ってもらうため、授
業や文化祭を活用して、子育て・妊婦疑似体験、乳幼児教育
等を実施した。
(5保健所　H23:17校、H24:20校、H25:10校で実施）
・H24からは、児童・生徒が乳幼児とふれあい、またその親
との交流をとおして、乳児の成長や命の尊さを実感し、将来
的な育児不安を減少するとともに親になることについて考え
る機会とするため、赤ちゃん授業を実施し、次代を担う親づ
くりの推進を図った。
(H24～26：小中高校9校　参加児童502名)

＜事業の達成状況＞◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・徳島の未来を担う若者（平成23年度35名、平成24年度47
名、平成25年度34名、平成26年度30名）に対し、徳島若者未
来創造塾を開校し、乳幼児とふれあうなどのパパ･ママ体験
や子育てについて学び、親になることについて考える講座を
はじめ、NPO活動の体験を通じて地域づくりを考える機会を
もつことで、徳島の未来に積極的に関わっていく若者の育成
を図った。
各年度により参加者数は異なるが、最終年度では累計146名
となり、目標数（140名）を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

※平成２６年度版では数値目標を120人から140人に上方修正
している。

推進 → → →

○支援対象団体数
　 [21]390団体→[26]450団体

495

○「若者未来創造塾」の開講
     [23]開講

○「若者未来創造塾」の参加者数(累計)
　　 [21] － →[26]140人

3　次代の子育てを担う者の育成
●徳島の未来を担う若者が、徳島県の現状や
人口減少社会の到来など新たな時代潮流につ
いて学習したり、結婚や子育てを含む自らの
将来について語り合う機会を通じて、徳島の
未来に積極的に関わっていけるよう「若者未
来創造塾」を開講します。

Ａ

Ａ

Ａ

3



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

499 推進 → → →

毎年
2,000
人

毎年
2,000
人

毎年
2,000
人

2,500
人

2,990
人

2,899
人

3,186
人

3,054
人

◎

500 推進 → → →

0人 0人 0人 0人 29人 47人 41人 41人 △

●児童福祉業務に携わる人材の育成を総合的
に図ります。

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
子育て支援団体に対して大型保育用遊具（滑り台、着ぐるみ
等）の貸し出しを行うことで、イベントやサークル活動等の
推進が図られた。
(H23：140回、H24：190回、H25：135回、H26：141回)
　
＜事業の達成状況＞　◎

→

→
●大型の保育用遊具等を子育て支援団体等に
貸し出すことにより、地域における子育て支
援活動を応援します。

→ →実施

→ → 県民

＜H23～26取組内容と成果＞
計画に掲げられた５つの基本目標を達成するための具体的施
策を実施し、ひとり親家庭の自立促進を図った。特に平成２
３年度はＩＣＴを活用した在宅就業支援事業を実施し、ひと
り親家庭の就業支援を推進した。平成２４年度には新たに、
ひとり親家庭に臨床心理士等を目指す大学生を派遣して子ど
もの相談相手等になる「ホームフレンド派遣事業」を実施
し、子育て支援を図った。平成２５年度から、就業のための
各種講習会や自立支援給付金制度を父子家庭にも拡大した。
平成２６年度１０月から父子福祉資金を創設し父子家庭に対
する貸付けを開始した。

＜事業の達成状況＞　◎

●ひとり親家庭等が自立し、安心していきい
きと子育てができる環境づくりを目指した
「徳島県ひとり親家庭等自立促進計画」の着
実な推進を図ります。

推進

●すべての子どもに適切な保育を保障し、質
の高い幼児教育を提供できる環境を整えま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
・保護者の就労等により昼間、保育が必要な児童が保育所・
認定こども園を利用できない保育所等入所待機児童の解消に
向けた保育所等受入枠の拡大（H23.4.1：15,915名→
H27.4.1：16,701名）
・幼稚園と保育所の機能を併有する施設である認定こども園
の設置を推進（H23.4.1：2施設→H27.4.1：30施設）

＜事業の達成状況＞　△

県民

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
  保育士，放課後児童クラブ職員等を対象とした各分野の専
門的研修会の実施。（H23:計12種類、H24、H25：計13種類、
H26：計14種類）
  なお、実績値が目標数値を上回ることから、H26の目標数
値を上積み（毎年2,000人→2,500人）した。

＜事業の達成状況＞　◎

※平成２６年度版では数値目標を上方修正している。

○研修会受講者数
　 [23]～[25]毎年2,000人
　 [26]2,500人

○待機児童の解消
　 [21]30人→[26]0人

497

498

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

4



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

501
順次拡
大

→ → →

146
クラブ

150
クラブ

151
クラブ

156
クラブ

146
クラブ

146
クラブ

150
クラブ

151
クラブ

△

502
順次拡
大

→ → →

22
市町村

22
市町村

24
市町村

24
市町村

22
市町村

22
市町村

23
市町村

23
市町村

△

503
順次拡
大

→ → →

19
市町村

20
市町村

22
市町村

24
市町村

21
市町村

23
市町村

23
市町村

23
市町村

○

504 推進 → → →

26,000
事業所

30,000
事業所

31,000
事業所

34,500
事業所

28,720
事業所

31,827
事業所

31,330
事業所

30,384
事業所

○

＜H23～26取組内容と成果＞
  人的資源や実施施設の集約化など保育環境を整備し，一時
的に保育が必要な子どもを保育する施設の開設を支援
（H23：2町、H24：2町が新規実施）
　未実施の佐那河内村は、一時預かり・特定保育の要望がな
く、ニーズにあったサービスは提供できている。

＜事業の達成状況＞○

●地域にある保育所等を利用して、育児相談
に応じたり、子育て情報の提供、子育てサー
クル・ボランティアの育成、支援等を進めま
す。

○地域子育て支援センターの設置市町村
数
　 [21]22市町村→[26]全市町村

●子育てをしている家庭にとってニーズの高
い一時預かり・特定保育などの保育サービス
の拡充を図ります。

○放課後児童クラブの設置数（累計）
　 [21]132クラブ→[26]156クラブ

●昼間に保護者が家庭にいない児童に適切な
遊びと生活の場を確保する放課後児童クラブ
の拡充を図ります。

県民

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
放課後児童クラブの未設置小学校区または利用希望の増加に
伴い開設を新たに希望する小学校区において保護者等を中心
に運営委員会が組織化され、健全育成上効果的な一定数（10
人以上）の児童の集団を形成することが可能な場合において
開設を支援した。

＜事業の達成状況＞　○

＜H23～26取組内容と成果＞
  人的資源の集約化など実施施設の機能強化を図り，育児不
安解消に向けた身近な相談先として,平日の昼間,常時（週３
日以上）,子育て支援活動ができる子育て支援センターの開
設を支援した。
 未設置の海陽町においても、子育てサークルに対して子育
て情報の提供など支援を行っている。

＜事業の達成状況＞○

＜H23～26取組内容と成果＞
・四国及び関西との広域連携を推進し、目標値を達成するこ
とができた。 また、ホームページをリニューアルし利用者
の利便性も向上した。 県内の協賛店舗に対しアンケート調
査を実施した。
・H25年12月より「みんなが知って、より使いやすく」を
テーマに広報活動を強化し、認知度の向上を図っている。
・H26年10月に、協賛店舗の優待・割引サービスの情報だけ
でなく、授乳、おむつ替えスペース、キッズプレイスペース
などの施設情報もあわせて掲載した「とくしま子育て応援
BOOK」１０，０００部を発刊し、新聞,テレビ等マスコミに
取り上げられ、問い合わせも多数あり、年内中にすべての冊
子を配付することができ、事業の認知度を向上することがで
きた。
　また、冊子を配付することにより、相互利用ができること
の周知が図られ、広域連携を推進することができた。

＜事業の達成状況＞　○

※広域連携による相互利用を実施している各府県とも、協賛
登録店舗の現状調査を行い、閉鎖、移転店舗等の整理を行っ
たため、H24年度以降、協賛店舗数は、減少傾向に転じた。

県民

県民

●地域の企業や事業所の応援による子育て支
援運動を推進するとともに、関西等で実施さ
れている同種事業との相互利用ができるよう
広域的な取組を進めます。

○「一時・特定保育」実施市町村数
　  [21]16市町村→[26]全市町村

○「Ｇｏ！Ｇｏ！くっつき隊応援し隊」
協賛店舗等数
　  [21]6,592事業所→[26]34,500事業所

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｂ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

505
創設・
推進

→ → →

創設 創設 実施 実施 実施 ◎

506 推進 → → →

18
市町村

20
市町村

22
市町村

24
市町村

18
市町村

18
市町村

19
市町村

19
市町村

△

507 整備 → → →

13
市町村

16
市町村

20
市町村

24
市町村

11
市町村

16
市町村

16
市町村

17
市町村

△

●仕事と子育ての両立を支援するため、
「ファミリー・サポート・センター」の設置
を促進するとともに、設置が困難な市町に対
する本県独自の工夫を盛り込み、「ファミ
リー・サポート・サービス」を全県に整備し
ます。

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
１病児・病後児預かり等の研修会の実施
２補助金を活用したファミリー・サポート・センター広域設
置支援
３案内チラシ及び利用手引きの作成
４未設置の自治体への要請活動
５ファミサポ連絡会の開催
上記の取組等により、平成24年2月から、三好市、東みよし
町が共同で「みよしファミリー・サポート・センター」を設
置、平成25年4月から、上板町が「板野東部ファミリー・サ
ポート・センター」に広域加入した。
また、平成２７年度には未設置の５町でファミリー・サポー
ト・センターが設置され、全県整備となる見込みとなった。

＜事業の達成状況＞　○

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
・「とくしまのイクメン大賞」「イクメンサポート大賞」
「イクメン川柳大賞」の募集を行い、おぎゃっと２１のス
テージイベントで表彰式を行った。
＜事業の達成状況＞ ◎
計４回の募集を実施し、イクメン大賞部門（４０名）、イク
メンサポート大賞部門（１３社）、イクメン川柳大賞部門
（４００作品）の応募があった。その中でイクメン大賞（５
名）、イクメン賞（９名）、イクメンサポート大賞（５
名）、サポート賞（８社）、イクメン川柳大賞（４名）、優
秀賞（１２名）を選定し、おぎゃっと２１において表彰する
とともに、パネル展示等で紹介するなど、県民に広く広報・
周知した。

●病児・病後児保育事業の推進とあわせ、看
護協会及びファミリー・サポート体制等との
連携による、病児病後児サポート事業の実施
により全県的な病児病後児の受入環境を整備
します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　市町村及び医療機関等と連携を図り、病気の児童の一時預
かりや保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行う
病児・病後児保育事業の実施を支援した。
（H23：1市、H24：5町村が新規実施）※H26.4.1では１町が
新規実施

＜事業の達成状況＞　○

県民

●男性の育児参加を促進することこそ、早急
に取り組むべき効果的な少子化対策であると
の認識のもと、日常的に育児を楽しんでいる
男性を、本県ならではの趣向を凝らした「と
くしまイクメン大賞」として表彰することに
より、男性が積極的に育児に関わることので
きる社会環境を醸成します。

○「とくしまイクメン大賞」の創設
     [23]創設

○「ファミリー・サポート体制」整備市
町村数
  　[21]13市町村→[26]全市町村

○病児・病後児保育実施市町村数
    [21]9市町村→[26]全市町村

Ａ

Ｂ

Ｃ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

508 推進 → → →

2,300
件

2,700
件

3,100
件

3,500
件

2,493件 3,077件 3,712件 4,436件 ◎

509 推進 → → →

全国
トップ
クラス
の堅持

小学3年
生修了
まで全
国第６位

小学6年
生修了
まで全
国第７位

小学6年
生修了
まで全
国第７位

小学6年
生修了
まで全
国第８位

◎

511 推進 → → →

18
市町村

20
市町村

24
市町村

24
市町村

17
市町村

18
市町村

23
市町村

24
市町村

○
○「養育支援訪問事業」実施市町村数
　  [21]13市町村→[25]全市町村

県民

5　次世代育成支援のための経済的負担の軽減
●不妊治療の経済的負担の軽減のために不妊
治療費について助成します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　助成申請の受付を各保健所で実施し、制度利用者の利便性
の向上を図った。また、平成25年度からは凍結保存料に対し
て3万円、平成26年度からは重度の男性不妊治療を受けた場
合に5万円の県単上乗せを実施し、経済的負担の軽減を図っ
た。

＜事業の達成状況＞　◎

保健

保健

→

●子育て家庭の経済的負担を軽減するため
に、全国トップクラスとなる子どもの医療費
助成を実施します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成24年10月から、対象年齢を小学6年生修了までに拡大
した。

＜事業の達成状況＞　◎

○不妊治療費助成件数（累計）
　 [21]1,517件→[26]3,500件

○全国トップクラスとなる「子どもはぐ
くみ医療費助成制度」の対象
    [21]小学校3年修了まで→[26]全国
トップクラスの堅持

商工　→推進 →

＜H23～26取組内容と成果＞
1　４種類の貸付制度を展開
２「阿波っ子すくすくはぐくみ資金」及び、「経済変動対策
緊急生活資金」の融資枠を引き上げ
　（H23  ＋１億円、　H24 ＋１０億５千万円）
３ 「経済変動対策緊急生活資金」の対象者を拡大(H25）
４ 「住宅建設資金」の利率引き下げ及び「阿波っ子すくす
くはぐくみ資金」の要件緩和及び融資限度額の引き上げ
（H26)
上記の貸付事業により、勤労者の経済的負担が軽減された

＜事業の達成状況＞　○

6　要保護児童対策の推進
●要保護児童対策地域協議会を活用し、必要
な支援を実施することにより、児童虐待の早
期発見・早期対応を図るとともに、虐待防止
に向けた普及啓発を図ります。（再掲）

＜H23～26取組内容と成果＞
・未実施市町村に対して早期に実施するよう働きかけを行
い、２市６町において事業開始。
（H23:2町、H24:1町、H25:2市3町、H26:1町が新規実施実施
により全市町村実施となる。）

＜事業の達成状況＞　◎

●勤労者向け協調融資制度において、子育て
を行う勤労者の教育資金等の低利融資を行う
ことにより、経済的負担の軽減を図ります。

510

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

512 推進 → → →

10.2% 10.4% 10.7% 15.0% 10.5% 13.1% 14.7% 14.4% ○

513 推進 → → →

220
事業所

230
事業所

270
事業所

280
事業所

243
事業所

265
事業所

270
事業所

277
事業所

○

514 推進 → → →

125
事業所

150
事業所

175
事業所

200
事業所

118
事業所

134
事業所

177
事業所

201
事業所

◎

7　「ワーク・ライフ・バランス」の展開
●県内企業等への戸別訪問やセミナーなどを
実施し、中小企業等における「一般事業主行
動計画」の策定や「ポジティブ・アクショ
ン」の積極的な取組を促進することにより、
仕事と子育て等が両立するための環境整備を
進めます。

●様々な事情により家庭で育てられない子ど
もに対して、児童福祉施設や里親制度を活用
し、より家庭的な環境での養育を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
里親制度の普及啓発（講演会の開催、リーフレットの作成・
配布）、里親研修の実施、里親委託推進委員会の設置・開
催、里親家庭への訪問支援、里親による相互交流（里親サロ
ン・交流イベント）などを行い、里親委託の推進と里親家庭
への支援を総合的に行った。

＜事業の達成状況＞　○

※平成２６年度版では数値目標を11.0％から15.0％に上方修
正している。

○里親等委託率
　 [21]8.9％→[26]15.0％

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
１「ワーク・ライフ・バランス推進フォーラムを実施
２「仕事いきいきセミナー」を実施
３「仕事と子育ての両立支援に関する事例集」を作成
４「ポジティブ・アクション」の取組促進及び「一般事業主
行動計画」の策定促進のための企業訪問を実施（委託事業）

＜事業の達成状況＞　○

商工

県民

○一般事業主行動計画策定・届出事業所
数（累計）(100人以下の事業所)
　 [21]149事業所→[26]280事業所

○「はぐくみ支援企業」認証事業所数
（累計）
    [21]84事業所→[26]200事業所

●企業等に対し戸別訪問やアドバイザー派遣
などを行い、事業所内保育施設の設置をはじ
め、仕事と子育て等が両立できる環境整備の
取組を支援するとともに、「はぐくみ支援企
業」認証制度における企業メリットを拡充
し、両立支援に積極的な企業等を認証するこ
とにより、企業等における次世代育成の取組
を促進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１仕事と育児の両立を推進する企業等に対し、「推進アドバ
イザー」を派遣
２事業所内保育施設の設置を推進する企業等に対し、「推進
アドバイザー」を派遣
３「はぐくみ支援企業」のうち優良な企業を表彰し、パネル
展を開催
（H23 7回、H24 4回、H25 5回、H26 4回）
４企業への戸別訪問の実施
上記の取組みにより、認証事業所数は増加した。

＜事業の達成状況＞　◎

Ｂ

Ｂ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

5－2　高齢者活き活きとくしまづくり

515 策定 推進 → →

策定 策定 推進 推進 推進 ◎

516
順次拡
大

→ → →

400日 500日 600日 700日 444日 694日 1,080日 1,898日 ◎

600人 700人 800人 900人 669人 770人 875人 981人 ◎

517
新設・
推進

→ →

新設 準備 新設 推進 推進 ◎

15人 30人 50人 － 36人 51人 58人 ◎

保健

＜H23～26取組内容と成果＞
　有識者等で構成する県高齢者保健福祉計画・介護保険事業
支援計画等策定委員会を４回開催し、平成23年度末に「徳島
県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」を策定し
た。
  なお、当計画は中長期計画を展望したもので、計画名を
「とくしま高齢者いきいきプラン（2012～2014）」と一新し
た。
　また、策定後は、当計画に基づき、次のような高齢者施策
を実施した。
　○H24年度：県健康福祉祭サテライト大会の開催、地域訪
問講座の実施等
　○H25年度：シルバー大学校大学院における「防災講座」
等の開設、シルバー大学校におけるＩＣＴコースの拡充等
　○H26年度：「第5期徳島県高齢者保健福祉計画・介護保険
事業支援計画」における施策の実施状況を踏まえ、第6期計
画の策定等

＜事業の達成状況＞　◎

1　高齢者対策の推進
●高齢者が「生涯現役」として、生きがいを
持って生活できるよう「生きがいづくり」や
「社会参加」を支援するとともに、住み慣れ
た地域で安心して暮らせる環境づくり等を進
めていくため、「第5期徳島県高齢者保健福祉
計画・介護保険事業支援計画（とくしま高齢
者いきいきプラン）」を策定し、高齢者対策
を推進します。

保健

●県立総合大学校（シルバー大学校）の特別
講座に「健康づくりサポーター」の上級者を
育成する講座を新設します。 ＜H23～26取組内容と成果＞

　平成24年度に、シルバー大学校大学院卒業生等を対象とし
た「健康づくりシニアサポーター養成講座」を開設した。平
成24年度受講者36人、平成25年度受講者15人、平成26年度受
講者7人

＜事業の達成状況＞　◎

2　地域福祉のリーダーの養成
●高齢者自身が生きがいを持って豊かな高齢
期を創造できるよう生きがいづくりを支援す
るとともに、地域福祉を推進するリーダーを
養成します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　シルバー大学校やシルバー大学校大学院での講師や県内
小学校でのホームページ更新支援を行った。
２　シルバー大学校大学院では、健康・スポーツ講座におい
てはレクリェーションインストラクターの資格取得が、ＩＣ
Ｔ講座においてはシニアＩＴアドバーザー３級の資格取得
が、防災講座においては徳島県地域防災推進員の資格取得が
卒業要件となっており、資格取得者数は次のとおり。
H23年度実績：ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 25人、ｼﾆｱITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ3
級 78人
H24年度実績：ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 24人、ｼﾆｱITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ3
級 77人
H25年度実績：ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 24人、ｼﾆｱITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ3
級 64人、徳島県地域防災推進員17人
H26年度実績：ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 25人、ｼﾆｱITｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ3
級　62人、徳島県地域防災推進員19名

＜事業の達成状況＞　◎

保健

○生きがいづくり推進員の活動延べ日数
    [21]200日→[26]700日

○シルバー大学院における資格取得者数
（累計）
    [21]465人→[26]900人

○「健康づくりシニアサポーター養成講
座」の新設
    [24]新設

○「健康づくりシニアサポーター養成講
座」の受講者数（累計）
    [21] － →[26]50人

○計画の策定
　 [23]策定

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

518 開設 推進 → →

30人 60人 90人 120人 30人 60人 85人 108人 ○

760人 833人 ◎

519 開設 推進 → →

開設 開設 推進 推進 推進 ◎

520 推進 → → →

2,900
人

3,400
人

3,700
人

4,000
人

2,900人 3,187人 3,579人 3,689人 △

＜H23～26取組内容と成果＞
　身体状況等、シルバー大学校に通学が困難な高齢者のため
に、ケーブルテレビを活用した「活き活きシニア放送講座」
を開設し、高齢者に生涯学習の機会を提供できる環境を整備
した。
・H24年度においては、前年度受講者の意見等も参考に高齢
者の関心度が高い講座内容を取り入れ実施した。
・H25、26年度においては、放送大学との連携を図り、放送
大学の講座を取り入れるとともに、あわせてスクーリングを
実施し、より魅力ある放送講座として充実を図った。
(H23 受講者89人、H24 受講者72人、H25 受講者79人、H26
受講者 86人、うちスクーリング参加者：H25 14人、H26 21
人）
　
＜事業の達成状況＞　◎

保健

＜H23～26取組内容と成果＞
　シルバー大学校大学院「歴史文化講座」卒業生等を対象
に、観光ボランティアガイドとして活動するためのノウハウ
等についての講習を行った。
　この取組みを通じ、有志により「阿波十郎兵衛屋敷観光ボ
ランティアガイド友の会」が設立され、H24年5月から、同会
員が１日２人程度でローテーションを組み、観光ボランティ
アガイドとして活躍している。（活動時間数　H24：1,004時
間、H25：1,204時間、H26：1,124時間）
　また、（公財）とくしま“あい”ランド推進協議会ホーム
ページ上の「シニア応援サイト」において「生きがいづくり
推進員」の情報発信や活動紹介を行い、地域社会からの要請
に応じている。

＜事業の達成状況＞　○

保健○高齢者における観光ボランティアガイ
ドの養成者数（累計）
    [21] － →[26]120人

○観光ボランティアガイドの活動延人数
（累計）
　　[24]251人→[26]760人

●高齢者の生きがいづくりを推進するととも
に、本県の様々な魅力等を発信できる人材を
養成します。

3 「生涯現役」の「元気高齢者づくり」の推
進
●高齢者に生涯学習の機会をさらに多く提供
するため、全県ＣＡＴＶ網を活用し、「自宅
に居ながら講座が受講」できる高齢者向けの
講座を開設します。

保健

●県健康福祉祭等の充実により、高齢者のス
ポーツ及び文化活動の推進を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
　徳島県健康福祉祭を開催し、スポーツ交流大会として卓
球、テニスなど、文化交流大会として囲碁、将棋、かるたを
実施し、高齢者のいきがいと健康づくりを推進した。
H23年度ｽﾎﾟｰﾂ14種目、H24年度ｽﾎﾟｰﾂ16種目、H25年度ｽﾎﾟｰﾂ18
種目、H26年度ｽﾎﾟｰﾂ20種目、文化交流大会は毎年上記3種目
を実施。

＜事業の達成状況＞　○

○「徳島県活き活きシニア放送講座」の
開設
     [23]開設

○県健康福祉祭等のスポーツ及び文化交
流大会の参加者数
    [21]2,464人→[26]4,000人

Ｂ

Ａ

Ｃ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

521
開催・
推進

→ →

開催 協議 開催 開催 開催 ◎

522
導入・
推進

推進 → →

75名 150名 225名 300名 75名 151名 227名 302名 ◎

523
順次拡
大

→ → →

 51
万人日

 53
万人日

 55
万人日

 57
万人日

50.6
万人日

47.4
万人日

48.7
万人日

49.4
万人日

△

＜H23～26取組内容と成果＞
　地域で活躍されている高齢者を「がんばる高齢者」、心身
共に元気な高齢者を「元気高齢者」として登録するととも
に、登録者の中から顕彰することで高齢者の生きがいづくり
や健康づくりを促進した。登録・表彰数　「がんばる」：
H23 登録25・表彰25、H24 登録25・表彰25、H25 登録25・表
彰25、H26 登録25・表彰25、「元気」H23 登録50・表彰11、
H24 登録51・表彰11、H25 登録51・表彰11、H26 登録50・表
彰11

＜事業の達成状況＞　◎

保健

●県健康福祉祭に地域における高齢者が参加
しやすい環境を整備するとともに、高齢者の
生きがいと健康づくりをさらに推進し、より
多くの「元気高齢者づくり」を目指すため、
新たに「県南部、県西部サテライト大会」を
開催します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　H24年度から「県南部、県西部サテライト大会」を開催。
H26年度においては、県南部サテライト大会は、テニス、
ウォーキング等8種目、県西部サテライト大会は、ノル
ディックウォーク、パークゴルフ等7種目を実施し、県南部
及び県西部の高齢者にもいきがいと健康づくりの機会を提供
できた。

＜事業の達成状況＞　◎

保健

●働く意欲を持つ高齢者にその経験と能力を
活かした就業の機会の確保・提供を行い、高
齢者の生きがいを高めるとともに、地域社会
の活性化を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
1 シルバー人材センターへの運営補助の実施
2 全市町村へのセンター設置（H24年度完了）
3 H26 シルバー人材センター連合会の補助金活用による「広
報活動の強化」の実施
4 H26 緊急雇用創出事業（地域人づくり事業）による「就業
機会の開拓と会員拡大」の実施

＜事業の達成状況＞○

数値目標は未達成であるが、「職域拡大・会員拡大」に取り
組んでおり、
・就労延人日数は増加傾向へ立ち直りつつある
・平成26年度新規加入会員数の対前年伸率が全国上位
であるなど、取組成果は目標数値以外の数値に現れている。

●高齢者の生きがいや健康づくりを促進する
ため、地域で活躍している高齢者等を登録
し、顕彰する制度を新たに創設します。

商工

○「活き活きシニア登録制度」登録者数
（累計）
    [21] － →[26]300人

○「シルバー人材センター」の就労延人
日数
　 [21]50万人日→[26]57万人日

○県健康福祉祭の県南部、県西部サテラ
イト大会の開催
    [24]開催

Ａ

Ａ

Ｃ

11



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

524 推進 → → →

5,300
人

5,500
人

5,700
人

5,900
人

5,428人 5,637人 5,805人 6,039人 ◎

525 推進 → → →

 
240人
／年

250人
／年

235人 253人 141人 △

526 推進 → → →

60人 120人 180人 240人 66人 179人 274人 321人 ◎

527 推進 → → →

2,800
件/年

2,800
件/年

2,800
件/年

2,800
件/年

3,458
件/年

3,620
件/年

3,774
件/年

3,424
件/年

◎

○介護サービス従事者の指導者等の養成
研修参加者数
    [23]208人／年→[26]250人／年

●介護サービス従事者の指導者等の養成研修
等を通じ、介護サービスの質の向上を図りま
す。

4　介護基盤の整備
●介護サービスの公平で円滑な提供を図るた
め、介護支援専門員等の人材養成に取り組み
ます。

＜H23～26取組内容と成果＞
　介護支援専門員実務研修等の実施により、養成者数は順調
に増加した。H23実績：204人、H24実績：209人、H25実績：
168人、H26実績：234人

＜事業の達成状況＞　◎

保健

○介護支援専門員の養成者数（累計）
    [21]4,972人→[26]5,900人

保健

保健

＜H23～26取組内容と成果＞
　介護サービスの質の向上を図り、地域の核となる人材の育
成を図る観点から、様々な研修を実施した。
　H24実績：235人、H25実績：253人、H26実績：141人
  ※これまで県が実施していた研修のうち、H26年度におい
ては職能団体が主体的に実施することとなった研修（参加
者：約200人）があるため、実績値が減った。

＜事業の達成状況＞  ○

保健

●「徳島県介護実習・普及センター」等にお
いて、中高生が介護の知識を学び、「介護体
験」ができる講座を実施します。 ＜H23～26取組内容と成果＞

　高齢者疑似体験や車いす体験など、介護の知識を学ぶこと
により、「介護」や「介護予防」への関心が高まった。

＜事業の達成状況＞  ◎

5　高齢者の身体機能に応じた住宅改修等の推
進
●要援護高齢者等が住み慣れた自宅で安心し
て生活が継続できるよう、高齢者等の身体機
能に応じた住宅改修等の推進を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
 　要援護高齢者等が住み慣れた自宅で安心して生活が継続
できるよう、高齢者等の身体機能に応じた住宅改修等の推進
を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

○中高生のための「介護講座」参加者数
（累計）
    [21] － →[26]240人

○高齢者等住宅改修等給付（助成）件数
    [23]～[26]2,800件／年

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

5－3　障がい者活き活きとくしまづくり

529
策定・
推進

推進 →
策定・
推進

策定・
推進

策定・
推進

策定 推進 推進
策定・
推進

◎

530
順次育
成

→ → →

2,700
件

2,900
件

3,200
件

3,500
件

3,111件 3,261件 3,281件 3,497件 ○

保健

＜H23～26取組内容と成果＞
１　H23年度に徳島県障がい者施策基本計画及び徳島県障が
い福祉計画（第３期）を策定した。障がい福祉計画について
は、策定期間（３年間）が満了するため、H26年度に第４期
計画を策定した。H24年度～H26年度において、重点・主要施
策の実施状況の検証を行った。
２　新制度に係る安定した財源措置等について国へ政策提言
を行った。

＜事業の達成状況＞　◎

保健

→ →

＜H23～26取組内容と成果＞
　高齢者虐待の防止に向けた普及啓発を図るため、次のこと
を実施した。
・H23、24、26年度においては、市町村職員や市町村の地域
包括支援センターの職員等を対象として、「高齢者虐待防止
研修会」を開催するなどにより、普及啓発に努めた。
・25年度においては、鳴門市と共催で、県民等を対象に演劇
によるわかりやすい「成年後見制度」について公演を行っ
た。
・高齢者虐待状況等に関する調査の実施及び調査結果を基に
関係機関への更なる適切な対応等について周知を図った。
・全市町村に相談窓口及び相談員が設置されている。
・高齢者施設については、指導監査時に、全ての施設におい
て、「虐待防止に向けた取り組み」（職員研修等）が実施さ
れていることを確認した。
　
＜事業の達成状況＞　◎

保健

6　高齢者虐待防止の推進
●高齢者に対する虐待を防止し、高齢者の尊
厳の保持を図るため、虐待防止に向けた普及
啓発を図ります。

推進 →

○障がい福祉計画の策定・推進
    [23]・[26]「徳島県障がい福祉計
画」の策定・推進

○障がい児に対する療育相談件数（累
計）
    [21]2,238件→[26]3,500件

●障がい者に対し総合的な支援を行うための
相談支援体制の充実を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
障がい児施設等に委託することにより次の事業を行い、地域
における療育機能の充実を図ってきた。
１　医師、理学療法士、保健師等で構成された療養指導班に
よる在宅障がい児（者）及びその家族に対する訪問による療
育指導（巡回指導、健康診査）
２　外来による在宅障がい児（者）及びその家族に対する療
育指導（継続的な個別訓練、集団による療育指導等）
３　障がい児支援等を行う施設職員等に対する研修及び実地
指導方式による療育技術指導
４　相談支援専門員による療育機関に対する療育支援に関す
る困難事例等の検討、研修会の実施等
上記取組みによりH23～H25は各年度目標数値を上回ったが、
H26はほんの僅かながら目標数を下回った。

＜事業の達成状況＞  ◎

1　障がい者の自立支援の推進
●「徳島県障がい福祉計画」に基づき、障が
い者施策の総合的かつ計画的な推進を図り、
障がい者の地域での自立を支援します。

528 Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

531 推進 → → →

全国
１位

全国
３位

全国
３位

全国
２位

集計中 －

17,000
円

18,000
円

19,000
円

20,000
円

17,614
円

18,827
円

19,299
円

20,388
円

◎

532 推進 → → →

31件 32件 34件 36件 32件 32件 32件 32件 △

533 推進 → → →

420人 440人 460人 580人 440人 507人 579人 617人 ◎

保健

＜H23～26取組内容と成果＞
　基盤整備事業等に積極的に取り組み、事業所にもグループ
ホーム・ケアホームへの移行促進を働きかけ、グループホー
ム・ケアホームの整備を図った。
・H23事業所数　  27事業所
・H24事業所数　　32事業所
・H25事業所数　　33事業所
・H26事業所数　　34事業所
H23～H26の全ての年度で目標数を上回った。

＜事業の達成状況＞　◎

※平成２６年度版では数値目標を480人から580人に上方修正
している。

●グループホーム・ケアホームの整備を促進
し、生活基盤の充実を図り、障がい者の地域
生活への移行を推進します。

保健

保健

＜H23～26取組内容と成果＞
　着実な移行を促進させるため、地域共同作業所に対する支
援主体が市町村に一元化されたH18から基金事業を活用し、
H23までの間、移行のための準備金を補助した。
　H23、H24は目標数を満たしたが、H25、H26は目標数を下
回った。
・地域共同作業所の施設数（H18:41施設→H26:7施設）であ
り、全体の移行率は83％

＜事業の達成状況＞　△

○施設利用者の平均工賃全国順位
    [21]全国3位→[26]全国1位

○施設利用者の工賃（月額）
    [21]15,906円→[26]約20,000円

●障がい者の働く意欲と能力に応じて働ける
社会づくりを推進するため、就労支援事業所
の生産品の販路拡大などによる事業所経営の
改善支援等により、施設利用者の工賃のアッ
プを図ります。

○グループホーム・ケアホームの定員数
    [21]385人→[26]580人

＜H23～26取組内容と成果＞
１　授産製品のブランド化を推進するため，統一ブランド
“あわのわ”の製品等開発及び既存製品の見直し
２　共同受注窓口の整備をし、受注体制、ネットやイベント
等での販売体制、ＰＲ戦略等を確立
３　経営コンサルトの派遣による個別施設の営業手法や製造
工程の改善実施による経営基盤強化
４　目標工賃を達成した事業所〈就労継続支援Ｂ型事業所）
に対し助成金を支給 （H23のみ）
５　インターネット販売サイトの充実
６　民間企業とのコラボレーション事業
７　高齢者等の買い物支援を通じての販路開拓
上記の取組により、事業所の経営に対する意識向上及び販路
拡大が促進され，目標工賃を達成した。
・H23の工賃は17,614円で全国順位は3位（H25.2判明）
・H24の工賃は18,827円で全国順位は3位（H26.3判明）
・H25の工賃は19,299円で全国順位は2位（H27.2判明）
・H26の工賃は20,388円。
　　全国順位の判明時期は従前の例によるとH28.3頃

＜事業の達成状況＞　◎

○地域共同作業所の指定事業者又は地域
活動支援センターへの移行件数（累計）
    [21]30件→[26]36件

●障がい者に対する地域生活や就労につい
て、より一層の支援を図るため、地域共同作
業所の指定障がい福祉サービス事業者等への
移行を推進します。

Ａ

Ｃ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

535 推進 → → →

制定 検討 制定 ◎

全国
1位

全国1位 全国2位 全国2位 全国1位 ◎

1.71% 1.75% 1.80% 2.00% 1.67% 1.68% 1.78% 1.90% △

300社 294社 △

保健→ →推進 →

＜H23～26取組内容と成果＞
　精神保健福祉センターにおいて、相談支援を充実するため
に、行政・医療機関・家族会などの関係者を構成員として平
成22年度に設置した「ネットワーク会議」を継続して開催し
顔の見える関係作りに努めた。
　ネットワーク会議実績：H23 14人/1回、 H24 25人/1回、
H25 30人/1回、　H26 28人/1回
　平成25年度には県内の高次脳機能障がいの支援拠点である
徳島大学病院にコーディネーターを配置し、相談業務の強
化、関係機関との連携充実を図った。

＜事業の達成状況＞◎

●「徳島県障がい者の雇用の促進等に関する
条例」に基づき、職業訓練の実施及び充実な
ど、障がい者の職業的自立を支援する体制づ
くりを目指すとともに、障がい者雇用に関す
るネットワークを構築し、障がい者の雇用の
拡大を図ります。（再掲）

＜H23～26取組内容と成果＞
1 障がい者委託訓練を実施
 ・知識・技能習得訓練コース
　（H23　35名　H24　30名　H25　10名  H26 20名）
 ・実践能力習得訓練コース
　（H23　30名　H24　30名　H25　15名　H26　15名）
 ・ｅ－ラーニングコース（H25　10名　H26　10名）
 ・特別支援学校早期訓練コース（H26　10名）
２ H24年度に1年前倒しで「条例」を制定。
３ H24年度に新たな取組として、障がい者雇用優良事業所、特例
子会社の事例紹介パネル作成及び展示。
４ 障がい者雇用優良事業所に対し、知事表彰及びシンボルマー
クの付与。
　（H23　4事業所　H24　4事業所　H25　３事業所 　H26　６事
業所　）
５「とくしま障がい者雇用促進行動計画」を改定（H25）
６ 障がい者雇用促進ネットワークの設置（H25）
＜事業の達成状況＞○

※H26年度版では、職業訓練の実施及び充実など、障がい者の職
業的自立を支援する体制づくりを目指すとともに、障がい者雇用
に関するネットワークを構築するよう文言修正を行っている。
※実績値については、
・Ｈ２３年度、Ｈ２４年度：５６人以上規模の企業
・Ｈ２５年度～：５０人以上規模の企業
が対象となっている。

○民間企業の障がい者雇用率（Ｈ18対比
増加幅）
    [21]全国2位→[26]全国1位

商工

○障がい者を雇用している民間企業数
　　[25]281社→[26]300社

○民間企業の障がい者雇用率
    [21]1.61％→[26]2.00%（法定雇用
率）

○「徳島県障がい者の雇用の促進等に関
する条例」の制定
　　[24]制定

●高次脳機能障がい者に対する理解の促進及
び機能訓練や地域生活等に関する相談等の支
援を推進します。

534 Ａ

Ｂ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

536
順次育
成

→ → →

720
人

840
人

960
人

1,080
人

799人 1,008人 1,215人 1,404人 ◎

1,570
人

1,680
人

1,790
人

1,900
人

1,604人 1,775人 1,982人 2,243人 ◎

100人 200人 300人 400人 164人 298人 454人 642人 ◎

537 推進 → → →

70万人 80万人 90万人
100万
人

732,881
人

861,981
人

991,966
人

1,121,839
人

◎

538 推進 → → →

9,300
人

10,900
人

12,500
人

14,100
人

9,420
人

10,603
人

12,162
人

13,183
人

○

保健

＜H23～26取組内容と成果＞
１ サービス管理責任者研修の開催（H23 1回、H24 1回、H25
1回、H26 1回）
２ 相談支援従事者研修の開催（H23 1回、H24 2回、 H25 3
回、H26 2回）
３ 障がい者虐待防止・権利擁護研修の開催（H23～H26年度
各１回）
上記研修において、対象者毎に専門性の高いコース別の研修
を実施し、障がい福祉サービスを充実するための人材を養成
した。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
　モニタリングの実施により，利用者のニーズに合った自主
事業を行うなど，利用者の目線に立った管理運営に取り組ん
でいる。
・H23利用者数　133,705人
・H24利用者数　129,100人
・H25利用者数　129,985人
・H26利用者数　129,873人
　　※H26年4月　プラザ利用者100万人達成

＜事業の達成状況＞　◎

3　障がい者の社会参加の推進
●「障がい者交流プラザ」を活用し、障がい
のある人もない人もスポーツや芸術・文化活
動等を通じて、社会参加と交流を促進し、地
域社会で生きがいが実感できる仕組みづくり
を推進します。

●障がい者が社会参加する際に必要な、移動
手段を支援するための施策を推進します。

保健

保健

＜H23～26取組内容と成果＞
　障がい者の自立と社会参加を促進するため、障がい者の方
が福祉増進を図るため行事に参加する際にリフト付き福祉バ
スを運行した。
　H23 年間運行日数 52日　利用者数 1,496人
　H24 年間運行日数 45日　利用者数 1,183人
　H25 年間運行日数 58日　利用者数 1,559人
　H26 年間運行日数 40日　利用者数 1,021人

  ＊H24はインフルエンザ流行、H26は天候不良により各種
　　大会等の中止が多かったことから、運行日数が減少し
　　ている。

＜事業の達成状況＞　○

○サービス管理責任者研修の受講者数
（累計）
    [21]476人→[26]1,080人

○障がい者虐待防止・権利擁護研修の受
講者数（累計）
    [21] － →[26]400人

○相談支援従事者研修の受講者数（累
計）
    [21]1,335人→[26]1,900人

○「障がい者交流プラザ」の利用者数
（累計）
    [21]463,326人→[26]1,000,000人

○「ふれあい徳島号(リフト付きバス)」
の利用人数（累計）
    [21]6,120人→[26]14,100人

2　障がい福祉サービスの人材育成
●障がい福祉サービスを充実するための人材
を養成します。

Ａ

Ａ

Ｂ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

539 推進 → → →

14頭 15頭 16頭 17頭 14頭 14頭 15頭 15頭 △

1,873
人

2,500
人

2,861人 3,470人 ◎

540 促進 → → →

開設
開設
準備

開設 推進 推進 ◎

541 推進
移転・
推進

推進 →

3,100
件

4,300
件

5,600
件

10,200
件

3,427
件

5,570
件

8,039
件

10,762
件

◎

220
件

340
件

470
件

2,600
件

322件 968件 １,936件 3,054件 ◎

保健

保健

＜H23～26取組内容と成果＞
１　発達障がい者支援の専門機関として、医療・教育・就労
等の関係機関との連携を強化し、乳幼児期から成人期に至る
まで各ライフステージに応じた支援の充実を図った。
２　教育・保健・福祉等の関係機関からの要望に応え専門的
な助言支援を行うとともに、研修会の講師として他機関が主
催する研修会への依頼に応じた。
・機関コンサルテーション件数
　　　　　（H23: 7件 H24:19件　H25:26件　H26:30件）
・講師派遣件数（H23:16件 H24:51件　H25:59件　H26:43
件）
　
＜事業の達成状況＞　◎

※平成２６年度版では、相談件数及び就労支援件数の数値目
標を上方修正している。

               　 変更前　　　　　　　変更後
　・相談件数　    [26]7,000件　→  [26]10,200件
　・就労支援件数　[26]600件  　→　[26]2,600件

○「発達障がい者総合支援センター」の
相談件数（累計）
    [21]1,893件→[26]10,200件

●発達障がい者（児）の自立と社会参加の促
進を図るため、「発達障がい者総合支援ゾー
ン」において、医療・教育・労働の各機関と
連携を図りながら、発達障がいの理解促進の
ための啓発事業の一層の充実と、地域の実情
に応じた支援体制構築や地域支援の核となる
人材育成の強化など、各種施策を推進しま
す。

（補助犬の登録数）
＜H23～26取組内容と成果＞
  障がい者が住み慣れた地域で生活が送れるよう補助犬を
育成、貸与した。
  (補助犬の登録頭数)
   ・H23盲導犬１頭、H24申請者なし、H25介助犬１頭
　 （H26聴導犬１頭育成中止）

（視覚障がい者生活訓練事業）
＜H23～26取組内容と成果＞
　歩行、点字、パソコン、調理などの各種講座を開講し、日
常生活上必要な訓練・指導を行った。

＜事業の達成状況＞　○

保健

4　発達障がい者（児）への支援
●徳島赤十字病院跡地（小松島市）を活用
し、発達障がい者（児）を支援する施設を結
集する「全国に先駆けた」総合的な支援拠点
（ゾーン）を構築して、発達障がい者（児）
とその家族が抱える「不安の軽減」及び発達
障がい者の「自立と社会参加」の促進を図り
ます。

●障がい者が住み慣れた地域で安心した生活
が送れるよう、必要なニーズに対応した居宅
サービスの充実を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　平成24年4月福祉・教育・医療の専門機関を結集した
「発達障がい者総合支援ゾーン」における基幹施設として
「発達障がい者総合支援センター」を開設し、発達障がい者
の相談やゾーン内外の各施設と連携を図りながら総合的支援
を推進している。
・連携診療・医療相談（H24:51件、H25:64件、H26:44件）
２　発達障がい者総合支援ゾーンは、専門機関を結集し発達
障がい者の就労を総合的に支援する全国的にも類を見ない拠
点として注目を集め、国内外から多数の視察を受け入れた。
（H24:169件 1,872人、H25:263件 2,600人、H26：346件
3185人※累計）

＜事業の達成状況＞　◎

○補助犬の登録頭数（累計）
    [21]12頭→[26]17頭

○視覚障がい者生活訓練事業の受講者延
べ数（累計）
　 ［23］621人→［26］2,500人

○「発達障がい者総合支援ゾーン」の開
設
    [24]開設

○「発達障がい者総合支援センター」の
就労支援件数（累計）
     [21]69件→[26]2,600件

Ｂ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

5－4　ユニバーサルとくしまづくり

543 推進 → → →

37件 44件 52件 60件 46件 57件 66件 78件 ◎

創設 創設 推進 推進 推進 ◎
○観光ユニバーサル大賞の創設
    [24]創設

1　ユニバーサルデザインによるまちづくりの
推進
●「徳島県ユニバーサルデザインによるまち
づくりの推進に関する条例」の普及・啓発及
び適切な運用を図ります。

保健

→

＜H23～26取組内容と成果＞
年齢、性別、障がい、文化などの違いに関わりなく、「誰も
が住みやすい社会」の実現を目指して事業を推進している。
１　ユニバーサルデザインに配慮された施設・製品・活動を
表彰
２　本県ユニバーサルデザインの推進に県民をあげて取り組
む「県民会議」の開催(県施策への意見収集、情報交換や発
信等）
３　障がい者、高齢者等多様な人々が利用しやすい店舗等と
して改善するため、事業者が必要とする資金を融資
４　ユニバーサルデザイン講座を小学校で実施
（Ｈ23：3校・332人，Ｈ24：4校・515人，H25:3校・248
人,H26:3校・255人）
５　平成24年度に県民会議専門部会を設置し、「人にやさし
いイベント実践マニュアル」を作成
６　平成24年度において「とくしまユニバーサルデザイン
マップ」を作成し、インターネット上で公開

＜事業の達成状況＞　◎

保健推進 →→

●「とくしまユニバーサルデザインによるま
ちづくり賞」に新たに「観光ユニバーサル大
賞」を設け、観光・交流で訪れる外国人を含
めた県外客も過ごしやすくなるような取組等
により、地域に暮らすすべての人が暮らしや
すいまちづくりを推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　平成23年度、外国人を含む県外からの観光客に対し、ユ
ニバーサルデザインに配慮された施設・製品・活動を表彰す
る「観光ユニバーサル大賞」を前倒しして創設し、
平成23年度に7件、平成24年度に4件、平成25年度に4件、平
成26年度に4件、累計で19件を表彰した。
２　表彰者は、県のホームページに掲載した。

＜事業の達成状況＞　◎

○ユニバーサルデザイン表彰数（累計）
    [21]22件→[26]60件

542 Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

544 推進 → → →

850台 980台
1,100
台

1,200
台

837台 1,032台 1,064台 1,090台 ○

3,800
件

4,000
件

4,300
件

4,500
件

3,865件 5,040件 6,264件 7,859件 ◎

546 推進 → → →

21箇所 22箇所 23箇所 24箇所 21箇所 22箇所 23箇所 24箇所 ◎

●パーキングパーミット（身体障がい者等用
駐車場利用証）制度の一層の促進を図り、歩
行困難者の方々に配慮した環境づくりを推進
します。

○パーキングパーミット利用可能駐車台
数
　 [21]617台→[26]1,200台

保健

県土
改定・
推進

○パーキングパーミットの交付件数（累
計）
　 [21]1,757件→[26]4,500件

＜H23～26取組内容と成果＞
１　パーキングパーミットの交付件数については、
・様々な機会をとらえての制度周知
・四国４県が連携し、各県で開催されるイベントでの４県共
通の啓発グッズの配布（Ｈ24年度）
・阿波踊り期間中にＰＲ用のうちわを配布（H25・H26年度）
など、多様な取組の結果、目標を大きく上回った。

２　利用可能駐車台数を増やすため、推進員による直接店舗
訪問、電話や依頼文書を発送するなどの方法で協力事業所の
増加に努めた。

３　平成２４年４月１日より全国の制度導入県間で利用証の
相互利用が可能となり、現在は３１府県１市で、徳島県が発
行した利用証が利用できるようになっている。

４　NEXCO西日本徳島管理事務所にも働きかけを行った結
果、所管するSA・PAで実施されるなど、利用者の利便性が向
上した。

＜事業の達成状況＞　○

→ 推進 →

＜H23～26取組内容と成果＞
  道路、公園、公共建築物等のユニバーサルデザイン化を進
めるとともに、既存公共施設のＵＤ点検を実施し、その評価
を行った。（H23：5箇所、H24：4箇所、H25：11箇所、H26：
8箇所）
  ユニバーサルデザインの考えに基づく公共施設の整備を更
に推し進めるため、「とくしま公共事業ユニバーサルデザイ
ン推進プラン」を充実・補完する「とくしま公共事業ユニ
バーサルデザイン推進ガイドライン」をＨ２５年３月に取り
まとめた。
  「ガイドライン」は、ユニバーサルデザインによるこれま
での事例や整備にあたっての基準などを体系的に整理したも
ので、県及び市町村の関係部署に送付するとともに、さらな
る周知のために説明会を開催した。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
　H23は国道４３８号、H24及びH25は県道阿南鷲敷日和佐
線、H26は小松島佐那河内線において整備を実施。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

●「とくしま公共事業ユニバーサルデザイン
推進プラン」を改定し、ユニバーサルデザイ
ンによるまちづくりを推進します。

○対向車接近表示システム等設置箇所数
　 [21]18箇所→[26]24箇所

2　公共施設・交通機関等の整備
●中山間地域の幅員狭小な道路において、待
避所整備に加え、「対向車接近表示システム
等」を設置することにより、通行の安全性、
快適性を確保します。（再掲）

545

Ｂ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

547 推進 → → →

250㎞ 255㎞ 260㎞ 265㎞ 254km 263km 265km 271km ◎

9箇所 10箇所 12箇所 11箇所 11箇所 12箇所 ◎

10.5㎞ 11.0㎞ 11.0㎞ 11.0㎞ ◎

549 促進 → → →

87台 91台 94台 97台 89台 94台 99台 104台 ◎

○幅3ｍ以上の歩道の県管理道路における
整備延長
    [21]232.0㎞→[26]265.0㎞

●歩行者や自転車利用者が安全に通行できる
歩道等の整備や事故抑止対策として交通安全
施設の重点整備を推進します。（再掲）

→

県土

→

＜H23～26取組内容と成果＞
・県管理道路で幅３ｍ以上の歩道を約２０ｋｍ（２１路線３
１箇所）の整備を実施。
・「あんしん歩行エリア」３地区（田宮地区、沖浜・二軒
屋・明神地区、沖浜東・山城西・昭和地区）での対策工の実
施。
・県道宮倉徳島線において、約1.0ｋｍの電線類の地中化を
実施。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

→

＜H23～26取組内容と成果＞
  ユニバーサル社会の実現に向け、ＩＣＴ（情報通信技術）
を活用した「ユビキタス（社会）」の思想・技術を取り入れ
た取組みが進められており、全国で展開されている「ユビキ
タス特区」の対象プロジェクトの動向など先進事例の調査・
研究を行った。
  「東京ユビキタス計画・銀座」におけるスマートフォンを
用いた銀座のまちの情報を多言語で提供する実証実験に関す
る調査を実施。
  視覚障がい者に対する音声による施設案内を行うシステム
や、聴覚障がい者に対する校内の情報表示設備システムを、
平成２６年４月に開校した「徳島視覚支援学校」「徳島聴覚
支援学校」において設置。

＜事業の達成状況＞　◎

●ユニバーサル社会の実現に向け、あらゆる
人が自立して「安全」に、「安心」して、
「自由」に移動することが可能な社会基盤の
調査・研究を進めます。

推進 県土

＜H23～26取組内容と成果＞
　路線バス事業者が行うノンステップバスの導入に対して、
国と協調して補助を行い、ノンステップバスが導入された。
（H23：7台、H24：5台、H25：5台、H26：5台）

＜事業の達成状況＞　◎○ノンステップバス（路線バス）の台数
（累計）
　 [21]79台→[26]97台

○電線類を地中化した県管理道路の延長
    [21]10.0㎞→[24]11.0㎞

○「あんしん歩行エリア」の整備箇所数
    [21]7箇所→[25]12箇所

●路線バスにノンステップバスを導入するこ
とにより、公共交通の利便性、快適性の向上
を図ります。

548

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

550 検討
設置・
推進

推進 →

設置・
推進

- 設置 推進 推進 ◎

551 推進 → → →

5,000
人

6,000
人

7,000
人

8,000
人

5,032
人

6,007
人

7,834
人

8,021
人

◎

商工

●相談窓口の充実、生活支援講座の開設、市
町村と連携した多言語による情報提供等を行
います。

＜H23～26取組内容と成果＞
・(公財)徳島県国際交流協会に多言語（英語・中国語）相談
窓口を開設（H23･H24･H25･H26）
・在住外国人の日常生活を支援するため、生活上の基礎知識
の提供や日本語指導等を行う生活支援講座を開設（H23･H24･
H25･H26）
・在住外国人向けの多言語情報ｶﾞｲﾄﾞを各市町村に配布する
とともに、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで行政情報、生活情報を提供（H23･H24･
H25･H26）
・多言語（やさしい日本語・英語・中国語）による「防災ガ
イドブック」及び「緊急カード」を作成・配布（H24）
・日本語学習教材「ええじょ！とくしま」を作成（H25）
・日本語学習教材「徳島で暮らす１２か月別冊（英語・中国
語版）」を作成（H26）
などにより、多文化共生のまちづくりの推進が図られた。

＜事業の達成状況＞　◎

商工

3　外国人が住みやすいまちづくり
●県内在住外国人はもとより、観光やビジネ
スなどで来県する外国人等との共生を目指
し、地域からの国際化を実現するための推進
組織を創設し、県民・行政が一体となった事
業を推進します。（再掲）

＜H23～26取組内容と成果＞
多言語による生活情報や通訳サービスが充実し、多くの外国
人が徳島に訪問・在住している状態を目指す。

・徳島県内の宿泊・観光施設、県内在住の外国人などを対象
としたニーズ調査を実施（H23）
・(公財)徳島県国際交流協会を核として、県民、行政、関係
機関の力を結集し、県内在住の外国人の生活利便性の向上は
もとより、海外との経済交流活動など、多様なニーズに対応
する「とくしま国際戦略センター」を設置（H24）
・「とくしま国際戦略センター」において、窓口での多言語
対応や、「無料Wi-Fiスポット」の提供、ホームページの充
実など多様なニーズに対応したサービスを提供（H25･H26）

などにより、地域の国際化の推進が図られた。

＜事業の達成状況＞ ◎

○「とくしま国際戦略センター」の設置
    [24]設置・推進

○相談、情報提供等の生活支援サービス
を受けた外国人数（再掲）
    [21]3,623人→[26]8,000人

Ａ

Ａ

21



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

552 推進 → → →

140人 160人 180人 200人 148人 161人 132人 204人 ◎

553 推進 → → →

2地域 4地域 6地域 8地域 4地域 5地域 7地域 8地域 ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
  案内標識の多言語表記：H23は１地域、H24は１地域、H25
は２地域、H26は１地域で設置。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

○案内標識の多言語表記への変更済地域
数（再掲）
    [21] － →[26]8地域

＜H23～26取組内容と成果＞
・地域で外国人支援の中核となってもらえる「地域共生サ
ポーター」を募集、登録するとともに、専門ボランティアの
スキルアップを図るための研修会を開催。（H23･H24･H25･
H26）
・在県する外国人支援のためのネットワーク形成を推進する
ため、相互の情報交換や取組等について「相談支援ネット
ワーク会議」において協議。（H23･H24･H25･H26）
・「とくしま国際戦略センター」の設置を機に、外国人支援
に当たる各種ボランティアの種別と登録方法を整理し、本人
の意向を確認した上で、「とくしま外国人支援ネットワーク
会員」として統合することにより、より分かりやすい外国人
支援のネットワークづくりを促進。（H25･H26）
　＊とくしま外国人支援ネットワーク会員数162人(H25) 204
人(H26)
　　地域共生サポーター　127人(H25) 154人(H26)
　　語学ボランティア　88人(H25) 113人(H26)
　　災害時通訳ボランティア　82人(H25) 103人(H26)
　　ﾎｰﾑｽﾃｲ・ホームﾋﾞｼﾞｯﾄボランティア　44人(H25) 57人
(H26)
　　活動支援ボランティア　98人(H25) 121人(H26)
などにより、専門ボランティアの養成及び外国人の支援の
ネットワークづくりが図られた。

＜事業の達成状況＞　◎

商工

○地域共生サポーターの委嘱者数
    [21]123人→[26]200人

●在県外国人に対して生活相談等に応じる専
門ボランティアの養成を行うとともに、ボラ
ンティア、支援団体、行政機関による外国人
支援のためのネットワークを形成します。

●多くの外国人旅行者が快適に移動できるよ
う、主要観光地等において、多言語化した案
内標識の整備を推進します。

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

5－5　共助共生とくしまづくり

554
策定・
推進

推進 → →

策定 策定 推進 推進
第２期
計画策
定

◎

12
市町村

16
市町村

21
市町村

24
市町村

13
市町村

14
市町村

15
市町村

15
市町村

△

555 推進 → → →

16
市町村

24
市町村

19
市町村

22
市町村

24
市町村

24
市町村

○

13,000
人

14,000
人

15,000
人

16,000
人

14,842
人

16,194
人

17,909
人

32,979
人

◎

650人 750人 850人 950人 653人 757人 882人 1,002人 ◎

創設 創設 推進 推進 推進 ◎

320人 380人 440人 500人 173人 304人 443人 554人 ◎

保健

○介護予防リーダーの養成者数（累計）
    [21]405人→[26]950人

○「介護予防リーダー」技能向上研修の
創設
    [23]創設

○「介護予防リーダー」技能向上研修の
受講者数（累計）
    [21] － →[26]500人

○徳島県地域福祉支援計画の策定
    [23]策定

＜H23～26取組内容と成果＞
１　平成23年度に、市町村が計画策定する上でのガイドライ
ンとしての役割を果たす｢徳島県地域福祉支援計画」を策
定。H26年度には、第2期計画を策定した。
２　平成23・24・25・26年度とも、計画策定に当たる市町村
担当者、地域福祉活動に取り組む市町村社協の職員を対象と
して、計画策定を支援するための研修会を実施した。
３　知事・市町村長会議において、未策定の市町に対して取
り組みを要請した。

＜事業の達成状況＞　○

＜H23～26取組内容と成果＞
１　国の交付金を活用した基金事業において、市町村等が実
施する「地域支え合い体制づくり事業」において、市町村等
が実施する「地域の支え合い活動の立ち上げ支援事業」、
「地域活動の拠点整備」及び「人材育成」に関する事業の取
組推進について支援を行った。
２　徳島県ひとり暮らし高齢者等見守りネットワーク支援協
議会を設置し、研修会の開催、「高齢者等の見守りネット
ワーク構築のための手引き」を作成した。
３　徳島新聞販売店協同組合ほか１４団体と徳島県における
高齢者等の見守り活動に関する協定を締結した。
４　認知症サポーターの養成については、市町村をはじめ、
企業、団体、警察や教育委員会など、連携を深めながら、県
内全域でサポーターを養成した。
５　県内３か所（県央部、県南部、県西部）において、介護
予防リーダー養成研修を実施・養成した。（H23 103人、H24
104人、H25 125人、H26 120人）
６　介護予防リーダー・スキルアップ研修を実施・養成し
た。（H23 173人、H24 131人、H25 139人、H26 111人）

＜事業の達成状況＞　◎

1　地域福祉の推進
●地域社会の誰もが、住み慣れた地域で安心
して暮らせる社会を実現するため、広域的な
見地から県の取組の基本的な考え方・方針を
示した「徳島県地域福祉支援計画」を策定す
るとともに、地域住民に最も身近な市町村に
おける「地域福祉計画」の策定を促進しま
す。

○地域福祉計画策定済市町村数
    [21]9市町村→[26]全市町村

○認知症サポーター数（累計）
　  [21]10,146人→[26]16,000人

2　地域における高齢者支援の推進
●県と見守りネットワークを構成する市町村
や地域包括支援センター等の関係機関が「情
報交換の場」を設けることにより、ネット
ワークの充実強化を図るとともに、認知症サ
ポーターの拡大や介護予防リーダーの養成、
ＩＣＴの活用を含め地域の実情に応じた「安
否確認システム」の導入により、地域におけ
る高齢者支援の充実を図ります。

○「ふれあい見守り」安否確認システム導入市
町村数
    [21]1市町村→[24]全市町村 保健 Ａ

Ｃ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

556 推進 → → →

54人 56人 58人 60人 61人 62人 64人 61人 ◎

90人 120人 150人 180人 69人 121人 152人 183人 ◎

557 推進 → → →

360件 420件 480件 810件 482件 595件 714件 845件 ◎

保健

●障がい者のスポーツ・レクリエーション活
動や生きがいづくりの支援の強化を図りま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
　様々な競技種目において、大会や講習会・教室が開催さ
れ、指導員が派遣された。

＜事業の達成状況＞　◎

※平成２６年度版では数値目標を540件から810件に上方修正
している。

3　地域における障がい者支援の推進
●障がい者のコミュニケーション手段等を確
保するため、手話・要約筆記・点訳等の専門
的知識・技能を有する各種ボランティアの
他、地域における生活を支援するためのサ
ポーターを育成するとともに、県民への理解
と普及を促進します。

（県登録手話通訳者数）
＜H23～26取組内容と成果＞
１　県養成講座実施の周知（ホームページ、県庁だより、市
町村周知依頼）
２　県登録試験実施の周知（ホームページ、県庁だより）
　

（障がい者サポーター数）
＜H23～26取組内容と成果＞
　障がい者の支援者研修等、各種機会をとらえて、障がい者
サポーターへの参画を広く呼びかけた。
　登録サポーター数（H23登録者 8名、H24登録者 52名、H25
登録者 31名、H26登録者 31名）

＜事業の達成状況＞　◎

○人材バンク活用による障がい者スポー
ツ指導員の派遣件数（累計）
    [21]235件→[26]810件

○「障がい者サポーター」数（累計）
     [21] － →[26]180人

○県登録手話通訳者数
    [21]53人→[26]60人

保健 Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

558 推進 → → →

3,400
頭

2,700
頭

2,100
頭

1,500
頭

3,215
頭

3,161
頭

2,290
頭

1,600
頭

○
○犬猫の殺処分頭数
　 [21]4,211頭→[26]1,500頭

4　人と動物がともに暮らせる地域づくり
●「徳島県動物愛護管理推進計画」に基づ
き、不妊・去勢の推進、適正飼養にかかる啓
発、譲渡の推進を図り、犬猫の殺処分頭数を
削減します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．獣医師会、市町村と連携し不妊・去勢の推進した。
手術助成頭数：平成20年度300頭→平成26年度803頭（約2.6
倍へ増加）
２．平成24年度から、一般の方に譲渡する犬・猫について
は、避妊・去勢手術とマイクロチップを装着後に譲渡するな
ど、譲渡システムの見直しを行った。
また、ボランティアの協力により、譲渡頭数が大幅に増加し
た。H23年度152頭→H26年度402頭
３．地域猫活動普及推進モデル事業を着実に推進し、飼い主
のいない猫の繁殖制限と地域での動物愛護・適正管理の推進
が図られた。
平成22年度6地域、手術頭数84頭→平成26年度45地域、手術
頭数734頭
　猫収容頭数：H23年度1,463頭→H26年度879頭へ減少
４．飼い主の都合により飼えなくなった犬・猫の引取を希望
する者が後を絶たないため、飼い主に対し終生飼養について
の啓発に努めた。
５．収容動物について、H24年度から新たにCATV、新聞等の
広報媒体を活用して情報提供を行ったことにより、飼い主へ
の返還頭数が増加した。
　返還頭数：平成23年度153頭→平成26年度は208頭（3割で
以上増加）
　６．災害時のペット対策及び終生飼養の推進を図るため、
獣医師会協力のもとマイクロチップ装着の普及を推進した。
　マイクロチップ登録頭数：平成20年度150頭→平成26年度
3,241頭
７．本県における動物愛護の現状を広く周知するため、動物
愛護推進員等と協力し、各地で啓発写真展を開催した。
８．獣医師会、ボランティアとの協働でセミナーとパネル展
を開催（参加者350名程度）し、マスコミ等にも取り上げら
れるなど県民への周知と啓発を効果的に実施できた。
９．関係ボランティアと協働で、官民一体となった動物愛護
週間啓発キャンペーンを新たに集客施設等で実施した結果、
年2回開催する動物愛護管理センター啓発イベント（ふれあ
いフェスタ、動物愛護のつどい）への参加者が、平成22年度
1,400名から平成26年度には2,000名に増加するなど、啓発活
動の相乗効果を上げることができた。
１０．平成26年度には、企業からのご寄附をもとに、動物愛
護管理センターで収容されている犬の中から、災害救助犬を
育成するための制度設計の検討など、新たな取組に着手し
た。
 
＜事業の達成状況＞　◎

危機 Ｂ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

番号

委員意見

559 推進 → → →

40人 43人 47人 50人 54人 54人 54人 70人 ◎

560 推進 → → →

50
以上

11 21 37 80 ◎

危機

●新たにボランティア制度を創設し、地域で
活動する動物愛護ボランティアの育成と人材
確保に努めます。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．H23年度新たに動物愛護ボランティア登録制度を創設し
た。
２．イベント会場、保健所等での登録書類の設置や、セミ
ナー等での資料配布、ホームページへの掲載等を実施し、制
度の周知に努めたことにより、目標達成に向け順調にボラン
ティア登録数が増えている。
３．災害ボランティアを対象に災害時ペット救済対策に係る
研修を実施し、また県内初となるペット同行避難訓練を実施
しスキルアップを図った。
４．ふれあいボランティアとして、譲渡会、ふれあい教室、
譲渡候補動物の世話に参加いただき、ボランティアとの交流
の場ができた。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

＜H23～26取組内容と成果＞
１．平成23年度、従来動物愛護管理センターで開催していた
推進員認定講習会を西部総合県民局で開催し、新たな人材の
確保に努めた結果、西部地域において動物愛護推進員数が7
名から11名に増加した。
２．平成24～26年度は、市町村に対し新たな人材確保を働き
かけた結果、新規の動物愛護推進員を増やすことができた。

＜事業の達成状況＞　◎
○動物愛護推進員数
　 [21]31人→[26]50人

○「動物ふれあいボランティア・ＮＰＯ
等」登録数（累計）
　 [21] － →[26]50以上

●人と動物がともに暮らせる地域づくりを推
進するため、地域で活動する動物愛護推進員
の増員に努めます。

Ａ

Ａ
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