
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３ 「安全安心・実感とくしま」

平成2７年８月１７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



基本目標3「安全安心・実感とくしま」

3－1　みんなで守るとくしまづくり

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

236 推進 → → →

設置 検討 設置 開催 開催 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

委員意見

●南海トラフ巨大地震及び国民保護などあらゆる
危機事象に対応するため、関係機関の連携によ
り、人材育成や県民への広報活動などを行い、
「とくしまを守る力」の向上を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．「とくしまを守る力」の向上を図るため、｢防災・減災
フォーラム2011in徳島｣（H23年度）や「震災に強いとくしまづ
くりフォーラム」（H24年度）、「防災生涯学習推進フォーラ
ム」（H25年度）を開催するなど、人材育成や県民への周知広
報に努めた。
２．ライフライン事業者・警察・消防・自衛隊等、県内に所在
する防災・危機管理関係機関等を構成員とした「徳島県危機管
理総合調整会議」を、平成25年3月に設置、毎年度定期的に開
催している。

＜事業の達成状況＞　◎

○ライフライン事業者・警察・消防・自衛隊
等、県内に所在する防災・危機管理関係機関
を構成員とした「徳島県危機管理総合調整会
議」の設置・開催
    [24]設置

危機

危機

危機

●想定される危機事象ごとのマニュアルの整備を
進めます。

実施 → → →

実績値
（H26）

＜H23～26取組内容と成果＞
　各部局における危機管理マニュアルの整備状況調査を行うと
ともに、危機事象（６３事案）ごとの対応手順確認書として
「危機管理マニュアル基本シート」の整備を進めた。
　平成２５年度からは、各部局で整備されたマニュアルを、
JoruriGWの電子図書として掲載し、電子的に、危機事象発生時
のマニュアル保管場所として活用するとともに、庁内の情報共
有を行った。

＜事業の達成状況＞　◎

1　危機管理体制の拡充強化等
●県民生活を脅かす、あらゆる危機事象に対応す
るため、「徳島県危機管理対処指針」に基づき、
全庁を挙げた危機管理対応を行います。

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
　県として対応すべき危機事象が発生した場合などにおいて、
速やかに危機管理会議、危機管理連絡会議を開催するなど、全
庁を挙げた対応を図った。
　具体的には、次のような対応を行った。
　・H23　危機管理会議13回　危機管理連絡会議 7回
　・H24　危機管理会議10回　危機管理連絡会議 4回
　・H25　危機管理会議 5回　危機管理連絡会議 7回
　・H26　危機管理会議 6回　危機管理連絡会議14回

＜事業の達成状況＞　◎

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号

234

235

実績値
（H25）

1 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

整備 → → →

実施 実施 実施 実施 実施 ◎

作成 作成 ◎

Ａ

Ｂ

Ａ推進

→

→

危機

危機

＜H23～26取組内容と成果＞
　県同士のカウンターパート以外にも、市長会、町村会、商工
団体間に協定締結が進展した。
　具体的には、
　・市長会同士（H25.12.25）
　・町村会同士（H25.6.6)
　・社会福祉協議会同士（H24.12.12)
　・生活協同組合同士（H26.1.20）
　・中小企業団体中央会同士（H26.5.19）などが協定締結。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

＜H23～26取組内容と成果＞
　消防広域化について．各消防本部に対して、統合の考え方や
消防本部の状況確認を行った。
　平成２４年度には、消防救急デジタル無線整備に係る実施設
計業務を、県において県域一括で取りまとめ、複数の消防本部
による、共同整備、指令業務共同化の検討を行った。
　組織統合については、消防力の格差、消防団との関係など課
題も多く、全国的にも進捗が遅れていることから、平成２５年
４月に、広域化期限の５年間延長（H30.4.1まで）、支援の対
象とする重点地域の指定など、国の基本計画が改正された。こ
のため、消防庁広域推進アドバイザーの派遣を受け、全国の広
域化の状況・支援制度、広域化への取組事例等について、各消
防本部、市町村へ情報提供を実施した。
　また、消防非常備町村に対し、近隣消防本部との常備化に向
けた検討に係る調整を図った。
　上記取組により、美馬市と美馬西部消防組合が指令センター
を共同整備し、平成２６年度に指令業務の共同運用を開始した
が、組織統合については、具体的な組み合わせの合意には至っ
ていない。

＜事業の達成状況＞　○

●災害の多様化等に対応した市町村の消防体制の
整備充実を図るため、市町村消防の組織統合や指
令業務の共同化を促進します。

促進 → →

●国民保護法に基づき、武力攻撃事態や緊急対処
事態に迅速かつ的確に対応できるための体制整備
を進めます。

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成２０年度から７年連続で国民保護共同訓練を実施し、武
力攻撃事態や緊急対処事態に迅速かつ的確に対応できるための
体制整備を図った。
　また、市町村避難マニュアルの作成に向け、平成２３年度に
はガイドラインを作成、平成２６年度に避難実施要領のパター
ン別のひな型を作成・配布するなどの支援を行った。

＜事業の達成状況＞　◎

○国や隣接府県、市町村、関係機関との国民
保護共同訓練の実施
　  [23]実施

○市町村避難マニュアル作成のためのガイド
ラインの作成
    [23]作成

●南海トラフ巨大地震をはじめとする危機事象に
対応するため、相互応援協定を締結している鳥取
県と、両県の市町村や民間団体の相互交流や連携
を支援すること等により、広域的な連携体制の構
築を図ります。

237

238

239
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

促進・
実施

→ 実施 →

開催 開催 ◎

開催 検討
検討
・

準備
開催 ◎

推進 → → →

創設
創設
準備

創設 ○

Ａ

Ｂ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
１　全畜産農家への立入検査による家畜伝染病の監視や衛生指
導の実施。
２　防疫演習・研修会等の実施。（H23：９回、H24：９回、
H25：10回、H26：10回）
３　鳥インフルエンザモニタリング検査。（H23、H24、H25、
H26 とも毎月実施）
４　防疫資材の備蓄。（H23、H24、H25、H26）
　平成25年度までは、3万羽飼養規模での発生を想定した備蓄
計画を進めていたが、平成26年度、他県の発生状況を受けて、
大規模農場での発生を想定した備蓄資材の整備を行った。
上記取組により、県内での家畜伝染病の発生予防及び危機管理
体制の強化を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

→ → →

＜H23～26取組内容と成果＞
　少年少女消防教室や地域少年少女消防教室を実施し、地域ぐ
るみで少年少女消防クラブ育成に努めた。
　消防団協力事業所の積極的拡大を推進するための表彰制度
は、平成２３年度に創設準備、平成２４年８月に創設し、平成
２４年度に４団体、平成２５年度に４団体、平成２６年度に３
団体を表彰した。
　また、平成２５年度に「消防団入団促進シンポジウム」を開
催し、平成２６年度には「住宅防火防災推進シンポジウム」に
おいて、消防団協力事業所の表彰式を行い制度の効果的なＰＲ
を図った。
　上記取組により、消防団の加入促進や消防団協力事業所の顕
彰を行い、消防団を応援する地域づくりを推進した。

＜事業の達成状況＞◎

●定期的な情報収集やサーベイランス、防疫資材
の備蓄及び防疫演習を実施し、口蹄疫、高病原性
鳥インフルエンザ等が発生した場合、家畜、家き
ん等の殺処分、移動制限等必要な防疫措置を的確
かつ迅速に実施する体制を整備します。

推進 農林

＜H23～26取組内容と成果＞
１．緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練を実施した。
　　実施日：H23.10.29～30
　　実施場所：小松島市「赤石ふ頭東地区」
　　参加機関：240機関　　参加人員：1,214人
２．中国四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練を実施した。
　　実施日：H25.11.2～3
　　実施場所：大塚製薬(株)徳島ワジキ工場ほか
　　参加機関：消防74本部134隊493名　外機関179名
　　参加人員：672人
３　ブロック訓練においては、毎年高度となる訓練課題に対応
した訓練を実施している。
　上記のとおり、平成２３年度及び２５年度の目標を達成して
おり、また、開催年以外についても、毎年、他県開催のブロッ
ク合同訓練に参加することにより、部隊運用力が向上した。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

危機

○緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練の開
催
    [23]開催

○中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓
練の開催
  　[25]開催

○消防団活動に貢献した事業所に対する表彰
制度の創設
    [23]創設

●消防職員の技術の向上や大規模災害時の効果的
な部隊運用力の向上を促進します。

●地域防災の要である消防団の充実強化を図るた
め、団員確保の促進や、表彰制度の創設などによ
る消防団協力事業所の積極的拡大を推進するとと
もに、消防団を中心とした地域ぐるみの少年少女
消防クラブの活性化や交流の取組を支援し、「将
来の防災の担い手」育成を推進します。

240

241

242
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

運用 → → →

運用 運用 運用 運用 運用 ◎

15,000
人

20,000
人

25,000
人

30,000
人

14,389
人

20,079
人

23,652
人

25,932
人

○

Ｃ

Ａ

Ａ

Ｂ→

＜H23～26取組内容と成果＞
・地下水送水設備の適正な維持管理を行い、渇水時(Ｈ２３
春、Ｈ２５春、Ｈ２５夏)において地下水送水設備を運用し、
工場用水の補給により企業の生産活動の維持に寄与した。
・渇水に関する「農業用水及び営農相談窓口」を設置し、農業
者や農業関係団体等からの相談に迅速に対応するとともに、農
作物等の管理についての技術指導を行ったことにより農業の生
産活動の維持につながった。

＜事業の達成状況＞　◎

※H26年度版では、関係部局の追加及び文言修正が行われてい
る。

●携帯電話を活用した安否確認サービス「すだち
くんメール」を提供し、災害時に地域住民が相互
に安否情報を共有できる体制を構築するととも
に、企業や自治体が職員の参集情報を共有できる
体制を構築し、災害の迅速な初動体制の確立を図
ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．委託事業（緊急雇用）により、法人に対する導入支援事業
  を実施し、平成２４年度目標数を達成した。
２　その後も法人に対する操作説明会を実施するなど、関係機
　関、団体に働きかけ、普及啓発と登録の促進を図った。
３．県民に対しては，チラシ・パンフレットを作成し，普及啓
　発を行った。
４．フリーダイヤルを設け、すだちくんメールに関する県民か
　らの問い合わせに対応した。
５．平成２６年度は利用者の情報共有能力の向上のため、地域
　住民で災害情報等を共有出来る地域ＳＮＳの機能をモデル地
　域にて追加するなどシステムの機能強化を実施した。

＜事業の達成状況＞  〇

危機

危機

●大規模災害時における広域防災活動の充実・強
化を図るために南海トラフ巨大地震を想定した対
処演習、県総合防災訓練等の検証を踏まえて、
「広域防災活動計画」を見直します。

見直し 運用

●那賀川水系等における渇水被害の軽減を図り、
企業・農業の生産活動を維持するため、緊急時の
水源確保、水使用の合理化など、総合的な対策を
推進します。

推進

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成２４年度に広域防災活動計画の拠点一覧について更新を
行うとともに、南海トラフ巨大地震を想定して、総合防災訓練
及び図上訓練を行った。
　「広域防災活動計画」の前提となる国の「南海トラフ地震に
おける具体的な応急対策活動計画」の策定が平成２６年度末と
なったため、同年度内の県の計画に見直しは困難となった。な
お、「広域防災活動計画」については、平成２７年度中に見直
し予定である。

＜事業の達成状況＞　○

商工
・

農林
・

県土
・

企業

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成２４年度は地域防災計画と「関西減災・防災プラン」と
整合をとった修正を行い、平成２５年度は地域防災計画を全面
改定に伴い「広域・応援受援体制の整備」として、改めて位置
づけを行った。
　平成２５年度の地域防災計画の見直し以後も、関西広域連合
及び中国四国ブロックで、広域災害における応援・受援につい
て協議や訓練を実施し、更なる体制の充実に努めている。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

2　災害時等における初動体制の充実等
●関西広域連合が策定する「関西減災・防災プラ
ン」等と整合をとった地域防災計画とし、広域災
害に対する計画的な対策の推進を図ります。

検討・
見直し

→ → →

→ → →

○安否・参集情報収集サービスの普及、導入
支援
    [23]運用

○すだちくんメール登録者数（累計）
    [21] － →[26]30,000人
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

試運用 運用 → →

運用 検討 運用 運用 運用 ◎

運用 検討 運用 運用 運用 ◎

検討
整備・
運用

→ →

整備 検討 整備 運用 運用 ◎

設定・
運用

→ → →

設定 設定 ◎

訓練
実施

→ → →

年1回
開催

年1回
開催

年1回
開催

年1回
開催

開催 開催 開催 開催 ◎

年1回
開催

年1回
開催

年1回
開催

年1回
開催

開催 開催 開催 開催 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

●国の人工衛星を利用して情報を全国に送る「全
国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）」を活用
し、県、市町村における情報伝達訓練や津波対応
訓練等を実施します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　一斉情報伝達訓練の実施及び課題の検討（２回／年）
２　津波対応訓練の実施及び課題の検討（１回／年）
３　設置学校における個別の情報伝達訓練→実施

　県内に定期的な訓練実施が定着し、市町村でも独自の訓練が
実施されている。

＜事業の達成状況＞　◎

　上記取組とは別に、県施設については月１回の訓練を実施

危機

●「防災や危機事象対応」をより身近により分か
りやすく伝え、県民の意識向上を図るため、徳島
防災情報ポータルサイト「安心とくしま」におい
て、災害や食の安全・安心、感染症など様々な危
機に関する動画情報を提供する専用カテゴリを設
けます。

＜H23～26取組内容と成果＞
　徳島防災情報ポータルサイト*「安心とくしま」において、
災害や食の安全・安心、感染症など様々な危機に関する動画情
報を提供する専用カテゴリを設けた。
　また、平成２４年度、平成２６年度に２回にわたりポータル
サイトのレイアウトを変更するなど、より県民にわかりやすい
ホームページとなるよう取り組んだ。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

○県、全市町村における一斉情報伝達訓練の
実施
    [23]～[26]年1回開催

○県、沿岸市町における津波対応訓練の実施
    [23]～[26]年1回開催

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成24年度に安心とくしまネットワークの再構築を行い、ク
ラウドサービスを活用したシステムの二重化を図った。
　平成25年度は、二重化したシステム基盤の安定運用に努め
た。
　平成26年度は、二重化したシステム基盤の安定運用に努め
た。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

●危機事象が発生した場合に、ホームページをは
じめ各種の県民への情報提供等を継続できるよ
う、システム基盤の整備強化を行います。

●ライフライン事業者や市町村、マスコミ等をは
じめ各種関係機関と情報共有する情報収集システ
ムを構築し、円滑な災害対応を促進します。ま
た、インターネットだけでなく、ＣＡＴＶ等から
も情報を取得できるよう、広報体制を強化しま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成23年度は、機器を2重化しシステムの冗長性の確保を
図った。
　平成24年度はJoruriを用いた再構築を行い、県土整備部の防
災情報の共有化、地理情報システムの技術を活用した情報の表
示、庁外のクラウドサービスを活用し、冗長性及び可用性の確
保を図った。
　平成25年度は本格運用を開始すると共に公共情報コモンズへ
の情報配信を開始した。
　平成26年度は、災害時情報共有システムの機能強化を図り、
災害対応機関との情報共有能力の向上を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

危機○災害時情報共有システムの整備
    [24]運用

○「安心とくしま」等の広報体制強化・整備
    [24]運用

○情報ネットワーク基盤の整備
    [24]整備

○動画専用カテゴリの設定
    [23]設定
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

導入 運用 → →

導入 導入 運用 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

→

→ → →運用

＜H23～26取組内容と成果＞
平成23年3月、東日本大震災の発生に伴い、広域緊急援助隊等
を被災地に派遣し、救出救助活動等を実施した。
平成24年11月、大規模災害時における広域的な部隊派遣態勢の
拡充を図ることを目的として、広域緊急援助隊を含めた徳島県
警察災害派遣隊を新設した。
平成25・26年度は、新たに指定された徳島県警察災害派遣隊等
による独自の訓練や防災関係機関と連携した訓練を実施し、練
度の向上と連携強化に努めた。
　上記取組のとおり、的確な救出救助活動の実施と更なる部隊
能力の向上に努めた。

＜事業の達成状況＞　◎

警察
●県警察で構成する「徳島県警察災害派遣隊」を
迅速に出動させ、被災地での的確な救出救助活動
等を行います。

危機

●緊急地震速報受信器を防災拠点等となる県有施
設に導入し、施設利用者の地震発生時の安全を確
保します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　平成２３～２４年度に県有施設１０５箇所で緊急地震速報
　受信施設を整備した。
２　Ｊアラートと同様に月１回の訓練を実施

　防災拠点となる県有施設に、緊急地震速報受信器を導入完了
し、Ｊアラートと併せ、定期的な訓練を実施している。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

●県職員で構成する被災者支援チーム、防災専門
家チーム、災害時市町村派遣チームから成る「徳
島県職員災害応援隊」において、迅速な県職員の
応援派遣や現地の被災状況に応じた的確な応急対
策活動への支援を図るために、訓練及び研修を実
施します。

○緊急地震速報受信機器の導入
    [23]導入

訓練・
研修
実施

→ →

＜H23～26取組内容と成果＞
１　定期的に災害時市町村派遣チームへの研修会を実施してい
　る。（１回／年）
２　総合防災訓練に参加、災害時応援協定を締結する鳥取県の
　支援チームと合同訓練を行った。（１回／年）
３　災害時には、必要に応じて、災害時市町村派遣チームを派
　遣し、市町村との情報共有を図った。
４　広島県等の被災地に鳥取県と共同で職員災害応援隊を派遣
　し、応急活動を行った。

＜事業の達成状況＞　◎

251

252

253
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

実施 → → →

開催
年1回
参加

年1回
参加

年1回
参加

年1回
開催

年1回
参加

年1回
参加

年1回
参加

◎

検討 設置 → →

設置 検討 設置 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成23年度に再整備に関する調査検討委託を実施し、「無線
を基本としたネットワーク整備を行い高信頼性を確保」するこ
とと、「既存ICT（Joruri等）が活用できるIP化（全庁LANを無
線で補完）の推進による高機能化」を実現しつつ整備コストを
縮減するという整備方針を策定した。この方針に基づき平成24
年度に基本設計を実施し再整備基本設計書を作成した。平成25
年度には詳細設計を実施し再整備詳細設計書を作成した。
　平成26年度に再整備工事に着手した。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
　消防防災航空隊と連携し定期的に運用訓練を実施するととも
に保守点検委託等、適切な管理運用を行うことで、システムの
安定運用を図るとともに、災害時の映像伝送機能を確保した。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

危機

運用 → → →

○中国・四国管区内警察合同広域緊急援助隊
等災害警備訓練の開催及び同訓練への参加
    [23]開催
　　[24]～[26]年1回開催

＜H23～26取組内容と成果＞
１　平成２４年度に「防災・危機管理センター」を整備し、県
　災害対策本部機能の充実・強化を図った。
２　「防災・危機管理センター」については、毎年の図上訓練
　や災害対策本部の設置等で活用しており、その効果を検証済
　である。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

●災害時における県と市町村など防災関係機関等
の通信手段を確保し、災害情報等の迅速な収集・
伝達など、災害応急復旧対策に必要な通信システ
ムの検討・整備を進めます。

検討
協議会

基本設
計

実施設
計

推進

●他府県との広域的な連携を図り、訓練を通じて
災害時における対処能力の向上に努めます。

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成23年11月、本県において中国・四国管区合同広域緊急援
助隊等災害警備訓練を開催した。
　平成24年11月に岡山県、平成25年11月に愛媛県、平成26年11
月に島根県において開催された合同訓練に参加し、練度の向上
及び他県との連携強化に努めた。
　上記取組により、目標（合同訓練の年１回実施）を達成し、
災害に対する更なる対処能力の向上と他県部隊との連携強化に
努めた。

＜事業の達成状況＞　◎

警察

○「徳島県防災・危機管理センター」の設置
     [24]設置

3　防災施設等の整備
●大規模災害等が発生した場合に、防災関係機関
等と連携した円滑な災害対応が行えるよう、ス
ペースや機材の確保等についての検討を進め、県
災害対策本部機能の充実・強化を図ります。

●被災状況の迅速な掌握により救援活動を効果的
に実施するため、消防防災ヘリコプターからの映
像を伝送するシステムを運用します。

254

255
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257
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

28
万人

33
万人

38
万人

43
万人

29
万人

34
万人

39
万人

45
万人

◎

年100
回開催

年100
回開催

年100
回開催

年150
回開催

197回 209回 231回 205回 ◎

推進 → → →

750
施設

800
施設

850
施設

1,000
施設

784
施設

911
施設

1,109
施設

1,134
施設

◎

166橋 190橋 ◎

  9
漁港

  11
漁港

  12
漁港

  13
漁港

9
漁港

10
漁港

12
漁港

13
漁港

◎

○長寿命化計画策定済み施設数
 ＜H23～26取組内容と成果＞
・県が管理する都市公園、公営住宅、河川施設、
橋梁（15m以上）、トンネル、港湾施設など、1,134施設につい
て、長寿命化計画を策定した。
　※平成26年度版で数値目標を900施設から1,000施設に上方修
正。
○水産物供給基盤機能保全計画策定済漁港数
　＜H23～26取組内容と成果＞
　H26年度までに全ての県管理漁港（13漁港）の機能保全計画
の策定を行った。
 この結果、これら漁港施設の長寿命化やライフサイクルコス
トの最小化、更新コストの平準化など、効果的な機能保全工事
の推進が図られることとなった。
【機能保全工事実施漁港】
　・今津漁港（平成23年度実施）
　・由岐漁港（平成24年度実施）
  ・瀬戸漁港（平成26年度実施）
　・宍喰漁港（平成26年度実施）

＜事業の達成状況＞　◎

県土
・

農林

Ａ

Ａ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成２８年５月のデジタル移行期限を見据え、県内全ての消
防本部と整備方法や、消防救急無線ネットワーク化の方法を検
討し、県全体の整備計画を取りまとめた（全体計画の作成）。
　平成２４年度には、全ての消防本部及び消防非常備町村から
委託を受け、県において県域一括で実施設計業務を発注し、各
消防本部のデジタル整備を促進した。
　上記取組により、平成２６年度までに全ての消防本部本部と
非常備町村が整備工事に着手しており、デジタル化移行期限ま
でに消防救急無線のネットワーク化に係る整備が行われる。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
１．東日本大震災を受け、災害対策拠点としての備蓄資機材の
充実を図った。
２．「防災週間」や「津波防災の日」関連行事など各種啓発行
事・イベントを適時適切に実施し、各市町村・消防本部との連
携協力の下、移動防災センターの開催、防災センターの展示公
募の実施などの取組により、来館者数増、県民の防災意識の向
上を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

  ※平成２６年度版では移動防災センター開催回数の数値目標
を年100回開催から年150回開催に上方修正を行っている。

●公共施設の老朽化に備え、必要な機能を維持し
つつ、将来の改良・更新コストを抑制するため、
構造物の長寿命化計画策定を推進するとともに、
老朽化対策を図ります。

危機

促進 →

○水産物供給基盤機能保全計画策定済漁港数
    [21]2漁港→[26]13漁港

危機→ →

○防災センター利用者数（移動防災センター
含む累計）
    [21]193,269人→[26]430,000人

○移動防災センター開催回数
    [23]～[25]年100回開催
　　[26]年150回開催

○長寿命化計画策定済み施設数
    [21]693施設→[26]1,000施設

●消防学校・防災センターについて、県庁災害対
策本部の補完、防災関係者の活動拠点、支援物資
の集配など、災害対策拠点としての機能の充実を
図ります。また、センター展示・地震体験車を活
用した移動防災センターを開催し、県民の防災意
識の向上を図ります。

●大規模災害時等において円滑な救助活動を展開
するため、消防無線のデジタル化に併せて、県
庁・各消防本部間のネットワーク化を促進しま
す。

○老朽化対策に着手した橋梁数
　　[21]54橋→[26]166橋

258
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260

8 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

設置・
推進

→ →

設置 検討 設置 ◎

整備
開設・
推進

→ →

開設 調整 開設 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
１．東日本大震災の教訓を踏まえ、新たな視点から各種講座や
イベントを積極的に実施するとともに、「防災生涯学習コー
ス」として県ホームページを通じて講座等の周知に努めた。
２．まなびーあ徳島のホームページを改修し、各部局が行う防
災に関する講座情報やデジタルコンテンツを集約し、発信し
た。

＜事業の達成状況＞　◎

危機→

＜H23～26取組内容と成果＞
　少年少女消防教室や地域少年少女消防教室、少年消防クラブ
研修会を行い、少年少女消防クラブの育成に努めた。
　少年少女消防クラブの活性化を図るため、消防団や自主防災
組織と連携し、防災に関する基礎学習や消火体験訓練を行っ
た。
　平成２４年度からは、少年少女消防クラブの交流を図るた
め、全国規模の交流会の本県開催について誘致活動を行った。
　平成２５年度には、消防庁主催による「少年消防クラブ交流
会」の西日本大会が本県で開催され、平成２６年度には、全国
初となる「少年消防クラブ交流会（全国大会）」の本県開催が
決定した。（台風等の影響を考慮して中止）
　上記取組により、全国的な交流会が開催され、「将来の防災
リーダー」育成の機運が高まっており、平成２７年度にも本県
での全国大会開催が決定している。

＜事業の達成状況＞　◎

推進 → →

●防災人材育成センターと「まなびーあ徳島」等
関係部局が連携協力し、県民の誰もが自発的に防
災について学ぶことができる「防災生涯学習」体
制づくりを進めます。

○「防災生涯学習コース」の開設
     [24]開設

○「防災人材育成センター」の設置
    [24]設置

危機

4　防災を担う人材の育成
●県立防災センターに、学校における防災教育
等、防災を担う人材を総合的に育成する「防災人
材育成センター」を設置します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　県民防災力の強化を図るため、H24年4月の機構改革により、
「県防災人材育成センター」を新たに設置し、関係機関等とも
連携しながら各種講座やイベントを実施するなど、県民の防災
意識の向上と防災の担い手となる人材の育成を総合的に推進し
た。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

●地域防災の担い手となる人材の育成のため、
「少年少女消防クラブ交流大会（仮称）」をはじ
め全国大会の誘致を推進します。

261

262

263
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

創設・
推進

→ →

創設
5市町
村

15市町
村

5市町村 9市町村 14市町村 ○

推進 → → →

150人 200人 250人 600人 219人 354人 520人 644人 ◎

推進 → → →

30回 35回 50回 55回 54回 49回 88回 63回 ◎

Ｂ

Ａ

Ａ

危機

●県南部圏域における次世代の防災活動の担い手
を育成するため、出前講座や南部防災館を活用し
た体験学習、防災訓練等を行うほか、学校や地域
の中で子どもたちの防災力を育む取組を支援する
ことで、防災教育の充実を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
　子どもを対象とした防災講座や体験学習、防災訓練等を実施
し、防災教育の充実を図った。
・防災講座・訓練等の実施回数
　 H23　５４回
   H24　４９回
   H25　８８回
   H26  ６３回

＜事業の達成状況＞　◎

南部

＜H23～26取組内容と成果＞
　小中学校等へ県職員が出向き、出前授業を実施する「まなぼ
うさい教室」を開催し、また教職員、地域の防災ボランティア
リーダーなどを「防災教育推進パートナー」として募り、各種
防災情報の提供や研修を実施したことにより、児童生徒を通じ
て、家庭や地域へと防災意識と対策が広がり、地域防災力の強
化に繋げた。
１．まなぼうさい教室　H23：69回　H24：44回 H25：81回
　　　　　　　　　　　H26：73回開催
２．防災教育推進パートナー登録者累計：644名

＜事業の達成状況＞　◎

　 ※平成２６年度版では「防災教育推進パートナー」の登録
の数値目標を300人から600人に上方修正を行っている。

●学校と地域が連携して、防災教育を推進する市
町村をモデル的に支援します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　学校と地域が連携した防災教育を推進する市町村に対してモ
デル的に支援を行った。
　H23実施（阿南市・美馬市・牟岐町・海陽町・つるぎ町）
　H24実施（鳴門市・小松島市・阿波市・牟岐町）
　H25実施（徳島市・吉野川市・阿波市・松茂町・美波町）
  モデル事業が終了した後、さらに学校と地域の連携を支援す
るため、H26年度は、１３市町村において
　○幼・小、防災クラブのある中・高等学校の各ニーズに
　　対応した市町村単位の研修、校内研修の実施
　○授業参観日を活用した防災授業や講演の実施
　○避難訓練の指導
などに取り組んだほか、
　○大学と連携しての教材開発と配布
　○「防災教育推進パートナー通信」を学校外の方にも発信
などに取り組み、全県下的に児童生徒を通じて、家庭や地域へ
防災教育が広がり、地域防災力の向上が図られた。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

○「地域連携防災教育推進モデル事業」の創
設
    [23]創設・5市町村→[25]15市町村

○「防災教育推進パートナー」の登録（累
計）
    [21]52人→[26]600人

○子どもたちを対象にした防災講座・訓練等
実施回数
    [21]年5回→[26]年55回

●防災人材育成センターが主体となって、学校か
らの要望に応じて県職員等が出向く「まなぼうさ
い教室」の開催や、教員を「防災教育推進パート
ナー」として登録・支援するなど、学校における
防災教育に対する総合的な支援を行います。

264

265

266
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

実施 → → →

650人 650人 650人 650人
590人
養成

610人
養成

691人
養成

755人
養成

◎

実施 → → →

370人 390人 410人 430人 417人 446人 469人 493人 ◎

Ａ

Ａ

●二次災害を軽減・防止し、住民の安全の確保を
図るため、被災した宅地について、危険度判定を
実施する被災宅地危険度判定士を育成し、確保し
ます。

＜H23～26取組内容と成果＞
　研修会を実施し、被災宅地危険度判定士の育成に努めた。
Ｈ２４に３１名が新規登録され、Ｈ２４末が４４６名、
Ｈ２５末に４６９名と順調に数を増やしている。
　上記取組により目標値430人を上回る493人を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

○被災宅地危険度判定士（確保人数）
　 [21]315人→[26]430人

＜H23～26取組内容と成果＞
・判定士養成講習会の実施（H24.1）
・判定士養成講習会の実施（H25.2）
・判定士養成講習会の実施（H25.12、H26.1）
 上記取組により目標値650人を上回る755人を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

○被災建築物応急危険度判定士（確保人数）
　 [23]～[26]650人確保

5　災害関係専門家の育成
●二次災害を軽減・防止し、住民の安全の確保を
図るため、被災した建築物について、危険度判定
を実施する被災建築物応急危険度判定士を育成
し、一定数を確保します。267

268
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

整備 → 運用 →

運用開
始

改修工
事設計
完了

改修工
事着手

改修工
事完了
(※運
用開
始)

運用 ◎

Ａ

Ａ

○新免許センターの運用
    [25]運用開始

＜H23～26取組内容と成果＞
○H23取組内容
1 司法制度改革への的確な対応や適正捜査の推進を図るため、
専らこれらの業務を担当する「首席参事官」の職を刑事部に新
設した。
2 初動体制強化のため、110番通報に係る受理・指令を所管す
る生活安全部通信指令課に増員配置した。
○H24取組内容
1 サイバー空間における違法・有害情報の取締りを強化するた
め、生活安全部生活環境課にサイバー犯罪専従検挙班として、
サイバー犯罪捜査係を増員配置した。
2 犯罪のグローバル化・犯罪インフラ対策を強化するため、刑
事部組織犯罪対策課に国際犯罪対策係を設置した。
○H25取組内容
1 警察安全相談への迅速・確実な組織対応を徹底するため、警
察総合相談センターを警務部総務課へ移管するとともに、広報
係と統合して県民広報室を新設した。
2 悪質・巧妙化するサイバー犯罪の取締りを強化するため、生
活安全部生活環境課内にサイバー犯罪対策室を設置した。
3 暴力団犯罪の徹底検挙及び暴力団排除活動の推進等の暴力団
対策の強化のため、刑事部組織犯罪対策課に3人を増員配置し
た。
○H26取組内容
1 警察署の再編整備を行い、吉野川警察署と阿波警察署を阿波
吉野川警察署へ、美馬警察署とつるぎ警察署を美馬警察署へそ
れぞれ統合した。
2 県民の安全安心に資する効果的な情報発信と相談業務等の行
政サービスの向上を図るため、警務部内に広報、広聴、情報公
開、警察総合相談、犯罪被害者支援等の事務を集約した情報発
信課を新設した。
3 南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備える警察活動の拠点
整備機能等を強化するため、警務部内に営繕、管財、施設整備
及び機構改革の事務を集約した拠点整備課を新設した。
4 ストーカー・ＤＶ等の人身安全関連事案への対処体制を強化
するため、生活安全部生活安全企画課内に人身安全対策室を新
設した。
　上記取組により、治安情勢の変化に応じた組織体制・人員配
置の見直しに努めた。

＜事業の達成状況＞　◎

6　警察機能の強化
●組織のあり方の見直しや効率的な人員配置によ
り、夜間・初動体制と機動力を強化し、事件事故
への迅速・的確な初動対応を行います。

推進 警察

●運転免許証即日交付エリアの拡大など県民の利
便性の向上を図るため運転免許センターの移転整
備を行います。

＜H23～26取組内容と成果＞
・新運転免許センターの改修工事設計を完了した。(H23)
・新運転免許センターの改修工事に着手した。(H24)
・新運転免許センターの改修工事を完了し、運用を開始した。
(H25)
・新運転免許センターの適切な維持管理に努めた。(H26)
　上記のとおり、県民の利便性の確保のため、施設の移転整備
を行って運用を開始し、適切な維持管理に努めた。

＜事業の達成状況＞　◎

警察

→→ →269

270
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

340人 360人 740人 820人 583人 738人 912人 1,048人 ◎

Ａ

Ａ

警察

7　安全で安心なまちづくりの推進
●「徳島県安全で安心なまちづくり条例」に基づ
き、地域自主防犯活動を促進するとともに、犯罪
の防止に配慮したまちづくりを推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．関係機関（行政、防犯団体、教育機関、事業者等）が連携
し、安全で安心なまちづくりを推進するための「徳島県安全で
安心なまちづくり推進協議会」を開催し、当年度の事業説明や
条例の啓発推進について報告、協議する。（H23　１回、H24
１回、H25　１回、H26　１回）
２．「全国地域安全運動」期間（10月11日～20日）にあわせ
て、安全で安心なまちづくりに関する啓発のため「徳島県安全
で安心なまちづくり推進大会」を開催し、県民等に対し、安全
で安心なまちづくりの機運を醸成する。（H23　１回、H24　１
回、H25　１回、H26　１回）
３．地域で自主防犯活動団体を設置できるよう自主防犯ボラン
ティアを養成するため「自主防犯ボランティアリーダー研修
会」を県内３カ所（県央、県西、県南）で実施（H23　144名、
H24　155名、H25　174名、H26　136名参加）研修受講者に修了
証を発行
　上記取組により、数値目標の達成度は145.7％となり、ま
た、県民の自主防犯活動への参加促進と、自主防犯活動のリー
ダーの資質向上が図られた。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

→

＜H23～26取組内容と成果＞
－警察署－
・牟岐警察署の耐震改修工事を完了した。(H23)
・那賀警察署の耐震改修工事を完了した。(H24)
・板野警察署の耐震改修工事を完了した。(H25)
・石井警察署の耐震改修工事に着手した。(H26)
・美馬警察署の耐震改修工事の設計を完了した。(H26)
－交番・駐在所－
・徳島東警察署西須賀町交番の改築工事を完了した。(H23)
・阿波警察署柴生駐在所の改築工事を完了した。(H23)
・小松島警察署立江町駐在所の改築工事を完了した。(H24)
・吉野川警察署鴨島町交番の改築工事を完了した。(H24)
・徳島東警察署多家良町駐在所の改築工事を完了した。(H25)
・徳島北警察署応神町吉成駐在所の改築工事を完了した。
(H26)
・阿南警察署那賀川町北部駐在所の改築工事を完了した。
(H26)
・三好警察署東みよし町昼間駐在所の改築工事を完了した。
(H26)
　上記のとおり、各施設の状況、治安情勢、財政状況等を総合
的に勘案し、各種施設整備の優先順位を適切に判断の上、整備
を推進した。

＜事業の達成状況＞　◎

○自主防犯ボランティア団体リーダー研修受
講者数（累計）
    [21]322人→[26]820人

●日頃の治安維持はもとより、大規模災害発生時
に治安対策や　救助活動等の災害対策を行う活動
拠点として機能する警察署、交番・駐在所等の整
備を推進します。

推進 → →271
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

480台 477台 499台 490台 503台 ◎

継続実
施

→ → →

24年対
比で抑

止
2,318件 2,178件 2,044件 1,513件 ◎

23年対
比で抑

止
228件 266件 252件 281件 △

24年対
比で抑

止
20件 13件 10件 33件 △

23年対
比で抑

止
30件 29件 17件 ○

Ａ

Ｂ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
  スーパー防犯灯6基（藍場浜公園、水際公園、紺屋町、栄
町、鷹匠町、両国橋西公園）の運用、緊急発報装置付防犯カメ
ラ（徳島市内町地区10基、板野郡藍住町内10基）の設置を行
い、街頭犯罪抑止と環境浄化、近隣住民、通行者の体感治安の
向上を促進した。

＜事業の達成状況＞　◎

警察

警察

警察

＜H23～26取組内容と成果＞
1 県警ホームページ上の犯罪情報提供システムで街頭犯罪等の
発生状況を公開した。
2 県警ホームページ上で不審者情報を公開するとともに安心
メール登録者、ソーシャルメディアにより不審者情報を提供し
た。
3 各種キャンペーンや防犯講習時等において防犯情報、不審者
情報を提供した。
　上記取組により、安心メール登録者数は増加、自主防犯活動
用自動車数は数値目標を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
1 県下全域で、犯罪分析に基づく街頭犯罪及び侵入犯罪抑止総合対策
を実施した。(H23･24･25･26)
2 緊急雇用創出事業を活用した電話による高齢者への注意喚起(実際
の詐欺手口等の周知)を実施した。(H23･24･25)
　緊急雇用創出事業を活用した犯罪抑止パトロール隊による街頭犯
罪・振り込め詐欺被害防止活動(ATM利用者への啓発チラシ配布等)を
実施した。(H23)
3 広域自動車警ら隊、各署自動車警ら隊による街頭犯罪の検挙活動を
実施した。(H23･24･25･26)
4 防犯ボランティア団体、金融機関、自治体等関係団体と連携した抑
止対策を実施した。(H23･24･25･26)
5 日本郵便株式会社及び佐川急便株式会社と犯罪の起きにくい社会づ
くりに向けた協定を締結し、協働した抑止活動を実施した。(H25)
　上記取組により、街頭犯罪の発生件数は抑止目標を大きく達成した
ものの、侵入窃盗、振り込め詐欺、振り込め類似詐欺の発生件数は抑
止目標を達成できなかった。

＜事業の達成状況＞　○
　※Ｈ２６年度版では、「街頭犯罪発生件数」、「侵入窃盗の発生件
数」、「振り込め詐欺の発生件数」の数値目標について、H22以降、
H21の目標値を全て達成していることから、これら犯罪の更なる抑止
を図るため、最近で最も少なかった年を基準に発生件数の抑止目標を
上方修正している。
　○街頭犯罪発生件数
　　変更前　[21]２,５０３件 →[26]21年対比で抑止（減少）
　　変更後　[24]２,１７８件 →[26]24年対比で抑止（減少）
　○侵入窃盗の発生件数
　　変更前　[21]４０８件 →[26]21年対比で抑止（減少）
　　変更後　[23]２２８件 →[26]23年対比で抑止（減少）
　○振り込め詐欺の発生件数
　　変更前　[21]５９件 →[26]21年対比で抑止（減少）
　　変更後　[24]１３件 →[26]24年対比で抑止（減少）

●女性や子どもを守り、身近な街頭犯罪を防止す
るため、スーパー防犯灯や緊急発報装置付き防犯
カメラを効果的に運用します。

運用 → → →

○自主防犯活動用自動車台数
　 [21]403台→[26]480台

○街頭犯罪発生件数
　 [24]2,178件→[26]24年対比で抑止（減
少）

○侵入窃盗の発生件数
　 [23]228件→[26]23年対比で抑止（減少）

○振り込め詐欺の発生件数
　 [24]13件→[26]24年対比で抑止（減少）

○振り込め類似詐欺の発生件数
　 [23]15件→[26]23年対比で抑止（減少）

●県民の防犯意識の高揚を図り、地域の犯罪抑止
機能を強化するため、街頭犯罪等の発生状況や不
審者情報の提供及び自主防犯活動用自動車（青色
回転灯装着車）の拡充を図るなど、県民の自主防
犯活動を支援します。

●自転車盗、車上ねらいなど県民に身近な街頭犯
罪等の集中的な抑止対策を行うとともに、振り込
め詐欺等の撲滅に向けた取組を推進します。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

条例の
施行・
推進

→ → →

2,500
人

2,882
人

3,878
人

3,231
人

3,652
人

◎

推進 → → →

25人 50人 75人 125人 75人 98人 119人 140人 ◎

Ａ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
大学生の新入生ガイダンスでのパンフレットの配布
（H23、24、25、26：6校）
大学等での薬物乱用防止教室の開催
（H23：5回、H24：10回、H25：7回、H26：4回）
大学祭においての啓発活動の実施
（H23：2校、H24：3校、H25：4校、H26：4校）
大学生の薬物乱用防止指導員の委嘱
（H23：1校45名、H24：2校23名、H25：2校21名、H26：2校21
名）

＜事業の達成状況＞　◎

　※平成２６年度版では数値目標を100人から125人に上方修正
を行っている。

保健

＜H23～26取組内容と成果＞
(1) (公財)徳島県暴力追放センターとの共催により
　｢第11回暴力追放県民大会｣を開催(参加者約850名)(H23)
　｢第12回暴力追放県民大会｣を開催(参加者約800名)(H25)
(2) 地域暴排団体、職域暴排団体が主催する総会、協議会に出
席し、暴排気運の高揚と県民、企業との連携を強化(H23･H24･
H25)
　暴力追放三好連合会 ｢第24回大会｣参加者約350名
　　　　　　　　　　 ｢第25回大会｣参加者約400名
　　　　　　　　　　 ｢第26回大会｣参加者約350名
　第6回暴力排除海部郡民大会　参加者約220名
　暴力排除阿南市民協議会　参加者約100名
(3) 金融機関、行政機関等の職員対象に責任者講習を実施
　　　　　H23：21回、748名
　　　　　H24：17回、593名
          H25：16回、471名
　　　　　H26：19回、646名
(4) 企業、団体、行政機関等の職員を対象に暴排講習を実施
　　　　　H23：34回、2,134名
　　　　　H24：56回、3,285名
　　　　　H25：45回、2,760名
　　　　　H26：62回、3,006名
(5) 運輸業、小売業、旅館業等を対象に暴力団排除の推進と警
察との連携強化について申し入れ(H23)
　飲食業、露店組合等に対して暴力団排除の推進と警察との連
携強化について申し入れ(H24)
　建設業、産業廃棄物処理業等を対象に暴力団排除の推進と警
察との連携強化について申し入れ(H25)
　上記取組により、数値目標（講習受講者数2,500人）を達成
し、暴力団排除条例の周知徹底及び県民に対する暴力団排除意
識の高揚を図るとともに企業、団体、行政機関等との連携を強
化した。

＜事業の達成状況＞　◎

警察

○不当要求防止責任者講習及び暴力団排除講
習受講者数
　 [21]2,246人→[26]2,500人

○大学生による薬物乱用防止指導員数（累
計）
　　 [21] － →[26]125人

●麻薬等の不正流通及び乱用を防止するため、関
係機関及び団体が連携して取締を行うとともに、
多数の薬物乱用防止指導員、さらに未来を担う大
学生による薬物乱用防止指導員も加え、積極的に
啓発活動に取り組みます。

●「徳島県暴力団排除条例」の周知徹底を図ると
ともに、関係機関、事業者等との連携を更に強化
し、地域社会と一体となった暴力団の排除活動を
推進します。

276

277

15 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

Ａ

Ａ

推進 →

＜H23～26取組内容と成果＞
薬物乱用防止のため、「徳島県薬物の濫用の防止に関する条
例」に基づき、知事指定薬物の指定、危険ドラッグの試買検査
を実施するなど県独自の取締りを行うとともに、薬物乱用防止
教室等の啓発活動を行った。
また、平成27年3月には条例を改正し、危険ドラッグに関する
規制を強化し、危険ドラッグに関する啓発として、テレビCM、
ラジオCM、テレビ番組で広報活動やラッピングバスを活用した
広報も実施した。

＜事業の達成状況＞　◎

→

＜H23～26取組内容と成果＞
１．犯罪被害者週間（11月25日～12月1日）にあわせて、犯罪
被害者支援キャンペーン（街頭キャンペーンやバス広告、ラジ
オスポット等）を実施した。
２．犯罪被害者支援講演会を開催し、一般県民、関係機関の職
員の犯罪被害者支援に対する理解の醸成を図った。（H24.3.10
約150名、H24.12.1約130名、H25.10.26約120名、H26.2.21約
130名）
３．「徳島県犯罪被害者支援ハンドブック」や、犯罪被害者支
援についての中高生向けガイドブックを作成した。
４．「生命のメッセージ展」（犯罪被害者の等身大パネルと遺
品を展示し、生命の重さを訴える展示会）を開催した。
（H24.11.30～12.1　約600名）
５．H26年度当初には、県内全市町村に犯罪被害者支援相談窓
口が設置され、犯罪被害者にとって最も身近な行政機関である
市町村において犯罪被害者等への相談体制を充実させることが
重要であることから、市町村や関係機関の担当職員を対象とし
た研修会を開催し、相談窓口の充実強化を図るとともに、被害
者が二次的被害を受けることがないよう、犯罪被害者支援に対
する担当職員の理解の醸成を図った。（H26.9.12）
６．県内各市町村で相談体制の強化を図ることに加えて、県内
各地域で、犯罪被害者支援に対する県民の理解の醸成を図るた
め、H26年度は県南部で犯罪被害者支援講演会と「ミニ生命の
メッセージ展」をあわせて開催し、一般県民の犯罪被害者支援
に対する理解を深めるための啓発を実施した。（H26.12.1～
12.2約40名参加）
７．犯罪被害者の相談対応等、直接支援を行うボランティア支
援員の養成講座を開催した。（H25.11.10、H25.11.17、
H26.10.12、H26.10.25、H26.10.26）
８．ボランティア支援員の資質向上のため、犯罪被害者の倫
理、地域関係機関との連携、犯罪被害者支援の先進事例等を学
べる、より専門的で発展的な研修会へボランティア支援員を派
遣し、支援員のスキルアップを図った。(H25 2名、H26 1名）
上記の取組により、犯罪被害者支援に関する県民の理解の醸成
が図られるとともに、犯罪被害者支援に関わる行政機関の職員
や、ボランティア支援員などの資質向上、連携強化が図られ
た。

＜事業の達成状況＞　◎

保健

危機→ →

●「徳島県薬物の濫用の防止に関する条例」に基
づき、青少年をはじめとする県民の健康や安全を
守るため、より一層の薬物濫用対策を推進しま
す。

推進

8　犯罪被害者への対応
●犯罪被害者やその家族が受けた被害を回復し、
再び平穏な生活を営むことができるよう支援する
ため、犯罪被害者等への対応を総合的に推進しま
す。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

5回 2回 3回 4回 5回 ◎

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
1 「命の大切さを学ぶ教室」の実施状況
  H23:123回(聴講者13,623人)/H24:118回(聴講者16,123人)
  H25:156回(聴講者20,895人)/H26:149回(聴講者16,439人)
　※うち犯罪被害者遺族による講演
　　H23:2回(聴講者570人)/H24:2回(聴講者1,346人)
　  H25:2回(聴講者226人)/H26:2回(聴講者811人)
2 ｢命の大切さを学ぶ教室全国作文ｺﾝｸｰﾙ｣
　H23～26作品2編応募。中学生の部で警察庁内閣官房長賞受賞
(H23)
　中学･高校生の部で警察庁給与厚生課長賞受賞(H24～26)
3 被害者支援ﾌｫｰﾗﾑ2011、性犯罪被害者PANSAKUによるﾄｰｸ＆ﾗｲ
ﾌﾞ等を実施
　(H23:聴講者56人)
4　被害者支援講演会等の実施
 ・殺人事件被害者遺族による講演等を実施
　(H23:聴講者150人)/(H26:2回･聴講者180人)
 ・大学講師(臨床心理士)による被災者支援についての特別講
演会を開催
　(H23:聴講者120人)
 ・傷害致死事件被害者遺族による講演会を実施(H24:聴講者
150人)
 ・大学生･大学院生を対象とした｢性犯罪被害者支援に関する
講義｣を実施
　(H24:講義2回･聴講者102人)/(H25:講義2回･聴講者106人)
　(H26:講義2回･聴講者103人)
 ・交通事故被害者遺族による講演会を実施
　(H25:2回･聴講者304人)/(H26:聴講者100人)
5 県警音楽隊ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ(文化の森）において広報啓発活動を
実施
　(H23～26)
6 命のﾒｯｾｰｼﾞ展で犯罪被害者等の等身大ﾊﾟﾈﾙの設置、被害者支
援に関するﾎﾟｽﾀｰ等の展示(H24)
7 阿波銀ﾎｰﾙ、ｲﾍﾞﾝﾄ会場等において被害者支援ﾊﾟﾈﾙ展を開催
(H23)
8 県警ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、地元新聞、ＦＭﾗｼﾞｵ、警察電光掲示板等を活
用した広報啓発活動を実施(H23～26)
9 徳島県犯罪被害者支援連絡協議会及び各警察署単位の被害者
支援連絡協議会の開催
 ・県協議会
 　　(具体的想定事例に即した実戦的ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ)1回(H23～26)
 ・署協議会
 　　(H23:13回･全15署実施<共同開催有>うち実戦的ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ11回)
　　    (H24:13回･全15署実施<共同開催有>うち実戦的ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ12回)
　　    (H25:13回･全15署実施<共同開催有>うち実戦的ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ13回)
　　    (H26:12回･全13署実施<共同開催有>うち実戦的ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ12回)
　上記取組のとおり、平成26年度は数値目標（講演等実施回数
5回）を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

警察

○「命の大切さを学ぶ教室」及び各種会合に
おける犯罪被害者による講演等の実施回数
　 [21]2回→[26]5回

●社会全体で被害者を支え、被害者も加害者も出
さない社会づくりを推進します。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

30人台
後半

49人
（暦
年）

32人
（暦
年）

49人
（暦
年）

31人
（暦
年）

◎

創設 創設 ◎

900
団体

1,800
団体

2,700
団体

3,600
団体
以上

915
団体

1,951
団体

2,925
団体

3,860
団体

◎

98％
以上

96.9% 97.5% 98.3% 97.8% ○

98％
以上

90.5% 93.6% 94.6% 92.1% △

55％
以上

36.2% 39.0% 35.9% 27.9% △

順次整
備

→ → →

52% 56% 60% 65% 54% 57% 61% 65% ◎

Ａ

Ｂ
危機
・

警察

＜H23～26取組内容と成果＞
　3灯式車両用ＬＥＤ式信号灯器を333灯整備し、車両用灯器
8,156灯のうち、5,328灯がＬＥＤ式信号灯器となった。
　(H23)54.1％　(H24)57.4％　(H25)61.5％　(H26)65.3％
　各年度の目標値を達成し、上記のとおり、ＬＥＤ式信号灯器
の整備を進めることにより、交通事故の防止に努めた。

＜事業の達成状況＞　◎

警察

○後部席
    [21]35.5％→[26]55％以上

＜H23～26取組内容と成果＞
1　交通安全対策協議会幹事会及び市町村交通安全主管課長
　会議の開催
　　（H23・24・25・26ともに4回）
2　交通死亡事故抑止重点運動の実施
　　（H23・24・25・26ともに年間を通じての対策）
　　　・シートベルト一斉調査
         (H23・24・25・26ともに年3回)
　　　・高齢者宅訪問
　　　　 (H23・24・25・26とも4月第2週、9月第4週、10月
　　　　　第5週に集中実施)
　　　・反射材街頭配布
　　　 　(H23・24・25・26とも4月第2週、9月第4週に集中
　　　　　実施)
　　　・自転車街頭一斉指導
　　　　 (H23・24・25・26とも年2回)
3　交通マナーアップ推進月間等の交通安全運動の実施
　　（H23・24・25・26ともに年間　7回）
　　　・交通マナーアップ宣言団体の募集
　　　　（団体数は左記のとおり）
4　交通死亡事故抑止のための緊急対策
　　「交通死亡事故多発警報発令」
　　（H23　1回・H24　0回・H25　2回・H26　0回）
5　高齢者自転車安全競技大会の実施
　　（H23・24・25・26ともに1回）
6　シートベルトコンビンサーを使用しての体験講習会の実施
　 　(毎年度の交通安全運動時に２回ずつ実施)
7　シートベルト着用啓発「人の波作戦」の実施
   　(毎年度30回以上)

 以上の取組により、
　　H24は交通事故による死者数を32人、H25は49人、
    H26年31人
という成果である。

＜事業の達成状況＞　○

シートベルト着用率
○運転席
    [21]94.3％→[26]98％以上

○助手席
    [21]80.2％→[26]98％以上

10　交通安全施設の整備
●交差点の交通事故防止を図るため、ドライバー
から見やすいＬＥＤ式信号灯器の整備を進めま
す。

9  交通ルール遵守とマナーの向上
●関係機関・団体と連携し、高齢者等を対象とし
た参加体験型の講習会等を開催や高齢者宅訪問活
動を強化するなど、交通事故の抑止に向け、交通
ルールの遵守とマナーアップのための事業を実施
します。

○交通事故による死者数
    [21]48人→[26]30人台後半

○「交通マナーアップ推進月間（7月・8
月）」の創設
　  [23]創設

○交通マナーアップ宣言団体数（累計）
    [21] － →[26]3,600団体以上

○車両用ＬＥＤ式信号灯器の割合（再掲）
　 [21]42％→[26]65％
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

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㎞ ◎

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

◎

3－2　いのちを守るとくしまづくり

Ａ

Ａ

Ａ危機

＜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

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成24年3月に「徳島地震防災対策行動計画」を見直し、新
しく「「とくしま－０（ゼロ）作戦」地震対策行動計画」を策
定し、南海トラフ巨大地震等に備え着実に対策を推進した。
・H24の主な取組
　「命を守るとくしま－０（ゼロ）作戦条例」の制定
　「徳島県地域防災計画」や「緊急輸送路」の見直し
　「防災人材育成センター」や「防災・危機管理センター」の
　　設置
・H25の主な取組
　「徳島県南海トラフ巨大地震被害想定」の公表
　「津波災害警戒区域（イエローゾーン）」の指定
　「徳島県及び市町村の災害時相互応援協定」の締結
　「南海トラフ地震等に対応した備蓄方針」の策定
・H26の主な取組
　「国土強靱化地域計画」の策定

＜事業の達成状況＞　◎

○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

1　南海トラフ巨大地震への的確な対応
●南海トラフ巨大地震の被害想定公表を踏まえ、
死者ゼロを目指す「徳島県地震対策行動計画」の
取組を加速化します。

推進 → → →

●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
重点的整備を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・県管理道路で幅３ｍ以上の歩道を２１ｋｍ（２１路線３１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、０．５ｋｍの電線類の地中化を実
施。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

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

○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㎞

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

●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。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

策定 推進 → →

策定 策定 ◎

見直し 見直し ◎

検討 制定 → →

制定 検討 制定 ◎

危機

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

→検討

＜H23～26取組内容と成果＞
　条例制定に向け、有識者等からなる条例制定検討委員会を設
置し、「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づ
くり条例（H24.12）」を策定し、「震災に強いとくしまづくり
フォーラム」の開催や市町村、各種団体へ条例を説明するなど
広く県民への周知に努めた。また、土地利用の適正化に向け、
各方面からの意見聴取などの対応を行い「特定活断層調査区
域」を指定した。さらに、全国に先駆け「津波災害警戒区域」
を指定するなど取組を推進した。

＜事業の達成状況＞　◎

→

危機

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成23年4月に「地震津波減災対策検討委員会」を設置し、
東日本大震災から得た教訓を踏まえ、「地震防災・減災対策
最終報告（H24.3）」を取り纏め、南海トラフ巨大地震の「被
害想定・抜本対策」を推進した。

＜事業の達成状況＞　◎

●「とくしま地震防災県民憲章」の理念に基づ
き、「とくしま地震防災県民会議」を中心とした
自発的な取り組みを促進します。

推進 →

●国の南海トラフ巨大地震に関する想定や対策の
検討を踏まえ、「徳島県南海トラフ巨大地震等に
係る震災に強い社会づくり条例」を制定します。

→

○「県津波浸水予測」及び「県地震動被害想
定」の見直し
    [24]見直し

○「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災
に強い社会づくり条例」の制定
    [24]制定

見直し →

危機

危機

＜H23～26取組内容と成果＞
　国に先駆け、本県独自の「津波高暫定値（H23.12）」と「暫
定津波浸水予測図（H24.1)」を公表し、平成24年度には国が公
表した「南海トラフの巨大地震(H24.8)」の震源モデルをもと
に、「津波浸水想定（H24.10)」を公表した。
　また、「被害想定」について、平成25年7月31日に第一次と
して、人的被害・建物被害を公表し、平成25年11月25日に第二
次として、ライフライン被害や避難者数などを公表し、避難場
所や避難路の見直しを促進した。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
　県民会議総会等の開催による会員相互の情報共有や活動促進
を図ったほか、「とくしま防災フェスタ」の開催や防災マッ
プ・ポスターのコンクール、平成２６年度からは「自分の命は
自分で守る」県民運動としてＦＣＰ（家族継続計画）」の普及
啓発などに取り組み、県民の防災意識の向上を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

●東日本大震災を踏まえ、市町村等関係機関とも
連携を図り、ハード・ソフト両面からの減災対策
を含めた南海トラフ巨大地震の「被害想定・抜本
対策」を策定します。

●南海トラフ巨大地震に関する想定や対策の検討
を踏まえ、「県津波浸水予測」及び「県地震動被
害想定」を見直します。

○「被害想定・抜本対策」の策定
    [23]策定
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

＜H23～26取組内容と成果＞
　H23：防災用品展示の公募を1回（7月）実施
　H24：防災用品展示の公募を2回（7月と2月）実施
　H25：防災用品展示の公募を2回（7月と2月）実施
　H26：防災用品展示の公募を1回（2月）実施し、
のべ５８事業者、９２防災用品の展示を行い、民間事業者等と
の連携による啓発の充実に努めた。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

Ａ

Ａ

Ａ

危機

＜H23～26取組内容と成果＞
　県民会議会員ほか関係機関・団体等と連携して「とくしま防
災フェスタ」を開催し、県民の防災意識の向上を図った。
　H23　参加者数　3,000人
　H24　参加者数　3,500人
　H25　参加者数　4,100人
　H26　参加者数　4,500人

＜事業の達成状況＞　◎

→

●県立防災センターにおいて、広く一般に市販さ
れて購入可能な防災用品を公募・展示することに
より、広く県民や自主防災組織等への防災啓発に
役立てます。

実施 → →

→ → →

＜H23～26取組内容と成果＞
　「県地震動被害想定調査」に併せて県民意識調査を行うため
に実施内容の検討を進め、実施した。（３年ごとに実施）
　平成23年度：「東日本大震災に関する避難動向調査」を実施
　平成24年度：「南海トラフの巨大地震と津波に関するアン
ケート調査」を実施
　調査結果は、被害想定の公表に合わせて、避難意識の向上に
よる被害軽減効果を県民に示すことなどに活用された。

＜事業の達成状況＞　◎

危機推進 → → →

2　地域防災力の強化
●子どもから大人まで幅広い年齢層が参加して地
震防災について学ぶ県民の集い「とくしま防災
フェスタ」を開催し、防災意識の向上を目指しま
す。

●県民の防災意識に関する現状を把握・分析し、
今後の防災対策に反映するため、定期的に地震・
津波県民意識調査を実施します。

実施
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

90% 93% 96% 100% 90.1% 91.9% 92.7% 集計中 －

 12
市町村

 16
市町村

 20
市町村

 24
市町村

 11
市町村

13
市町村

13
市町村

14
市町村

△

開催 開催 ◎

225人 250人 275人 500人 257人 306人 426人 665人 ◎

年250
回開催

年250
回開催

年250
回開催

年250
回開催

年401
回開催

年301
回開催

年454
回開催

年367
回開催

◎

推進 → → →

3,500
人

4,000
人

4,500
人

5,000
人

3,531
人

3,757
人

4,061
人

5,181
人

◎

＜H23～26取組内容と成果＞
１．防災出前講座や各種啓発講座の開催、「自主防災活動マ
ニュアル」の配布、地域防災推進員養成研修の拡大などの取り
組みを実施し、「自主防災組織」の結成促進とその活動の活性
化を図った。
　○組織率の低い市町村の担当者と原因や課題について意見交
　　換し、地域の実情に合わせた対応方法について検討した。
　○市町村の代表からなる自主防災組織連絡会を開催し、それ
　　ぞれの取組や課題等の意見交換を行うとともに、連絡会未
　　結成市町には結成を働きかけた。
　○自主防災組織の結成促進や活動の活性化のため、「自主防
　　災組織活動マニュアル」を改訂し、市町村や地域に配布し
　　た。
　○地域の防災リーダーとなる「地域防災推進員」等防災人材
　　の育成に努めた。
　○「地域防災推進員養成研修」では、平成２３年からより幅
　　広い層の受講者を受け入れるため、短期集中講座を開始し
　　たほか、平成２５年度から市町村推薦者に加え一般公募を
　　開始した。さらに平成２６年度からは、新たに県新規採用
　　職員や教職員等を対象とした研修を追加した。
　
＜事業の達成状況＞　○

　※平成２６年度版では、地域防災推進員養成研修会修了者数
の数値目標を300人から500人に上方修正を行っている。

危機

Ａ

Ｃ

○防災出前講座の開催
　  [23]～[26]年250回開催

○災害ボランティア講習会参加者数（累計）
    [21]2,641人→[26]5,000人

＜H23～26取組内容と成果＞
１．県社会福祉協議会と連携し、「災害ボランティアコーディ
ネータ養成研修」や、「災害ボランティア講座」などの各種講
座等を開催し、人材育成を図った。
２．「防災とボランティア週間」に合わせ、県立防災センター
で啓発行事や啓発パネル展を開催し、災害ボランティアに関す
る啓発に努めた。

＜事業の達成状況＞　◎

危機
・

保健

●市町村が実施する自主防災組織の結成促進と活
動活性化の支援、地域防災推進員の養成、県民の
「津波避難意識」の向上を目的とした防災出前講
座の開催など地域防災力の強化・促進を図りま
す。

○自主防災組織率
　　[21]83.7％→[26]100％

○市町村単位の自主防災組織連絡会の結成
    [21]8市町村→[26]全市町村（24市町村）

○4県（三重県・和歌山県・徳島県・高知県）
自主防災組織交流大会の開催
    [23]開催

○地域防災推進員養成研修会修了者数（累
計）
    [21]157人→[26]500人

●災害発生時のボランティア活動は極めて重要で
あることから、災害ボランティア講座や県社会福
祉協議会、市町村社会福祉協議会等と連携して取
り組む災害ボランティアセンター訓練等を実施
し、県民の理解を深めるとともに、ボランティア
の力が効果的に発揮されるよう活動環境の整備を
促進します。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

南部
・

西部

＜H23～26取組内容と成果＞
　次の取組みを実施することにより、集落の孤立化対策を推進
した。
１　孤立化対策の手引きを活用した防災講座や避難所体験など
　を通じて、県民に対して孤立化対策の普及啓発を図った。
２　臨時ヘリポートについては，平成23年度当初に117か所で
  あったものが，平成24～26年度に県が臨時へリポート12か所
  の整備に対し補助を行ったことや地元等の協力により，230
  か所となった。
３　H23～26年度に、孤立化が予想される集落における衛星携
  帯電話等の整備を行う市町村（６市町村、５３か所）への
  支援を行った。
４　H24年度総合防災訓練において、孤立集落を想定し、衛星
  回線を活用した通信訓練を実施した。また、H26年度戦略的
  災害医療プロジェクト推進事業において、木屋平地区で
  アマチュア無線や地域ＳＮＳを活用した訓練を実施した。

＜事業の達成状況＞　◎

Ａ

Ａ

●高齢化が進行する県南部及び県西部圏域におい
て、災害時要援護者を支援する体制を整備するた
めに、自主防災組織・社会福祉協議会等地元と連
携をした災害時要援護者支援検討会、避難支援訓
練等を開催し、地域防災力の強化を図ります。

推進 → → →

危機

＜H23～26取組内容と成果＞
　南部
　災害時要援護者対策に関する防災出前講座や関係機関と連携
した検討会、避難支援訓練等を実施することにより、支援体制
や地域防災力の強化を図った。
・検討会や避難支援訓練等の実施
  (H23　２回　H24　３回　H25　８回　H26　３回）
・災害時要援護者対策に関する防災出前講座の実施
　(H23　６回　H24　１回　H25　１２回　H26　１８回)
・H25年度にシルバーカーを改造した避難支援用具を開発し、
実証実験を通して市町や自主防災組織への普及を図り、要援護
者対策を推進した。

　西部
・災害時要援護者支援研修会（H23～H26：年1回）
・災害時要援護者避難支援訓練（H23～H26：年1回）
・寄り合い防災講座での災害時要援護者支援の普及啓発
　（H23:12回、H24:17回、H25:21回、H26:9回）
・ボランティアフェスティバル等イベントでの普及啓発
　（H23:4回、H24:3回、H25:3回、H26:4回）
・次世代を担う若い世代の育成
    中学校で防災教育（H25:1回、H26:1回）
    高等学校で防災訓練及び啓発（H25:4回、H26:4回）
・災害時コーディネーター等との訓練実施（H25:1回､H26:1
回）
・障がい者支援事業所と連携して「にし阿波・精神障がい者
　災害時支援対策マニュアル」を作成し、グループホームや
　通所施設等で啓発・指導を実施（H25～H26）

　上記の取組により災害時要援護者に対する支援の強化が図ら
れた。

＜事業の達成状況＞ ◎

→→推進 →

●地震や集中豪雨等による孤立集落の発生に備
え、基本となる孤立化対策啓発冊子を作成するな
ど、孤立化対策の普及啓発を図ります。また、臨
時ヘリポートの緊急的な整備や、通信手段を確保
するため衛星携帯電話の導入を行う市町村を支援
するとともに、県・市町村・住民が協働で通信訓
練等を行います。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

検討
創設・
支援

→ →

創設 検討 検討 創設 ○

推進 → → →

7,700
人

8,700
人

9,800
人

26,000
人

8,648
人

14,435
人

23,115
人

28,020
人

◎

危機
・

経営
Ｂ

Ａ南部

＜H23～26取組内容と成果＞
・「防災・減災フォーラム」の地域防災対策部会として自主防
災会代表によるパネルディスカッションを実施した。
（H23.8.28南部防災館）
・「自主防災会・県南フォーラム」を開催し自主防災組織相互
の交流や組織結成の気運醸成を図った。（H27.3.15美波町ｺﾐｭﾆ
ﾃｨﾎｰﾙ)
・「南部防災館」を活用した研修、講座等を実施することによ
り、人材育成や能力向上を図った。
　「南部防災館」の研修・講座等受講者数
  　　H23まで  8,648人
      H24      5,787人
      H25 　　 8,680人
　　　H26　　　4,905人　　　累計28,020人
・市町村連絡会の結成促進
   H23　１町（美波町）
  　（H23までに２町結成済み（那賀町、牟岐町））

＜事業の達成状況＞　◎

●県庁内に自主防災活動組織を創設し、津波・地
震等の大きな災害が発生した時の初期活動とし
て、県庁舎に一時避難してくる地域住民等の誘
導、手助け等を行います。

＜H23～26取組内容と成果＞
１.平成23年度より応援隊の創設に向けて、関係部局と協議を
重ねて調整を図った。
２.平成24年度は応援隊の構成(案)、設置規定（案）を作成し
関係課と調整を図った。
３.平成25年度に｢県庁災害避難応援隊｣として創設し、徳島情
報伝達訓練にあわせて避難住民の｢受入誘導訓練｣を実施した。
４.平成26年度は、自衛消防訓練において、避難住民の「受入
誘導訓練」及び避難住民への防災出前講座を実施した。

＜事業の達成状況＞　◎

●県南部圏域において、自主防災組織相互間の交
流や情報交換を行う、市町村連絡会の結成を促進
するとともに、自主防災活動に関する相談・助言
や防災リーダーの育成等、「南部防災館」を活用
した自主防災組織の能力向上のための研修・講座
等を実施します。

○「県庁災害避難応援隊」の創設
     [24]創設

○「南部防災館」の研修・講座等受講者数
（累計）
     [21] － →[26]26,000人
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
１緊急ヘリポート整備箇所
　(H23:1箇所、H24:2箇所、H25:5箇所、H26:1箇所)
２緊急ヘリポート降着訓練
　(H23:3回、H24:2回、H25:2回、H26:3回)
３通信途絶地域を特定するため、衛星携帯電話機、デジタル
　簡易無線機、及びアマチュア無線機の通信可能エリア地図
　を作成した。
４災害時に圏域内の行政機関及び医療機関が使用するデジタル
　簡易無線機について、混信を避けるために、各機関毎の通信
　チャンネルを示したエリアプランを作成した。
５情報伝達訓練
　衛星携帯電話機を使用した訓練
　(H23:1回、H24:3回、H25:1回、H26:1回)
  デジタル簡易無線機を使用した訓練(H25:2回、H26:2回)
６孤立可能性地域での寄り合い防災講座
　（H23:2回、H24:2回、H25:4回、H26:2回）
７圏域内の孤立可能性集落255箇所のうち、218箇所（85.5％）
　で、防災に関する講習や訓練を実施した。
８雪害の経験を踏まえ、各関係機関は発動発電機やかんじき等
　災害用資機材を追加備蓄した。

上記の取組により孤立化への対応の強化が図られた。

＜事業の達成状況＞　◎

推進 → → 西部→

●地すべり防止区域等が多く、土砂災害等により
孤立化が発生する可能性の高い県西部圏域におい
て、孤立時の通信及び交通の途絶解消に向けて、
関係機関と連携し、緊急ヘリポート及び情報通信
網の整備を促進するとともに、孤立への備えを普
及啓発することにより、住民の対応力の強化を図
ります。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

検討
策定・
推進

→ →

策定 － 策定 ◎

策定 － － 策定 ◎

Ａ

Ａ

○にし阿波防災行動計画の策定
　    [25]策定

＜H23～26取組内容と成果＞
１西部圏域広域防災連絡会議
（H23：5回、H24：7回、H25：9回、H26：8回）
　県と圏域４市町で構成し、南海地震などの大規模災害に備
え、西部圏域内の相互連携による防災力の蓄積・強化及び東
部・南部圏域への広域的な連携・支援体制の構築を図ることを
目的に開催。
２「広域防災計画」の策定（H24 策定）
　西部圏域広域防災連絡会議において、県と圏域４市町の地域
防災計画に基づく、西部圏域の具体的地震対策行動計画の被災
者対策として位置づけ、県及び市町が保有している施設や資機
材の共同利用等不足部分を補いあえる具体的な運用方法を取り
まとめ策定。
  運用編として、
　　①避難所運営マニュアル
　　②災害時における西部圏域内の相互応援に関する実施計画
　　③広域避難者受入計画
　施設編として、
　　①備蓄資材及び飲食料一覧表
　　②緊急ヘリポート適地集計表
　　③防災拠点・避難所情報の集計及び個別データ
　　④通信エリア状況図等
３「にし阿波防災行動計画」の策定（H25 策定）
  平時から取り組む防災対策及び民間を含む防災活動事例を収
集し、地震及び土砂災害に対する具体的な防災・減災対策とし
て策定。
　　①にし阿波圏域の行政機関等が行う防災・減災対策行動
　　　計画
　　②市町・民間で実施している先進事例
　　③にし阿波の広域的な防災の取組

　上記の取組により、圏域の枠を超えた被災地域に対する行政
機能のバックアップや被災者の受入などの支援体制の強化が図
られた。

＜事業の達成状況＞　◎

西部

警察→→

＜H23～26取組内容と成果＞
　災害情報協力員は、平成23～26年度において、常時150名以
上に委嘱しており、同協力員から通報のあった災害情報(河川
の増水や道路の冠水等)は、地元に根差した住民目線からの情
報であることから、災害警備活動の初動対応等を行う上で大い
に役立った。
　災害情報協力員からの情報は、必要に応じて自治体や消防等
防災関係機関にも提供し、共有化を図っており、各種防災対策
に活用された。
　また、災害情報協力員の防災知識の涵養や防災意識の高揚、
効果的な通報要領の教養を目的として、各警察署において定期
的に講習会等を開催した。
　上記取組により、災害事象に応じた的確な通報の実施を図れ
た。

＜事業の達成状況＞　◎

→
●防災活動に資する情報収集を目的とした警察の
災害情報協力員（防災ウォッチャー）に対する講
習会等を実施し、効果的な運用を図ります。

推進

●「西部圏域広域防災連絡会議」において圏域の
市町と共同して地震防災・減災対策を推進すると
ともに、圏域の枠を超えた被災地域に対する行政
機能のバックアップや被災者の受入などの支援に
向けた取組を推進します。

○広域防災計画の策定
      [24]策定
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

参加 → → →

開催 開催 ◎

推進 → → →

年50回 年50回 年50回 年50回 年50回 年50回 年50回 年50回 ◎

危機 Ａ

Ａ

Ａ警察

＜H23～26取組内容と成果＞
　総合防災訓練や図上訓練の実施により、より実戦に即した応
急対応処理能力の向上を図るとともに、防災体制の検証を行っ
た。
　平成23年度:総合防災訓練（近畿府県合同防災訓練）、図上
訓練を開催
　平成24年度：総合防災訓練、図上訓練を開催
　平成25年度：総合防災訓練、図上訓練を開催
　平成26年度：総合防災訓練、図上訓練を開催

＜事業の達成状況＞　◎

●警察、防災関係機関、地域住民が連携しての各
種防災訓練を実施します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成23～26年度において、防災関係機関、自主防災組織等と
連携した災害警備訓練を年50回以上実施した。訓練は、昼間だ
けでなく夜間、早朝等、様々な環境、条件下で実施した。
　特に、沿岸警察署等においては、自主防災組織や保育園・学
校等と協力した津波避難誘導訓練を積極的に実施し、災害発生
時に迅速・的確に対応できるように努めた。
　上記の取組のとおり、各年の数値目標（各種防災訓練の実施
年50回）を達成し、災害への更なる対処能力の向上と現状の把
握に努めた。

＜事業の達成状況＞　◎

開催 → →→

3　災害対応能力の強化
●より実践に即した訓練の実施や、訓練による課
題を踏まえ、災害対策本部及び防災関係機関の応
急対処能力の向上等を図るほか、防災体制の検証
を行います。

●府県を越えた広域的な災害に対応するために、
関西広域連合等と一体となって、被災府県への応
援調整や災害対応のための訓練を実施・参加しま
す。

○「近畿府県合同防災訓練」の本県開催
    [23]開催

危機

＜H23～26取組内容と成果＞
　広域的な災害に対応するため、例年行っている近畿府県合同
防災訓練や、関西広域連合広域応援訓練に加え、平成２５年度
は中国四国ブロックで図上訓練を実施し、更なる体制強化に努
めた。

＜事業の達成状況＞　◎

○官民連携による各種防災訓練の実施
    [23]～[26]年50回
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

150戸 177戸 ◎

35
箇所

10箇所 16箇所 29箇所 37箇所 ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
　
　「とくしま－０（ゼロ）作戦」緊急対策事業を創設し、沿岸
市町が行う避難路や避難場所等の整備を促進した。また、避難
路沿いのブロック塀撤去等に対して支援を実施した。
　また、空き家対策については、新たな県の支援制度として
「老朽危険空き家除却支援事業」を創設し、市町村が実施する
空き家の除却を促進した。(H25)
　住宅以外の倉庫・店舗等の老朽危険空き建築物も支援対象に
追加し、「老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業と改称
（H26）
H23実績：33戸（累計）H25実績：84戸(累計)
H26実績：177戸（累計）

＜事業の達成状況＞　◎

危機
・

県土

Ａ

Ａ

Ａ

推進 → → →

（＜H23～26取組内容と成果＞
　（拠点避難所の指定）
　市町村が行う避難所の整備を支援するとともに、拠点避難所
の指定に向け市町村と調整を行った。
　（拠点避難所となる県立学校等の整備）
　支援が本格化するまでの間、自活できる避難所として機能す
るように、生活水や非常用電源等を確保するための設備等を順
次整備していく「県立学校避難所施設強化・充実事業」を実施
した。
　（H23 ２校、H24 ９校、H25 １３校、H26 ９校）

＜事業の達成状況＞ ◎

危機
・

教育

実施

推進 → → →

→ →

4　地震・津波災害に強いまちづくり
●津波避難困難地域を解消するため、地域の実情
に応じた避難路や避難施設の整備等をきめ細やか
に進め、避難路に面した倒壊の危険性がある空き
家やブロック塀の除去を推進するとともに、「助
かった命を助ける」避難所の機能強化等にも取り
組みます。また、津波避難タワー等津波避難施設
の整備を促進します。

→

県土

＜H23～26取組内容と成果＞
  H23　1箇所（美波町）
  H24　6箇所
　　　 （牟岐町2箇所、美波町1箇所、海陽町3箇所）
  H25　13箇所
　　　 （阿南市1箇所、牟岐町1箇所、
　　　　　　　　　　  美波町7箇所、海陽町4箇所）
  H26　8箇所
　　　 （牟岐町1箇所、美波町4箇所、海陽町3箇所）
　
　累計37箇所    (平成22まで9箇所)
　
＜事業の達成状況＞　◎

●がけ地の保全及び高規格道路等の整備に併せ
て、津波避難困難地域の解消に向けた避難路や避
難場所の整備を推進及び促進します。

○がけ地の保全に併せた避難路・避難場所整
備箇所数（累計）
　　[21]７箇所→[26]３５箇所

○老朽危険空き家の除却（累計）
　［24］33戸→［26］150戸

●一定の地域をカバー（支援）する「拠点避難
所」の指定を推進するとともに、「拠点避難所」
となる県立学校等の整備を推進します。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

75% 80% 85% 90% 74.2% 78.8% 84.3% 88.2% ○

80% 85% 90% 95% 85.8% 91.3% 96.6% 97.7% ◎

75% 80% 85% 90% 74.3% 79.7% 86.4% 87.6% ○

90% 100% 90% 93.8% 93.8% 100.0% ○

91.3% 91.3% 92.1% 92.1% 91.3% 91.7% 92.0% 93.0% ◎

1箇所 2箇所 3箇所 4箇所 １箇所 １箇所 1箇所 5箇所 ◎

56% 67% 78% 100% 56% 73% 73% 91% ○

整備 整備
維持
活用

維持
活用

維持
活用

◎

17
チーム

18
チーム

19
チーム

20
チーム

18
チーム

20
チーム

21
チーム

23
チーム

◎

Ｂ

○ＳＣＵの資機材等の整備
    [23]整備

その他の県有防災拠点施設等の耐震化の推進
○県有防災拠点施設等の耐震化率
    [21]64.3％→[26]90.0％

○都市公園施設の防災拠点施設等の耐震化率
    [21]70％→[24]100％

○ＤＭＡＴの体制整備
    [21]13チーム→[26]20チーム

災害医療体制の整備
○災害拠点病院の耐震化率
    [21]44％→[26]100％

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
○県立高等学校施設耐震化率
    [21]62％→[26]90％

○市町村立小中学校施設耐震化率
　  [21]64％→[26]95％

○県営住宅の耐震化率
    [21]90.3％→[26]92.1％

 ○「道の駅」防災拠点化整備済箇所数
　  [21]１箇所→[26]４箇所

●災害時において防災拠点等となる県の施設等に
ついて、耐震化計画に基づき計画的に耐震化を進
めます。また、大規模災害時に、広域医療搬送及
び域内搬送の活動拠点となるＳＣＵ（ステージン
グケアユニット）の資機材・医療機器等の整備を
図るとともに、災害拠点病院等における災害派遣
医療チーム（ＤＭＡＴ）の体制整備を進め、災害
医療体制の向上を図ります。

308

■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
（県立高等学校施設耐震化率）
＜H23～26取組内容と成果＞
　耐震改修事業を実施した。
　（H23 １０校、H24 １１校、H25 １１校、H26 ８校）

（市町村立小中学校施設耐震化率）
＜H23～26取組内容と成果＞
　耐震改修事業を実施した。
　（H23 １２市町、H24　７市町、H25　５市町、H26 ４市町）

■その他の県有防災拠点施設等の耐震化の推進
（県有防災拠点施設等の耐震化率）
＜H23～26取組内容と成果＞
　平成23年度末の耐震化率：74.3％
　平成24年度末の耐震化率：79.7％
　平成25年度末の耐震化率：86.4％
　平成26年度末の耐震化率：87.6％

（都市公園施設及び県営住宅、道の駅の耐震化率）
＜H23～26取組内容と成果＞
・都市公園施設
　都市公園施設については、H24までに１施設を除き耐震化が完了し
ており、残る鳴門総合運動公園陸上競技場についても、H26に耐震化
を完了している。
・県営住宅　３棟完成（Ｈ２３）
　　　　　　１棟完成（Ｈ２４）
　　　　　　１棟完成（Ｈ２５）
　　　　　　３棟完成（Ｈ２６）
・道の駅
　防災拠点化の整備スキームを検討
  県内の道の駅について拠点性や施設規模等を勘案した相対評価を行
い、優先的な整備箇所を抽出
　評価の高かった道の駅で、整備する設備や整備後の管理運営方法に
ついて、地元市町と協議を実施
　道の駅「もみじ川温泉」他４箇所で防災拠点化を図った。

■災害医療体制の整備
＜H23～26取組内容と成果＞
・あすたむらんど徳島（SCU)に資機材等の整備（H23　整備）
・H24.9.1の内閣府主催による「H24年度広域医療搬送訓練」におい
て、整備した資機材を活用してＳＣＵの設置運営訓練を実施
・H25.11.3の「中国四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練」におい
て、整備した資機材を使用した訓練を実施
・H24年度徳島阿波おどり空港をSCUに追加指定
・DMATの体制整備（H23　3ﾁｰﾑ、H24　2ﾁｰﾑ、H25　1ﾁｰﾑ　H26  2ﾁｰﾑ）
　上記の取組により災害医療体制の整備を図った。

＜事業の達成状況＞　○

危機
・

保健
・

県土
・

教育
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

8海岸 10海岸 12海岸 13海岸 10海岸 13海岸 13海岸 13海岸 ◎

3海岸
（地
区）

4海岸
（地
区）

4海岸
（地
区）

5海岸
（地
区）

3海岸
（地
区）

3海岸
（地
区）

4海岸
（地
区）

5海岸
（地
区）

◎

4河川 8河川 4河川 8河川 9河川 9河川 ◎

2箇所 3箇所 4箇所 5箇所 0箇所 1箇所 2箇所 5箇所 ◎

40% 45% 50% 60% 39% 46% 49% 60% ◎

98% 100% 98% 100% 100% 100% ◎

5% 10% 0% 3% 7% 10% ◎

整備完
了

整備 完了 ◎

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
・海岸堤防
　～H24：坂野海岸、今津海岸、見能林海岸、宍喰浦海岸、
　鳴門海岸、松茂海岸、徳島海岸、馬地海岸、内妻海岸、
  那佐海岸、金目海岸、松原海岸、出羽島海岸
　（１３海岸）
・海岸保全施設
  ～H23：浅川港海岸（粟の浦地区）、徳島小松島港海岸（津
田地区）、橘港海岸（橘西地区）
　～H25：橘港海岸（橘東地区）、～H26：撫養港海岸（岡崎里
浦）
 （５海岸(地区)）で整備完了
・河川堤防
　H23：宍喰川、海部川、福井川、鮎喰川
　H24：牟岐川、日和佐川、園瀬川、勝浦川
　H25：撫養川
　（９河川）
・河川水門
　H23：なし
　H24：打樋川（阿南）
　H25：善蔵川
　H26：出島川・芝生川・新池川
　（合計５箇所が整備完了）
・緊急輸送道路における改良率
　一般国道195号等20箇所で整備を推進した。
　H23：改良率39%
　H24：改良率46%
　H25：改良率49%
　H26：改良率60%
■県管理の緊急輸送道路における要対策橋梁の耐震化率
・15m以上の橋梁の耐震化率
　H23:緊急輸送道路の耐震化を推進した。（耐震化率98%）
　H24:緊急輸送道路の耐震化を完了した。（耐震化率100%）
・15ｍ未満の橋梁の耐震化率
　15m未満の橋梁の耐震化を推進した。（H26：耐震化率10%）
・南部健康運動公園の整備
　H24：テニスコートエリアの整備完了

＜事業の達成状況＞　◎

県管理の緊急輸送道路における要耐震橋梁の
耐震化率
○15ｍ以上の橋梁の耐震化率
    [21]98％→[24]100％

○海岸堤防の耐震調査の実施済海岸数
　  [21]7海岸→[26]13海岸

●救命救急や防災活動等を支援する緊急輸送道路
などのインフラ整備を推進します。

○海岸保全施設整備済海岸（地区）数
    [21]2海岸（地区）→[26]5海岸（地区）

○河川堤防の耐震調査の実施済河川数
    [21] － →[24]８河川

○河川水門の耐震化実施済箇所数
    [21] － →[26]５箇所

○15ｍ未満の橋梁の耐震化率
    [21] － →[26]10％

○南部健康運動公園（防災機能を持ったオー
プンスペース）の整備（再掲）
    [21]整備中
　→[24]多目的広場を含むテニスコートエリ
アの整備完了

県土

○緊急輸送道路における重点整備区間（20箇
所）の改良率
    [21]27％→[26]60％
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

20% 25% 30% 35% 21.4% 22.2% 23.3%
H27.12
頃発表

－

推進 → → →

10件 40件 70件 100件 12件 31件 63件 122件 ◎

Ａ

Ｃ

Ａ→ →

●南海トラフ巨大地震に備えるため、「水道整備
に向けた新たな方針」（仮称）に基づき、水確保
の取組を推進するとともに、水道施設の耐震化が
スムーズに実施できるよう市町村に対し支援を行
い、「地震に強い水道」を目指します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．耐震化事業の実施にあたり，財政基盤の弱さに加え，国庫
　補助事業の採択基準が厳しく，活用できない市町村が多い
　中，国に対して「採択要件の緩和」及び「補助率の引き上
　げ」等，助成制度の充実・強化に向け，政策提言を平成24
　年度から継続的に実施。
　　（政策提言累計６回）
２．耐震化に対する認識や理解が高まるよう，技術研修（年２
　回）を通じた市町村水道事業者への指導
３．予算要望に向けた市町村水道事業者への助言や指導を実
　施。
４．水道週間（6/1～7）にあわせ，新聞紙面広告を活用し広
　　く県民への周知を実施
５．市町村長が参集する会合において，円滑な事業の実施に
　　ついて協力を求めた。
○現在Ｈ２６実績値をとりまとめ中（１２月頃判明予定）

＜事業の達成状況＞　△

県土

＜H23～26取組内容と成果＞
・旧吉野川、今切川、那賀川及び桑野川の河口部で
　堤防の嵩上げ・液状化対策を促進するとともに、
　吉野川で２門、旧吉野川で３門、那賀川で１門、
　桑野川で２門の水門・樋門について、耐震化・自動化・
　遠隔操作化が完了したことから、津波に対する地域の
　安全性の向上が図られた。
・「榎瀬川樋門」については、H25に改築工事に着手し、
　整備を促進した。

＜事業の達成状況＞　◎

南部

促進

○水道の基幹管路の耐震適合率
　 [21]18.4％→[26]35.0％

●津波到達時間の短い県南地域において、夜間停
電時にも指定避難場所へ安全迅速に避難できるよ
う、ＬＥＤやソーラーシステムを用いた避難誘導
灯、自発光鋲、道路照明灯を設置する市町を支援
するとともに、重点的に県管理施設に設置するこ
とにより、津波避難誘導路の整備を推進します。

○県南地域における県産ＬＥＤ避難誘導施設
の設置数（累計）
    [21] － →[26]100件

●津波の河川遡上による被害を軽減するため、直
轄管理河川において、堤防の耐震対策や水門・樋
門の自動化・遠隔操作化などを促進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・急傾斜地のがけ地保全に併せて整備した避難階段や避難所に
隣接する県道等の県管理施設にソーラー式ＬＥＤ防犯灯や自発
光鋲を設置　19箇所
・市町が指定している避難所や避難路に設置するＬＥＤ防犯
灯、誘導灯の設置に対し、市町を支援　103箇所

＜事業の達成状況＞　◎

危機310
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312
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

46,000
戸

57,000
戸

68,000
戸

79,000
戸

54,315
戸

71,839
戸

91,405
戸

105,86
1戸

◎

100%対
応

100%対
応

100%対
応

100%対
応

100%
対応

100%
対応

100%
対応

100%
対応

◎

推進 → → →

100%対
応

100%対
応

100%対
応

100%対
応

100%
対応

100%
対応

100%
対応

100%
対応

◎

制度創
設

制度
創設

制度
運用

制度
運用

制度
運用

◎

推進 → → →

7
市町村

14市町 ◎

推進 → → →

1,200
件

1,250
件

1,300
件

1,350
件

1,106
件

1,314
件

1,554
件

1,806
件

◎

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

県土

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成25年度の耐震改修促進法の改正により、特定の民間建築
物や避難路を閉塞させる恐れがある建築物について、耐震診断
の実施とその結果の報告が義務化されたことを受け、該当建築
物のある全ての市町に補助制度の創設を促し、26年度末に補助
の制定ができた。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

＜H23～26取組内容と成果＞
　H23年度には県下全域で20,049戸、24年度には17,524戸、25
年度は19,566戸、26年度は14,456戸の戸別訪問を実施した結
果、訪問戸数の累計は105,861戸に達した。耐震診断について
は、市町村への補助により要望に100%対応し、H23から26年度
に6,897戸の耐震診断への支援を行った。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

○リフォームを伴う「木造住宅の簡易耐震化
工事」に対する支援制度の創設
    [23]制度創設

○診断義務付け建築物への補助制度創設市町
数
　　[21]4市町→[26]7市町

○相談件数（累計）
　 [21]841件→[26]1,350件

○木造住宅の耐震改修への支援
    [23]～[26]県民ニーズに100％対応

●耐震診断で「倒壊する可能性が高い」と判定さ
れた住宅に対する改修補助、耐震改修アドバイ
ザー派遣及び「住宅耐震改修促進税制」による支
援並びに簡易な耐震リフォームに対する支援を行
います。

●耐震改修促進法の改正により、新たに耐震診
断･報告が義務付けられた特定の民間建築物のリ
ストを作成し、診断義務付け建築物がある全ての
市町村に、補助制度の創設･拡充を促すととも
に、国・県による支援制度の拡充を行います。

●県民の利便性を高めるため、耐震相談の充実を
図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
　建築物の耐震性の向上を図るため、建築関係団体への委託及
びゼロ予算事業により耐震相談窓口を開設し、建築士が直接来
訪者、電話等による相談に応じている。また、耐震相談窓口の
設置は、県ホームページによる周知のほか、コンビニやスー
パーへのパンフレットの設置・配布等により、広く県民への周
知を実施した。
　このような取組により、H23年度は206件、24年度は208件、
25年度は240件、26年度は252件の県民からの相談に対応した。

＜事業の達成状況＞　◎

○木造住宅の耐震診断への支援
    [23]～[26]県民ニーズに100％対応

○戸別訪問等の実施戸数（累計）
    [21]19,500戸→[26]79,000戸

＜H23～26取組内容と成果＞
　H23からH26年度に県民の要望に100％対応し、県下一円891戸
の耐震改修への支援を行った（簡易改修を含む）。また平成23
年度にリフォームを伴う「木造住宅の簡易耐震化工事」に対す
る支援制度として「住まいの安全・安心リフォーム支援事業」
を創設した。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

5　木造住宅等の耐震化促進
●住宅の倒壊等から助かる命を助けるため、徳島
県耐震改修促進計画に基づき、平成３２年度末の
住宅の耐震化率１００％ を目標に、木造住宅の
耐震化の取組を促進します。

313

314

315
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

完成
本体
工事
着手

本体
工事
継続

本体
工事
継続

完成 ◎

推進 → → →

81% 82% 83% 84% 81% 82% 83% 84% ◎

完成 － － 完成 ◎

推進 → → →

2箇所 3箇所 3箇所 3箇所 2箇所 3箇所 3箇所 3箇所 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

→促進 →→

県土

農林

●高潮等による被災から生命・財産を守るために
必要な漁港海岸保全施設等の整備を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　H24年度末までに瀬戸漁港海岸（護岸改良）、牟岐漁港海
岸（陸こう改良）、室漁港海岸（陸こう改良）の整備を終えて
い　る。
２　H25年度からは、さらに中林漁港海岸（陸こう改良）を進
めている。

＜事業の達成状況＞◎

県土
○県管理河川の整備推進（重点整備河川の整
備率）
    [21]78％ → [26] 84％

●洪水被害から県民を守る予防的な治水事業を着
実に推進します。 ＜H23～26取組内容と成果＞

・園瀬川：川北地区の堤防の締切が完了
・飯尾川：加減堰部の改良に着手し、右岸撤去完了
・福井川：大原堰部の改良に着手し、完了
・桑野川：長生地区の河床掘削に着手し、整備中
・正木ダム：放流警報局の改良に着手し、完成

＜事業の達成状況＞　◎

○ほたる川排水機場（吉野川市）の新設
　　[26]完成（１０m3／s）

6　洪水、高潮、土砂災害などによる被害の軽減
●直轄管理河川において、「河川整備計画」に基
づき、無堤地区の解消に向けた堤防整備や内水対
策、長安口ダムの改造等を促進します。

○正木ダム管理施設の改良
    [21]整備中→[25]完成

＜H23～26取組内容と成果＞
・吉野川の内水対策として、H26に「ほたる川排水機場」
　が完成するとともに、吉野川の無堤地区対策として、
　H25に「加茂第一箇所」が、H26に「勝命箇所（谷島工区）」
　が完成したことにより、出水時における流域住民の安全性
　の向上が図られた。
　また、那賀川の「深瀬箇所」はH27完成、吉野川の「脇町第
  一箇所」はH28完成に向け、整備を促進するとともに、吉野
  川の「加茂第二箇所」ではH25から事業着手し、整備を促進
  した。
・「長安口ダム改造事業」については、H24に放流ゲート増設
　に向けた本体工事に着手し、整備を促進した。

＜事業の達成状況＞　◎

○漁港海岸施設整備済箇所数
　 [21]2箇所→[26]3箇所

317
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

101局 102局 103局 104局 99局 101局 106局 106局 ◎

3箇所 4箇所 5箇所 6箇所
6箇所
達成

達成 達成 達成 ◎

3箇所 4箇所 5箇所 6箇所 4箇所 5箇所
6箇所
達成

達成 ◎

配信開
始

－ －
システ
ム調整

中
試験中 ○

推進 → → →

22,300
戸

22,500
戸

22,600
戸

22,800
戸

22,319
戸

22,655
戸

22,777
戸

23,135
戸

◎

推進 →

108人 118人 108人 119人 ◎

Ｂ

Ａ

Ａ

県土
・

農林

農林

●山地災害に関する情報収集の迅速化や山地災害
危険地区等における地域住民への防災啓発を推進
するため、山地防災ヘルパーの新規認定を推進し
ます。

○土砂災害の危険性のある人家の保全数（累
計）
　 [21]21,900戸→[26]22,800戸

＜H23～26取組内容と成果＞
　砂防・治山事業により、土砂災害防止施設の整備を進めてお
り、平成26年度末までに累計23,135戸の人家を保全した。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
１　山地災害に関する情報収集の迅速化
２　山地災害危険地区等における地域住民への防災啓発
３　山地防災ヘルパーの新規認定の推進
これらの取組により、H26年度の目標(118人の)を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

○潮位情報提供システムの整備
    [21] － →[26]6箇所

○河川水位などの防災情報の発信機能強化
    [25]防災情報メール配信開始

●頻発する局地的集中豪雨や津波等に備えた防災
情報の充実を図るとともに、防災情報の発信機能
を強化します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・水位局
　H23：鮎喰川（１局）、
　H24：多々羅川（１局）・出島川（１局）、
　H25：八多川（１局）、多々羅川排水機場（１局）、
　　　 豊ノ本川排水機場（１局）、
       新堀川排水機場（１局）、
       打樋川(徳島)排水機場（１局）
　H25時点106施設整備済
・河川警報装置
　H23で全6箇所
　（鮎喰川２箇所、園瀬川１箇所、穴吹川３箇所）を整備済
・潮位情報提供システム
　～H23：折野港（1箇所）、撫養港（1箇所）、
　　　　 日和佐港（1箇所）、浅川港（1箇所）、
　H24：橘港（1箇所）、
　H25：徳島小松島港（1箇所）　全6箇所整備済
・防災メール
  水位情報の発信に向けた試験中
　H26.9月に出た「避難ガイドライン(国)」により、水位の見
直しが生じたことから、現在見直し作業中。その水位を水防計
画に位置づけての公表となるため配信はH28を予定。

＜事業の達成状況＞　○

○河川の水位局数
    [21]67局→[26]104局

県土

●土砂災害による被害から生命・財産を守るため
に必要な砂防・治山施設等を整備し、人家、公共
施設等の保全を推進します。

○山地防災ヘルパーの認定者数（累計）
    [23]84人　→　 [26]118人

○河川警報装置の設置箇所数
    [21] － →[26]6箇所
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

2,200
箇所

2,500
箇所

2,750
箇所

3,000
箇所

2,286
箇所

2,615
箇所

3,030
箇所

3,807
箇所

◎

45% 65% 85% 100% 52% 65% 87% 100% ◎

推進 → → →

23
市町村

24
市町村

24
市町村

24
市町村

23
市町村

23
市町村

24
市町村

24
市町村

◎

29% 31% 32% 34% 30％ 31％ 32％ 33％ ○

基本方
針策定

策定

策定 策定 改訂 ◎

Ｂ

Ａ

Ａ

農林

農林

県土

●土砂災害警戒区域の指定に伴う説明会などを通
じて、土砂災害に関する防災意識の啓発を図りま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
 平成24年度から平成26年度の3年間で策定予定であった徳島県
農業版BCPについて、1年間前倒しで平成25年6月に策定した。
その後、農林水産総合技術支援センターでの実証試験結果や、
東部、南部の沿岸地域毎の対策協議会における意見等を盛り込
み改訂（平成25年11月・平成26年11月）を行った。

＜事業の達成状況＞　◎

●巨大地震の発生に備え、速やかな復興に向けた
課題と対策を整理した、「津波・塩害対策農業版
BCP」の策定を行います。

○「津波・塩害対策農業版BCP」の策定
    [26]　策定

＜H23～26取組内容と成果＞
１　平成26年度に換算面積で52.79km2の調査を実施し，平成26
年度末の地籍調査進捗率は33.2％となった。
２　地籍調査推進連絡会議を立ち上げ，地籍調査の推進を図っ
た。
３　平成25年度，美波町が新規着手し，全24市町村が，地籍調
査に着手した。
４　実施にあたって、課題となっている市町村の業務負担軽減
を図るため、国土調査法に基づく包括委託制度（民間の専門技
術者に、工程管理、検査を含む調査の全工程を一括して委託す
る制度。）などの導入を支援した。

＜事業の達成状況＞　○

＜H23～26取組内容と成果＞
　土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の周知などを通じて、
住民に対して土砂災害に関する防災意識の啓発を行っており、
平成26年度末までに累計3,807箇所で説明会を行った。
　市町村における警戒避難体制の整備を促進し、災害時要援護
者の土砂災害による被害防止を図るため、平成26年度末まで
に、災害時要援護者関連施設に係る全ての土砂災害警戒区域の
指定を完了した。

＜事業の達成状況＞　◎

●災害復旧・復興の迅速化を図るため、農林地の
適正な管理・保全に向けた活動を支援します。

○土砂災害に関する防災意識の啓発箇所数
（累計）
    [21]1,400箇所→[26]3,000箇所

○災害時要援護者関係施設に係る土砂災害警
戒区域の指定状況
    [21]10％→[26]100％

○地籍調査の実施市町村数
    [21]21市町村→[26]24市町村

○地籍調査事業の進捗率
    [21]27％→[26]34％
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

促進 → → →

100% 100% 100% 100% 100% ◎

工事施
工中

工事施
工中

工事施
工中

工事施
工中

工事施
工中

◎

工事施
工中

設計協
議中

設計協
議中

設計協
議中

設計協
議中

○

推進 → → →

55% 65% 75% 80% 61% 65% 80% 92% ◎

Ｂ

Ａ

Ａ

県土

県土

県土

○生命線道路の強化率（10箇所）
    [21]26％→[26]80％

＜H23～26取組内容と成果＞
　峠部分などで通行できない「行き止まりの県道」で、集落に
とって、唯一のアクセスとなっている芥附海部線ほか８路線９
箇所の整備を推進

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
　橋長15m以上の橋梁の長寿命化計画策定と修繕の実施

＜事業の達成状況＞　◎

推進

○一般国道32号猪ノ鼻道路（延長8.4㎞）の整
備（再掲）
    [21]工事施工中→[26]工事施工中

○一般国道32号改築防災（大歩危工区延長2.5
㎞）の整備
    [21]用地買収中→[26]工事施工中

7　異常気象時における事前通行規制区間等の削
減
●大雨など異常気象時による事前通行規制区間に
おいて、バイパスルートの整備を促進します。

→ →→

●災害時の交通途絶が発生しないよう、危険箇所
の整備を推進します。

●道路構造物の老朽化に備え、橋梁の延命化につ
ながる効率的な維持管理に取り組みます。

○地域高規格道路阿南安芸自動車道（日和佐
道路　延長9.3㎞）の供用率（再掲）
    [21]67％（一部供用6.2㎞、残区間工事展
開）
  →[23]全線供用

326

327

328

＜H23～26取組内容と成果＞
・日和佐道路の全線開通(H23.7.16)
・猪ノ鼻道路の工事促進
　(用地進捗率100%、事業進捗率約32%)※平成27年3月31日時点
　平成32年度開通予定
・一般国道32号改築防災の設計協議中

＜事業の達成状況＞　◎

36 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

4箇所 5箇所 6箇所 7箇所 5箇所 6箇所 6箇所 ７箇所 ◎

3－3　くらしを守るとくしまづくり

推進 → → →

改定 改定 ◎

推進 → → →

創設 検討 創設 ◎

5,200
人

5,700
人

6,200
人

7,200
人

5,349
人

6,430
人

7,305
人

7,971
人

◎

推進 → → →

80件 100件 150件 160件 80件 145件 155件 161件 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

危機

＜H23～26取組内容と成果＞
１．PR活動
  消費者まつり、「新鮮 なっ！とくしま」号によるPR、等
２．研修会等
  ブロック別ＧＡＰ指導者研修会、とくしま安２ＧＡＰ農産物
推進会議やGAP推進フォーラムの開催等
　以上の取組によって、161件の認定があった。

＜事業の達成状況＞　　◎

農林

危機

＜H23～26取組内容と成果＞
　消費者・事業者・行政が連携して食の信頼関係を確保するた
め、消費者が生産・製造現場に出向いて意見交換を行う体験型
意見交換会の実施や食の安全・安心を推進するモデル的事業を
事業者から募集するとともに、H24に「先進的に取り組む事業
者」の登録・公表制度を創設した。
　また、数値目標であるリスクコミュニケーションとしての意
見交換会等の参加者数についても、各年度の計画数及び数値目
標を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

　※平成２６年度版では「リスクコミュニケーションとしての
体験型意見交換会等参加者数」の数値目標を6,700人から7,200
人に上方修正を行っている。

○「先進的に取り組む事業者」の登録・公表
制度の創設
   [24]創設

○リスクコミュニケーションとしての体験型
意見交換会等参加者数（累計）
　 [21]3,682人→[26]7,200人

○とくしま安2ＧＡＰ認証件数（累計）
　 [21]65件（1,518人）→[26]160件（3,000
人）

＜H23～26取組内容と成果＞
　H23、24年度に２路線２箇所の整備を行った。
（富岡港線、板野川島線）
　H25年度は、要対策箇所にて設計を行った。
  H26年度は、1箇所の整備を行った。
（宮倉徳島線）

＜事業の達成状況＞　◎

県土

1　食の安全・安心の総合的推進
●「食の安全安心推進条例」、「徳島県食の安
全・安心基本指針」に基づき、生産から消費に至
る一貫した食の安全・安心対策を関係者の相互理
解と協力により総合的に推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．H23に食の安全・安心対策を一層推進するため、「食の安
全・安心の基本指針」の改定を行った。
２．H25に相次ぐ食品の不適正表示事案に対応するため、「食
の安全安心推進条例」の改正を行った。
３．H26には全国に先駆けて食品表示に係る包括的な条例を新
たに制定した。
４．庁内関係部局が連携を図り、条例・指針に基づき、食の安
全・安心の推進に取り組んだ。

＜事業の達成状況＞　◎

○アンダーパス部情報表示装置の整備済箇所
数
    [21]3箇所→[26]7箇所

○「食の安全・安心基本指針」の改定
      [23]改定

8　災害時における危険箇所等の周知
●情報表示装置の整備や冠水マップの公表等によ
り、局地的大雨が発生した場合の道路のアンダー
パス部の安全な交通を確保します。

●消費者・事業者・行政が連携して、食の信頼関
係を確保するため、消費者・事業者の自主的な取
組を支援するとともに、県民参加型の食の安全・
安心を推進する事業を展開します。

2　とくしま食の安全・安心ブランドの推進
●履歴管理制度（トレーサビリティシステム）を
活用し、農産物の安全、環境保全、労働安全につ
いて国の高度なＧＡＰ基準を取り入れた「とくし
ま安2ＧＡＰ認証制度」により、安全で安心な農
産物を供給します。（再掲）332
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

2件 2件 3件 4件 2件 3件 3件 4件 ◎

実施 → → →

全頭検
査

全頭検
査

全頭検
査

48箇月
齢超検

査

継続
実施

継続
実施

継続
実施

継続
実施

◎

推進 → → →

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ◎

Ａ

Ａ

Ａ

危機

農林

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成13年10月以降、ＢＳＥ発生の予防及びまん延防止を図る
とともに、食肉の安全性を確保するため、食用とされる全ての
牛についてＢＳＥ検査を実施してきたが、国による検査対象月
齢の見直し等に伴い、平成25年7月から生後48か月齢を超える
牛すべてについてＢＳＥ検査を実施している。併せて、食用と
ならない特定部位を適正かつ確実に除去・焼却しており、食肉
の安全性が確保されているとともに、ＢＳＥの発生もない。

※参考
平成13年10月～平成27年3月末のＢＳＥ検査頭数　124,785頭

＜事業の達成状況＞　◎

●家畜伝染病の発生予防及び飼養衛生管理基準の
徹底指導により、安全・安心な畜産物の供給を推
進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　県内全畜産農家への立入検査を実施し、家畜伝染病の発生予
防に努めるとともに、飼養衛生管理基準遵守のための指導を実
施。
　
＜事業の達成状況＞　◎

○ＢＳＥ検査
　 [23]～[25]全頭検査継続
　［26］48箇月齢超検査

○畜産農家の立入検査の実施率
　 [23]～[26]100％

●日本農林規格（ＪＡＳ）等の取得により、生産
工程が明らかとなった安全で安心な畜産物を供給
します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　より安全安心な畜産物の生産を目指す肉用牛農家４戸と採卵
鶏農家１戸に生産履歴JAS(消費者が生産情報を確認できる制
度)及び農場HACCP(農場の衛生管理向上のための工程管理シス
テム)認証の申請・取得方法等の説明を実施。
　上記取組により、H24年に阿波牛生産農家が生産情報公表Ｊ
ＡＳを所得し、販路拡大を進めている。
　H25には交雑種牛農家が農場HACCP認証に向けた取組を始めた
ところ。
　また、H26には食品安全マネジメントシステムである
FSSC22000を食鳥処理施設が取得した。

＜事業の達成状況＞　◎

農林

○ＪＡＳ取得件数（累計）
    [21]1件→[26]4件

●ＢＳＥ発生の予防及びまん延防止を図るととも
に、食肉とされるすべての牛（平成２５年７月か
らは４８箇月齢超の牛）についてＢＳＥ検査を実
施し食肉の安全を確保します。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

創設 推進 推進 推進 創設 ○

推進 → → →

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ◎

推進 → → →

創設 創設 推進 推進 推進 ◎

6人 8人 12人 12人 12人 14人 13人 14人 ◎

Ａ

Ａ

Ｂ

4人 8人 12人 16人

危機
・

農林

△

農林

農林

4人

＜H23～26取組内容と成果＞
１．平成23年度に獣医学生のインターンシップ事業を充実・強
化したところ、平成23年度は12名、平成24年度は14名、平成25
年度は13名、平成26年度は14名とそれぞれ目標値を達成してい
る。また、平成26年度は、国と連携したインターンシップも実
施している。このインターンシップ事業を通じ、公務員獣医師
としての職務（公衆衛生分野、家畜衛生分野）に対する獣医学
生の理解が深まった。

２．平成23年度に獣医師職員養成・修学資金貸与等事業を創設
し、平成23年度については４名（６年生４人）、平成24年度に
ついては４名（６年生２人、５年生２人）、平成25年度につい
ては、１名（６年生１人）、平成26年度については、２名（５
年生２人）に対して貸与を行っている。なお、「獣医師修学資
金貸与者数」の目標値は達成していないものの、これまで貸与
した者は県職員として勤務している。

＜事業の達成状況＞　○

○「Vサポート関西（仮称）」の創設
     [23]創設

○獣医療の提供率
    [23]～[26]100％

8人

●獣医学生に対し、修学資金の貸与、県獣医師職
員勤務機関でのインターンシップを通じ、家畜伝
染病予防、食肉衛生検査業務等の理解を深めるこ
とにより、本県獣医師の確保を図り、食の安全・
安心に係る業務を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．広域的な家畜伝染病（高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫
等）防疫対策に係る組織として、 平成22年6月に「近畿ブロッ
ク等協議会」が設立され、家畜防疫員の相互派遣等の協力体制
を構築。
２．平成23年５月、 「近畿ブロック等協議会」を継承し、発
展させる形で、関西広域連合における広域的な家畜防疫員派遣
体制（「Ｖサポート関西（仮称）」）が常設ではないものの、
事実上創設。
３　専門部会等において協議しながら、家畜防疫員派遣体制を
含めた支援体制の広域調整に関する指針を検討し、広域的な協
力体制の確立・維持を推進。
・調整会議：平成23年７月、平成24年10月
・専門部会：平成25年２月、７月、８月
４．平成26年3月　関西広域委員会で「関西防災・減災プラン
感染症編（高病原性鳥インフルエンザ・口蹄疫）」が決定。6
月の連合臨時議会へ議案として提出され可決、同日付で策定と
なり、平成２３年度に事実上創設されていた「Ｖサポート関西
（仮称）」が常設化され、正式に創設されることとなった。

＜事業の達成状況＞　◎

※正式に創設されたのは平成２６年６月だが、事実上の創設は
平成２３年５月

●地域の実情に即した適正な獣医療の提供を図
り、安全・安心な畜産物の供給を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．「徳島県産業動物獣医療安定確保推進事業」により、家畜
保健衛生所と家畜診療所が連携し、地域の実情に即した家畜診
療を実施した
２． 民間獣医師と連携し、県下全域においてワクチン接種を
実施した

＜事業の達成状況＞　◎

●「Vサポート関西（関西広域緊急家畜防疫支援
獣医師団）（仮称）」の常設化による広域的な家
畜伝染病防疫体制の推進を図ります。

○修学資金制度の創設
   [23]創設

○獣医学生のインターンシップ年間受入人数
 　[21]3人→[26]12人

○獣医師修学資金貸与者数（累計）
 　[21] － →[26]16人
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

創設 検討 創設 ◎

120事
業者/
年

120事
業者/
年

103事
業者/
年

137事
業者/
年

124事
業者/
年

◎

30
回/年

49
回/年

◎

推進 → → →

760人 840人 920人
1,000
人

804人 919人
1,028
人

1,179
人

◎

推進 → → →

70人 140人 220人 350人 44人 176人 374人 670人 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

●食品の産地偽装等や食材の虚偽表示など、食に
関する問題が相次ぐ中、商品選択に役立つ知識を
消費者に学んでいただくＪＡＳ法や景品表示法等
の食品表示に関する研修会の開催を推進します。

危機

＜H23～26取組内容と成果＞
　消費者に対し、食品表示等に関する研修会を開催し、商品選
択に資する知識を深めていただき、食品表示に対する理解の推
進を行った(H23　１回、H24　４回、　H25　４回   H26　３
回)。
　上記取組により数値目標数を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

　※平成２６年度版では研修会の受講者数の数値目標を300人
から350人に上方修正を行っている。

危機

＜H23～26取組内容と成果＞
１．平成２４年４月に「とくしま食品表示Ｇメン」を創設。平
成２６年６月に、「とくしま食品表示Ｇメン」を２３名に増員
し、食品表示適正化推進のための体制強化を図った。
２．平成２４年度は、とくしま食品表示Ｇメンによる食品表示
に関する立入調査を１０３事業者に対して実施。平成２５年度
からは立入調査事業者数の数値目標（[25]～[26]120事業者/
年）を設定し、ホテルレストラン等におけるメニュー等の不適
正表示や、わかめの産地偽装等の問題に食品表示Ｇメンが機動
的に対応した。平成２５年度は１３７事業者、平成２６年度は
１２４事業者に対して調査を実施し、それぞれ目標値を達成し
た。
３．平成２５年度に、ホテルレストラン等で不適正なメニュー
表示等が相次いで明らかになったことを受け、平成２６年度か
ら、飲食店等への景品表示法の啓発・講習回数の数値目標
（[26]30回/年）を設定し、平成２６年度は、飲食店事業者等
に対し、４９回講習会等を実施した。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

＜H23～26取組内容と成果＞
　食品事業者に対し、食品表示やコンプライアンス等について
講座を開催（H23 ３回、H24 ３回、H25 ３回、H26 ３回）
　上記の取組により食品表示適正化推進員の数値目標数を達成
した。

＜事業の達成状況＞　◎

●食品関係事業者の表示担当者等に表示関連法令
の啓発指導を行い、事業所における食品表示リー
ダー養成を推進します。

○「とくしま食品表示Gメン」の創設
    [24]創設

○飲食店への景品表示法の啓発・講習
   ［21］ － →[26]30回/年

○食品表示適正化推進員（延べ人数）
    [21]595人→[26]1,000人

3　食品表示の適正化
●産地偽装など食品の不適正表示の未然防止を図
り、食品表示の適正化を推進するため、監視体制
の充実強化を図るとともに、食品表示に関する啓
発を推進します。さらに「食の安全安心推進条
例」を改正し、食品表示の適正化の強化を図りま
す。

○研修会の受講者数（累計）
    [21] － →[26]350人

○とくしま食品表示Gメンの立入調査事業者数
   ［23］ － →[25]～[26]120事業者/年
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

実施 → → →

15,000
件/年

15,000
件/年

15,000
件/年

15,000
件/年

15,657
件/年

14,605
件/年

13,561
件/年

14,699
件/年

○

改定・
推進

→ → →

改定 改定 ◎

設置 設置 ◎

Ｂ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
１．平成２１年度に改正した消費者基本条例の内容を反映し、
新たな問題に対応するため、２３年７月に消費者基本計画を策
定し、以降、同計画を踏まえ、各種消費者施策を推進してい
る。
平成２５年度は、「高齢者等の消費者被害の防止」、「幼少期
からの消費者教育」を重点的に推進するため「消費者教育推進
計画」を策定。
平成２６年度は、「消費者教育推進計画」に盛り込んだ年度別
の数値目標（教材の作成数、消費生活コーディネーター認定数
等）を全て達成。また、計画の進捗状況を検証することによ
り、内容を一部修正し、改定。
２．消費者事故等の消費者問題に全庁が連携して迅速に対応す
るため、２３年７月に消費者行政推進会議を設置し、執行体制
を強化した。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

○消費者基本計画の改定
    [23]改定

○消費者行政推進会議の設置
    [23]設置

4　消費者自立支援の推進
●消費者問題が一層複雑・多様化する中、消費者
目線に立ち、消費者政策に係る計画の見直しを行
うとともに、消費者事故に対処するための推進体
制を強化し、徳島県にふさわしい、親しまれ、信
頼される消費者行政を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
  「徳島県食品衛生監視指導計画」に基づき、各保健所の食品
衛生監視員による監視指導に加え、食品に係る関係部局から編
制された「広域監視機動班」による産直市等への監視指導によ
り、効率的な表示指導を行うことができた。
  夏期（阿波踊り前）や年末には、徳島保健所管内の飲食店、
ホテル、土産物店等を中心とした一斉監視を実施した。
  監視指導件数については、平成23年度は数値目標を達成した
が、平成24年度は、ホテル等の不適正表示問題、平成25年度
は、ノロウイルスによる食中毒の流行及び大規模食中毒の発
生、平成26度は、異物混入問題等の事案への対応に追われたた
め、数値目標に達しなかった。
　（H24は97.3%、H25は90.4%、H26は98.0%）
　なお、効果的な監視指導の実施により、本県における食中毒
事件は、例年並みの発生件数となり、食の安全が確保された。
　
＜事業の達成状況＞　○

危機

○監視指導件数
　 [23]～[26]15,000件／年

●食品に係る関係部局が連携して「広域監視機動
班」を編制するとともに、「徳島県食品衛生監視
指導計画」に基づき、食品の製造から販売までの
各段階における監視指導の充実強化を行います。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

250人 280人 320人 350人 244人 302人 323人 359人 ◎

創設 検討 創設 運用 運用 ◎

Ａ

Ａ

危機

危機→ →

＜H23～26取組内容と成果＞
　消費生活相談業務に関係する専門知識を持った弁護士や大学
教授などを招いて研修を行い、相談員のレベルアップを図ると
ともに、弁護士による相談を実施するなど、より専門的な事案
に対応した。
 研修の受講により、最新の悪質商法の手口や進歩の早いイン
ターネット関連の知識が得られ、充実した相談体制の構築につ
ながっている。弁護士相談については、相談後、担当弁護士に
委任する事案もあるなど、解決困難な事案をスムーズに専門家
につなぐ機能も果たしている。

＜事業の達成状況＞　◎

○「くらしのサポーター」認定者数
    [21]198人→[26]350人

○「地域版」消費者情報センター機能の創設
     [24]創設

●消費者の安全や必要な情報を知る権利を確保
し、その自立を支援するため、消費者、ＮＰＯ、
行政等のネットワーク構築による消費者情報セン
ターの機能充実を推進します。さらに、消費者と
行政を結ぶ担い手である「くらしのサポーター」
を対象に、研修会や生産現場の視察、交流大会の
開催を行うなど、活動を強化します。

＜H23～26取組内容と成果＞
H23年度：くらしのサポーターの裾野を広げるとともに、団体
が持つ特性を有効に活用し、きめ細かな活動を展開するため、
団体サポーター制度の導入を行った。また、くらしのサポー
ターの表彰制度を取り入れた。
H24年度：くらしのサポーター制度の周知を進めた。県下3箇所
で県・市町村消費者行政担当者会を開催し、県からの情報提供
及び各地区での情報交換を行い、対応について協議した。H23
年度に引き続き、消費者問題県民大会、視察研修、県内3箇所
でのサポーター研修、サポーター交流大会、特定商取引法改正
（H24改正）の研修会を開催した。
　また、消費者情報センター相談員を市町村に派遣し、消費者
相談窓口の指導及び助言を行うなど、市町村相談窓口の充実を
支援し、「地域版」消費者情報センター機能の創設を図った。
H25年度：H23、24年度に引き続き、消費者問題県民大会、県内
3箇所でのサポーター研修、サポーター交流大会、食品表示の
研修会を開催した。さらに、サポーターの活動支援、各種啓発
行事の企画・運営などに専門的な知見を活かして活動を行う消
費生活コーディネーター制度を創設し、とくしま消費者のつど
いで認定した。
　また、県下3箇所で市町村職員と合同で研修会を開催し、消
費生活相談の初期対応、県からの情報提供、意見交換を行うと
ともに消費者情報センター支援員が市町村を巡回し、福祉関係
者の参加も得て高齢者等の見守りのための連携を強化してい
る。
H26年度：H23、24、25年度に引き続き、消費者問題県民大会、
県内3箇所でのサポーター研修会を開催した。また、各市町毎
にコーディネーターとサポーターとの打合会、県下全域ではサ
ポーター・コーディネーター交流会を開催し、サポーターと
コーディネーターとの連携を図った。
　また県内3箇所で市町村消費者行政職員、福祉関係職員、社
会福祉協議会職員等との合同研修会を開催し、高齢者等の見守
りの強化を図るとともに、消費生活センター支援員が市町村を
巡回し、福祉関係者との連携強化を進めている。

＜事業の達成状況＞　◎

→

●消費者情報センターにおいて、相談者の利便性
を向上させるために相談体制の整備を図るととも
に、複雑・多様化する事案や専門的な事案への対
応など専門相談を推進します。

推進
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

支援・
計画

支援・
構築

支援・
運用

→

構築 検討 構築 運用 運用 ◎

Ａ

Ｂ→ 県土→

＜H23～26取組内容と成果＞
・全市町村においてリフォーム相談窓口を設置
・県は建築士会の協力を得て、「すだちくんのあんしん住宅相
談」を隔週で開催
・住宅リフォーム相談窓口担当者等講習会を開催（H24・H25・
H26)

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成23年度に上板町に新たにセンター機能を持った消費生活
相談窓口が設置された。
　また、全市町村に消費生活相談窓口が設置された。
　平成24年度には消費者被害の未然防止等を図るため、LGWAN
回線を活用して、消費者ネットワークを構築した。
　平成25年度から、より簡単にアクセスできるメーリングリス
トに変更して運用している。
 平成25年度から消費者情報センター支援員が市町村を巡回
し、消費者行政担当職員や高齢者福祉担当職員、福祉関係者等
と情報を共有しており、市町村担当職員等からの経由相談が増
加するなどの成果が出ている。

＜事業の達成状況＞　◎

危機

○消費者情報ネットワークシステムの構築
    [24]構築

実施 →

●消費生活センターの設置をはじめ相談窓口の強
化等に取り組む市町村を支援するとともに、県・
市町村間で消費生活に関する情報等の共有を行う
「徳島県消費者情報ネットワーク・システム」の
構築を図ります。

●消費者が安心して住宅のリフォームを行えるよ
う、専門家による相談を実施します。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

3－4　しっかり医療とくしまづくり

推進
評価・
策定

推進 →

策定・
推進

推進
策定・
推進

推進 推進 ○

推進 策定 推進 →

策定・
推進

推進
策定・
推進

推進 推進 ○

Ｂ

Ｂ

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成20年3月に策定した計画の評価・見直しを行い、新計画
の素案を作成、「徳島県健康対策審議会」、医療関係者等で構
成する各「がん部会」等での検討及びパブリックコメントを経
て、平成25年3月に新たな「徳島県がん対策推進計画」を策定
した。
　また、新たな計画の策定を受け、これまでの「がん対策推進
計画を推進するための徳島県の主な取組」（アクションプラ
ン）の見直しを行い、前述の審議会、がん部会等での検討を経
て、平成26年3月に新たなアクションプランを策定し、推進し
てきた。

＜事業の達成状況＞　○

保健

●「徳島県がん対策推進条例」の理念に基づき、
「徳島県がん対策推進計画」の各種施策を実施
し、がん対策を総合的、計画的に推進します。ま
た、次期「徳島県がん対策推進計画」を策定しま
す。

【保健医療計画】
＜H23～26取組内容と成果＞
１ 第5次計画に基づく各種取組を推進（～H24）
２ 第6次計画の策定
・H25.3月策定（H25.4.9告示）
・策定に当たっての各種調査の実施
　（県民意識調査、医療施設機能調査）
・関係者の意見聴取を行うための審議会等の開催
　（医療審議会：3回、医療対策部会：2回）
３ 第6次計画に基づく各種取組を推進（H25～29）
・H26年度末における数値目標の達成状況（12分野・47項目）
　①達　成　11項目
　②順　調　21項目
　③努　力　 9項目
　④その他　 6項目

【健康増進計画】
＜H23～26取組内容と成果＞
１　平成24年度には、国による新しい「健康日本21」の公表
（平成24年7月）を受け、平成25年3月に徳島県健康増進計画
（第2次）「健康徳島21」を策定した。（計画期間：5年間）
２　平成25年度には、県民に対してよりわかりやすく重点項目
や各目標について周知するために概要版を作成し、県主催の研
修会や会議での配布をはじめ、関係機関へ配布し計画の周知を
行った。また、県民の認知度や現状を確認するために、「野菜
摂取量」及び「慢性閉塞性肺疾患（COPD）」に関するアンケー
トを実施した。
３　着実に計画の進行管理を図るべく、３年を目処として中間
評価、最終年度には目標の達成状況等について評価を行う。

＜事業の達成状況＞　○

保健

○次期「徳島県保健医療計画」及び「徳島県
健康増進計画」の策定・推進
    [24]策定・推進

○次期「徳島県がん対策推進計画」の策定・
推進
    [24]策定・推進

1　保健医療対策の推進
●「第5次徳島県保健医療計画」及び「徳島県健
康増進計画（健康徳島21）」に基づき、県民本位
の医療体制の確立や健康づくりを推進します。ま
た、次期「徳島県保健医療計画」及び「徳島県健
康増進計画」を策定します。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

2病院 １病院 1病院 2病院 ２病院 ○

導入・
運航

検討
導入・
運航

運航 運行 ◎

建築工
事

開院
外構工

事
全体供

用

開院
建築工

事
開院

旧本館
解体工

事

外構工
事

◎

Ａ

Ａ病院

2　「総合メディカルゾーン」の整備
●県立中央病院と徳島大学病院の連携による「総
合メディカルゾーン」を整備し、県民の安心・健
康を目指した医療の拠点化、県民医療の発展を目
指した情報、教育の拠点化を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　総合メディカルゾーンでは、医療・情報・教育の拠点化に向
けて連携協力を進めているが、H24年10月の新中央病院の開院
時期を中心に新たな取組を開始した。
○中央病院の小児救急医療拠点病院の指定
・徳島大学病院に設置した「小児医療支援センター」におい
て、小児科医等の確保を図った。
・小児医療（救急）関係者会議の実施（H24　3回、H25　1回）
・小児救急医療の拠点化に向け、県立中央病院を小児救急医療
拠点病院として指定した。（H25.4)
○ドクターヘリ専用機の導入
・ドクターヘリ専用機の導入に向け、ドクターヘリ運行会社を
決定したほか、運航調整委員会を設置し、運航要領の検討を
行った。
・新県立中央病院の開院と同時にドクターヘリを導入し、運航
を開始した。（H24.10.9）
○その他
・両病院間の連絡橋を活用した、医療従事者の相互交流開始
（H24.10）
・新中央病院に整備したNICU（新生児集中治療室）と大学病院
（総合周産期母子医療センター）のNICUとの一体的運用の開始
（H24.10）
・大学病院から中央病院ERへ救急分野での医師育成を目的に、
指導医の配置開始（H25.1）
・中央病院の地域周産期母子医療センター認定（H25.7)

＜事業の達成状況＞  ◎

保健
・

病院

○徳島県に「ドクターヘリ専用機」の導入
（再掲）
　  [24]導入・運航

○小児救急医療拠点病院数（再掲）
    [21]1病院→[24]2病院

＜H23～26取組内容と成果＞
・H23に「エネルギーセンター棟」及び隣接する徳島大学病院
との間で、「連絡橋」が完成した。
・H24に「本館」が完成し、10月に新病院が開院した。
・H26に旧本館解体工事が完了し、外構整備に着手した。

＜事業の達成状況＞　◎○中央病院の改築
    [21]工事着手→[24]開院

●免震機能やヘリポートを備えた県下の基幹病院
として、県立中央病院の改築を実施します。ま
た、隣接する徳島大学病院との間で、連絡橋の設
置や敷地利用の一体化を進め、「総合メディカル
ゾーン」としての機能整備を図ります。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

整備 推進 整備 活用 活用 ◎

推進 → → →

整備 整備
維持
活用

維持
活用

維持
活用

◎

　 56% 67% 78% 100% 56% 73% 73% 91% ○

　17
チーム

　18
チーム

　19
チーム

　20
チーム

18
チーム

20
チーム

21
チーム

23
チーム

◎

Ｂ

Ａ

Ａ

→

保健

保健

病院

○ＤＭＡＴの体制整備
    [21]13チーム → [26]20チーム

＜H23～26取組内容と成果＞
・あすたむらんど徳島（SCU)に資機材等の整備（H23　整備）
・H24.9.1の内閣府主催による「H24年度広域医療搬送訓練」に
おいて、整備した資機材を活用してＳＣＵの設置運営訓練を実
施
・H25.11.3の「中国四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練」に
おいて、整備した資機材を使用した訓練を実施
・H24年度徳島阿波おどり空港をSCUに追加指定
・DMATの体制整備（H23　3ﾁｰﾑ、H24　2ﾁｰﾑ、H25　1ﾁｰﾑ　H26
2ﾁｰﾑ）
　上記の取組により災害医療体制の整備を図った。

＜事業の達成状況＞　○

推進 →

3　災害医療体制の整備
●大規模災害時に、広域医療搬送及び域内搬送の
活動拠点となるＳＣＵ（ステージングケアユニッ
ト）の資機材・医療機器等の整備を図るととも
に、災害拠点病院等における災害派遣医療チーム
（ＤＭＡＴ）の体制整備を進め、災害医療体制の
向上を図ります。（再掲）

○中央病院の高度医療対応機器整備
    [24]整備

●県立中央病院に、リニアック（高精度放射線治
療装置）やPET－CT装置等のがん治療のための放
射線関係機器をはじめ、最新の高度医療器械を改
築に併せて整備し、徳島大学病院と連携した高度
医療診療拠点の形成を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
・がん治療のための放射線関係のリニアック、PET-CT等の医療
器械については、平成23年8月から順次入札を行い、平成24年3
月末までに全13機種の契約を終え、新病院の開院（平成24年10
月9日）までに全ての納品を完了した。
・開院後、導入した医療器械により、治療・検査を実施した。

＜事業の達成状況＞　◎

→

＜H23～26取組内容と成果＞
　がん医療における在宅医療やがん患者及び家族に対する支援
を推進するため、徳島大学病院と徳島県立中央病院からなる総
合メディカルゾーンに「徳島がん対策センター」を設置し、在
宅医療のネットワークづくりや相談窓口の設置、ホームページ
による情報発信を行った。
１　在宅緩和ケアに関する県民公開講座の実施
H23：3回・203名、H24：2回・216名、H25：1回・155名、H26:2
回・159名
２　在宅緩和ケア支援医療機関の詳細情報収集
　平成25年度の新たな取組として県内241機関の情報を収集
　医療機関内で情報を共有
３　がん患者相談件数　H23：107件、H24：114件、H25：149件
H26:136件
４　ホームページアクセス数
　H23：54,816件、H24：67,362件、H25：68,837件、
H26:87,580件

＜事業の達成状況＞　◎

●「徳島がん対策センター」において、県内のが
ん医療における在宅医療や、がん患者及びその家
族に対する支援を推進します。

○災害拠点病院の耐震化率
    [21]44％→[26]100％

○ＳＣＵの資機材等の整備
    [23]整備
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

策定・
推進

→ → →

策定・
推進

策定・
推進

推進 推進 推進 ◎

検討
導入・
運航

→ →

導入・
運航

検討
導入・
運航

運航 運航 ◎

開始 検討 開始 推進 推進 ◎

推進 → → →

５病院 ６病院 ６病院 ６病院 ５病院 ７病院 ７病院 ７病院 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
・「京都・兵庫・鳥取」３府県ドクターヘリを関西広域連合に
事業移管(H23.4.1)
・大阪府ドクターヘリによる滋賀県全域への運航拡大
(H23.4.1)
・大阪府ドクターヘリによる京都府南部への運航拡大
(H24.10.1)
・新県立中央病院の開院と同時に徳島県ドクターヘリを導入
し、兵庫県淡路島も含めた運航を開始（H24.10.9）
・徳島県及び大阪府ドクターヘリを関西広域連合に事業移管
（H25.4.1）
・兵庫県播磨地域及び丹波南部地域を運航範囲とする兵庫県ド
クターヘリの運航開始（H25.11.30）
・兵庫県ドクターヘリを関西広域連合に事業移管（H26.4.1）

＜事業の達成状況＞　◎

保健

保健

保健

5　がん診療体制の充実
●「がん診療連携拠点病院」等の整備を進めるこ
とにより、がん診療体制の充実を図ります。

○がん診療連携拠点病院数
    [22]4病院→[26]6病院

＜H23～26取組内容と成果＞
　「がん診療連携拠点病院」として徳島大学病院、県立中央病
院、徳島赤十字病院及び徳島市民病院が国の指定（いずれも
H22.4.1～）を受けるとともに、拠点病院に準ずる機能を有す
る「がん診療連携推進病院」として徳島県鳴門病院（H23.7.1
～）、県立三好病院及び阿南共栄病院（両院ともH24.4.1～）
を県として指定。
　上記のうち「県立三好病院」は平成27年4月1日付けで国から
「地域がん診療病院」の指定を受けることとなった。
　「がん診療連携拠点病院機能強化事業」及び「徳島県がん診
療連携推進病院機能強化事業」を実施し、各医療機関における
診療体制や相談支援体制の整備など、その機能強化を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成２４年３月に「関西広域救急医療連携計画」を策定
・ドクターヘリを活用した広域救急医療体制の充実や災害時に
おける広域医療体制の整備を図った。

＜事業の達成状況＞　◎○関西広域救急医療連携計画の策定
    [23]策定・推進

○徳島県に「ドクターヘリ専用機」の導入
　 [24]導入・運航

○関西広域連合における「ドクターヘリ共同
運航」の開始
　 [24]開始

4　救命救急医療体制の充実
●「関西広域連合」において共同処理する「広域
医療」分野の事務局として、関西の府県域を越え
た広域救急医療連携のさらなる充実に向けた取組
を推進します。

●「総合メディカルゾーン」を拠点に、ドクター
ヘリを導入し、 関西広域連合におけるドクター
ヘリ及び消防防災ヘリとの相互補完を図り、全県
下における救急患者の救命率の向上を図ります。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

1病院 2病院 1病院 1病院 2病院 2病院 ○

推進 → → →

2箇所 3箇所 3箇所 4箇所 2箇所 2箇所 3箇所 3箇所 △

検討 設置 推進 →

設置 検討 設置 ◎

Ａ

Ａ

Ｂ保健

7　精神科救急医療体制の整備
●緊急な医療を必要とする精神障がい者等が、迅
速かつ適切な医療を受けられるように、体制整備
を進めます。

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成23年度に、精神科救急情報センター設置に向けて､精神
科救急連絡調整委員会で協議を行い、平成24年度に県立中央病
院の新病院開設に合わせて、事業を開始した。
対応状況　H24(半年間) 83件  H25年度 135件 　H26年度 86件

＜事業の達成状況＞　◎

6　周産期医療体制の充実
●小児救急医療拠点病院の複数化を目指すなど、
小児救急医療体制の充実を図ります。

保健

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成23年4月に徳島市民病院と徳島赤十字病院を、平成25年7
月に徳島県立中央病院を「地域周産期母子医療センター」に認
定した。NICU、GCUを有する徳島市民病院と徳島県立中央病院
に対し運営費の補助を行い、周産期医療体制の充実を図った。
  しかしながら、認定基準を達成する医療機関がなかったた
め、4箇所めの地域周産期母子医療センターを認定するに至ら
なかったものの、東部を中心とする３箇所の機関をもって、概
ね県域をカバーすることが可能となった。

＜事業の達成状況＞　○

○「精神科救急情報センター」の設置
     [24]設置

＜H23～26取組内容と成果＞
・中央病院の小児救急医療の拠点化に向け、徳島大学に設置し
た「小児医療支援センター」において小児科医の確保を図ると
ともに、小児救急の連携方策の検討を行った。
・小児医療（救急）関係者会議の実施（H24　3回、H25　1回）
・上記の取組により、H25.4から県立中央病院を小児救急医療
拠点病院として指定した。

＜事業の達成状況＞　◎

●「総合周産期母子医療センター」に加え、新た
に「地域周産期母子医療センター」を設置するこ
とにより、周産期医療体制の強化及び水準の向上
を図ります。

○地域周産期母子医療センターの整備箇所数
    [21] － →[26]4箇所

保健

○小児救急医療拠点病院数
　 [21]1病院→[24]2病院
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

30人 40人 50人 60人 35人 47人 59人 71人 ◎

125人 150人 175人 200人 127人 153人 183人 205人 ◎

推進 → → →

4講座 5講座 5講座 5講座 5講座 ◎

構築 検討 構築
構築・
推進

推進 ◎

検討
建築工

事
→

建築工
事着手

－ 検討
建築工
事着手

建築工
事

◎

建築工
事

→ → 開院

工事着
手

開院
工事着

手
建築工

事
建築工

事
開院 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

○海部病院の移転改築
　[25]建築工事着手

●「地域医療再生計画」を着実に推進し、地域の
医療提供体制の充実を図るとともに、地域間にお
けるバックアップ体制の確保を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　地域医療の安定的な確保を図るため「徳島県地域医療支援
センター」において若手医師のキャリア形成プログラムを作
成。
２　徳島大学とともに、県内の高等学校を訪問し、徳島大学医
学部医学科推薦入試の「地域枠」及び「医師修学資金貸与事
業」の説明を実施。
３　修学資金貸与学生と知事とのキックオフ・ミーティングを
開催等の取組により、医師修学資金の活用を促進。
　（新規貸与者数H24:12人、H25:12人、H26:12人）
４　那賀町、牟岐・海陽町、三好市等で地域医療研修を開催
し、自治医大生をはじめ、県内外から参加。
　（参加数H24:26名、H25:30名、H26:22名）

＜事業の達成状況＞　◎

○医療情報システム（遠隔画像診断等）の構
築
　 [25]構築

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成24年3月に新高層棟の建築工事に着手。

・県内の公的病院としては初となる「緩和ケア病棟」の開設に
向けて、設計変更を行うとともに、平成２６年夏の新高層棟の
開院に向けて、工事の推進を図った。

・平成２６年８月に新高層棟が開院した。

＜事業の達成状況＞　◎

○徳島大学に県立病院の診療機能を補完する
寄附講座の設置
   [21] － →[23]4講座

●将来発生が予想されている東海・東南海・南海
の三連動地震による大津波の被害にも県南地域の
災害拠点として対処できるよう、県立海部病院の
移転改築に取り組みます。

＜Ｈ23～26取組内容と成果＞
・平成２４年８月に「海部病院整備方針」を策定するととも
に、９月には、移転用地を正式決定した。
・平成２５年度には、新病院の実施設計が完了し、造成工事に
あわせて建築工事に着手した。
・平成２８年度の新病院完成にむけて、工事の推進を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

病院

保健

保健

病院

＜H23～26取組内容と成果＞
　H22年度に｢総合診療医学分野｣、｢ER・災害医療診療部｣、｢地
域産婦人科診療部｣、｢地域外科診療部｣の４講座を開設し、徳
島大学教員が県立病院等をフィールドとした診療活動、研究、
教育に取り組んだ。更に平成23年度に「地域脳神経外科診療
部」を開設した。また、ICTを活用した地域医療連係機能の強
化を図るため、遠隔画像診断システムの構築に向け、関係機関
と具体的な検討を行い、H24年度にシステム導入を行った。25
年7月から運用が開始され、27年3月現在９医療機関が遠隔画像
診断ネットワークに参加し、月600件程度の画像診断が行われ
ている。

＜事業の達成状況＞　◎

8　安全で安心できる医療の提供
●県内における地域医療を守るための仕組みを検
討するとともに、医師修学資金の貸付や夏期地域
医療研修の開催などにより、地域医療を担う医師
等の養成・確保を図ります。

○地域医療研修の参加者数（累計）
    [21]82人→[26]200人

○医師修学資金貸与者数（累計）
    [21]11人→[26]60人

○三好病院の改築
　 [23]工事着手→[26]開院

●県立三好病院の高層棟の耐震改築を実施し、救
命救急医療機能やがん医療機能などの充実を図
り、四国中央部の医療の拠点にふさわしい病院と
しての機能整備を図ります。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

整備 → → →

指定 指定 継続 継続 継続 ◎

整備、
実施

建物工
事着手

建築工
事

建築工
事・準

備

整備、
実施

◎

整備
建築工

事
整備 ◎

設立準
備

設立 推進

設立 設立 推進 ◎

Ａ

Ａ

●平成２６年度の新県立三好病院の開院にむけ
て、「がん医療」について、従来の「手術療法」
や「化学療法」に加え、新たに「放射線療法」を
取り入れることにより、「集学的治療」が実施で
きる体制を整備します。また、高層棟の整備に合
わせて、専門的な「緩和ケア病棟」を開設しま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞

・Ｈ24年3月　新高層棟（入院病棟）の建築工事に着手。
・H24年3月　徳島県地域がん診療連携推進病院の指定　（指定
期間　H24年4月～）
・H26年8月　新高層棟開院。開院にあわせて、県内の公的病院
としては初となる「緩和ケア病棟」や高精度放射線治療システ
ム（リニアック）を整備し、がんの「フルセットの治療体制」
を整備した。
・H27年3月　国の「地域がん診療病院」の指定（県指定から国
指定に移行）。これにより、県内のがん拠点病院の空白地域が
解消。（指定期間　H27年4月～）

＜事業の達成状況＞　◎

○集学的治療
　  [26]整備、実施

○徳島県地域がん診療連携推進病院の指定
    [23]指定

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成25年4月1日、健康保険鳴門病院を事業承継し、地方独立
行政法人鳴門病院を設立。
・平成25～28年度までの病院運営の基本的方向性を定める「中
期計画」を策定し推進。
・県北部の中核的病院として、救急医療や災害医療、がん医療
等を促進。平成25年度は、地域医療情報連携ネットワークシス
テムの運用を開始したほか、ＭＲＩ3.0テスラを導入し、医療
機能の充実強化を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

保健

保健
・

病院

●鳴門病院の地方独立行政法人化を行うことによ
り、安定した経営基盤を確立するとともに、県北
部の中核的病院として、より一層の地域医療連携
機能の強化を図ります。

○地方独立行政法人徳島県鳴門病院の設立
     [25]設立

○緩和ケア病棟の整備
　  [26]整備

365

366

50 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

整備 → → →

整備 検討 検討 検討 整備 ◎

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
　H23年11月から、新たな寄附講座｢地域脳神経外科診療部｣を
開設し、既設の寄附講座｢総合診療医学分野｣、｢地域産婦人科
診療部｣と併せて３講座を開設するに至った。
　また、｢地域脳神経外科診療部｣の開設に伴い、H20年4月から
休止している「土曜日の救急受入」が再開された。
　H25年2月には、海部病院の診療支援のために、スマートフォ
ンを用いた遠隔医療支援システム（K-support）が全国で初め
て地域に導入された。
　さらに、H25年9月からは、全国初の試みとして、スマート
フォンを救急隊にも配備し、救急指定病院と専門医の双方向の
遠隔診療支援のネットワークを拡大した。
　上記取組により、海部病院における脳外科救急患者の救命の
向上が図られている。
　３分野における寄附講座の開設により、「総合診療科」３
名、「産婦人科」１名、「脳神経外科」３名の体制で応援診療
を行っている。

＜事業の達成状況＞　◎

Ａ

Ａ

3講座3講座 3講座3講座

保健
・

病院

＜H23～26取組内容と成果＞
 三好病院の改築と連動しながら、三好市医師会をはじめとし
た各関係機関と協議を重ね、平成26年の三好市医師会准看護学
院の移転・開校を目指して、よりよい教育環境の確保のための
整備を進めた。

1  養成所の教育環境整備
　 県西部における准看護師教育の充実のための備品整備
　(モデル人形、実習室手洗い設備、視聴覚設備等の整備
　 H25 5,000千円補助、H26　388千円補助 )

2　養成所移転に関わる支援
　・三好病院・三好市医師会等関係機関との協議
  （検討会・打合会H23 １回、H24 3回）
　・准看護師養成所・各種学校の移転・変更に係る支援
　（H25　4回）
　
＜事業の達成状況＞  ◎

保健
・

病院

○県立海部病院を拠点とする徳島大学の講座
数
　 [21]1講座→[26]3講座

◎

●県南部の基幹病院である県立海部病院におい
て、徳島大学との連携のもと、大学への新たな講
座の設置などにより医師確保等に努め、診療科の
拡充を図ります。

●四国中央部における准看護師の人材育成を行う
ため、三好病院の改築に関連して、教育環境の整
備を図ります。

○教育環境の整備
　 [26]整備
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3講座
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

12,160
人

12,640
人

隔年集
計のた
め,H23
は発表
なし

11,816
人

隔年集
計のた
め,H25
は発表
なし

12,081
人

△

Ｃ保健

＜H23～26取組内容と成果＞
１　H23年4月、県内最大規模の県立総合看護学校の開校
２　県内定着促進のため、修学資金の貸与
　　H23　79件、H24　48件、H25　51件、H26　56件
３　看護の質の向上、早期離職の防止
　①新人看護職員研修
  ・病院での研修事業
  （H23 19病院、H24 19病院、H25 16病院、H26 19病院 ）
  ・多施設合同研修会
  （H23 267名受講、H24 245名受講、H25 447名受講
　　H26 570名受講 ）
  ・研修責任者等研修事業
　（H23 7回 267名受講、H24 10回 245名受講、H25 14回
    447名受講、H26　13回　404名受講　)
 ・新人看護職員研修推進協議会の開催
  （H23 5回、H24 4回、H25 3回、H26 3回）
４　就業の促進、離職防止対策
　①病院内保育所運営費補助事業
 　・補助病院　H23　6病院、H24 7病院、　H25 8病院
　　　H26　12病院
  ②看護職員確保定着事業
　  看護職員が働きやすい環境整備の推進
　 ・勤務環境改善推進委員会
 　（H23 3回、H24 4回、H25 4回、H26 4回）
　 ・勤務環境改善普及啓発研修会・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
 　（H23 3回 139名受講、H24 3回164名受講、
     H25 3回 205名受講、H26 3回　202名受講）
　 ・看護職員相談窓口設置
   （H23 33件、H24 96件、H25 72件、H26　50件）
　③徳島県ナースセンター事業
　　・年度末登録求職者数（H23 101人、H24 154人、
　　　H25 156人、H26　170人）
　　・求職者と求人施設のマッチング
　　・就業者数（H23 97人、H24 209人、H25 232人、
　　　H26 245人）
　④地域ナースセンター事業
　　地域の実情に応じた看護職員の確保対策を推進するため、
　県南部・西部に就業アドバイザー等を配置、再就業の促進を
　図った。
　 ・就業アドバイザー配置
    （H25　5名配置、施設訪問　278件）
  ⑤ナースセンターのサテライト展開
　 ・エリアマネージャーの配置
　　（H26　5名配置　施設訪問　247件）
　 ・出前就職ガイダンスの開催 (H25　4日 19施設
　　 27名参加、H26　4日 19施設　54名参加)
５　普及啓発
　　看護の心普及啓発DVDを作成・配布（550枚）し、看護職
  を目指す者や県内定着の増加を図った。

＜事業の達成状況＞　△

○看護職員従事者数（常勤換算）
    [21]11,610人→[26]12,640人

●県民の医療に対するニーズの増大に対応し、看
護職員の養成及び県内定着促進・離職防止、再就
業の支援を行うため、ナースセンター機能を強化
し、地域の実情に応じた看護職員確保対策を推進
します。また、需要に見合った看護職員の確保対
策の検討を行うとともに、資質向上に取り組みま
す。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

50% 70% 90% 100% 53% 70% 91% 100% ◎

推進 → → →

7,300
人

7,600
人

7,900
人

8,200
人

7,026
人

7,201
人

6,734
人

5,563
人

△

1,400
人

1,600
人

2,100
人

3,600
人

1,753
人

2,152
人

3,192
人

5,243
人

◎

3－5　生涯健康とくしまづくり

Ａ

Ａ

Ｃ

＜H23～26取組内容と成果＞
・薬局、店舗販売業等に立入指導
・管理者に対する指導
　対象608店舗について確認した。（100％）

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
若年層人口の減少、高校生の学内献血全面中止(H20年度)な
ど、若年層献血者の確保には非常に厳しい環境が続くが、以下
の取組を進めた結果、若年層における献血比率については、6
～7%前後を推移しており、若年者献血者の減少に一定の歯止め
をかけることができた。
　若年層献血者数／若年層人口
　　H21 : 6.70％ → H26 : 6.06%

・若年層に身近なメディアであるタウン誌と連携し、広報・啓
発活動を実施
・タウン誌などにQRコードを掲載し、携帯電話からモバイル会
員の登録を推進
・高校生の献血啓発資材として知事の写真とメッセージの入っ
たリーフレットを作成、配布
・若年層の集まるマチ★アソビ等への移動採血車の配車
・献血モバイル会員登録者数は、順調に目標数値に達したた
め、目標数値を3,600人に上方修正

＜事業の達成状況＞　○

保健

保健

保健→ → →

＜H23～26取組内容と成果＞
１ 食環境づくりやたばこ対策などの健康づくりをサポートす
る店舗・事業所を募集・登録する｢健康とくしま応援団｣及び健
康とくしま運動の趣旨に賛同する団体が自発的に実施する健康
づくり活動である「１団体１活動」の登録団体の拡大
２　｢阿波踊り体操｣の更なる普及
３　バランスのとれた食生活や野菜摂取量不足などの健康課題
に応じた｢レシピ集｣の作成と普及啓発を実施。

＜事業の達成状況＞　◎

1　健康寿命の延伸
●「健康とくしま憲章」の普及啓発に努めるとと
もに、「みんなでつくろう！」をキーワードとし
て、「健康とくしま県民会議」を中心に、県民総
ぐるみの健康づくり運動を推進します。

推進

●薬局及び薬店に対し、医薬品の適正な使用のた
めの情報提供等の指針の策定及び従業員に対する
研修の実施を指導し、医薬品などの安全性対策を
推進します。

●献血について一層の普及啓発を図るとともに、
若年層に身近なメディア（タウン誌、携帯電話
等）を活用した各種啓発を実施し、献血者の増加
を図ります。

○指針の策定及び研修の実施率
    [21] － →[26]100％

○若年層献血者数（16歳～29歳）
　   [21] 7,181人 →[26]8,200人

○献血モバイル会員登録者数（累計）
　　 [21] 1,044人 →[26]3,600人
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

2,500
人

5,000
人

7,500
人

10,000
人以上

2,600
人

5,174
人

10,650
人

13,054
人

◎

50人 100人 150人
200人
以上

52人 105人 149人 196人 ○

推進 → → →

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

◎

Ｂ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
１　自ら目標をたて健康づくりに取り組む「とくしま健康づく
りチャレンジャー」については、平成２３年９月から、徳島県
ホームページや県主催のイベント（研修・後援等を含む）等を
通して保健所が中心となって登録者の呼びかけを行うととも
に、若い世代（学生）やその親にも関心を持ってもらうため、
「親子チャレンジ」を実施したことにより、各年度目標を達成
した。
２　地域の健康づくりリーダーとして活躍する「とくしま健康
づくりサポーター」については、平成２３年度から保健所や市
町村、シルバー大学校等から地域の健康づくり活動に積極的に
取り組む者を推薦していただき、サポーター養成講座を実施し
た。
３　平成２５年度及び平成２６年度は、推薦依頼先を「みんな
でつくろう！健康とくしま県民会議」構成団体に拡大して、食
生活及び運動に関する専門家を講師に養成講座を実施するとと
もに、サポーターが地域の健康づくりリーダーとして更なる活
動ができるよう、健康づくりに関する情報発信（イベント情報
の提供など）及びフォローアップ研修会を実施した。

上記取組により、「とくしま健康づくりチャレンジャーの登録
数（累計）」は平成２６年度で目標数を達成したが、「とくし
ま健康づくりサポ-ターの養成者数（累計）」は当日における
急な欠席（体調不良等）もあり、平成２５年度及び２６年度は
僅かながら目標数を下回った。（H25は74.5％、H26は98％）

＜事業の達成状況＞　○

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

保健○とくしま健康づくりチャレンジャーの登録
者数（累計）
    [21] － →[26]10,000人以上

○とくしま健康づくりサポーターの養成者数
（累計）
    [21] － →[26]200人以上

●地域における住民主体の「健康づくり」に対す
る気運を高め、県民総ぐるみによる「健康とくし
ま運動」を展開し、健康寿命の延伸を図ります。

373

374

●介護予防の普及啓発や介護予防リーダーの養成
など、介護予防に重点を置いた健康づくりを推進
します。

＜H23～26取組内容と成果＞
  H23・24・25とも県内3か所（県央部・県南部・県西部）にお
いて、介護予防リーダー研修を実施し、H23は103名、H24は104
名、H25は125名、H26は120名を養成した。

＜事業の達成状況＞　◎

保健
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

167.7 165.3 162.8 160.4 179.2 155.8 164.1 集計中 －

2,300事
業所

2,143
事業所

○

推進 → → →

77.7 75.9 74.2 72.4 79.8 73.3 76.6 集計中 －

胃・大
腸・肺
当面

40%、乳
房・子
宮50%

－ －

胃32.1
大腸
29.4

肺34.2
乳25.8
子宮
26.1

集計中 －

肺･胃･
大腸が
んにつ
いて実

施

→

全５が
ん（肺･
胃･大
腸･乳･
子宮が
ん）に
ついて
実施

全市町
村で実
施済み

◎

Ｂ

Ｃ保健

＜H23～26取組内容と成果＞
１ 平成25年3月に新たな健康増進計画「健康徳島21～「生涯健
康とくしま」を目指して～」及び、新たな「徳島県がん対策推
進計画」を策定。
２ 各計画に基づき、生活習慣病対策を推進。
（H24）実績155.8（内訳）がん110.9　心疾患24.7　脳卒中
20.2　　　　　　　　　（H25）実績164.1（内訳）がん112.0
心疾患32.2　脳卒中19.9
３ 県民に対して、医療連携に関する普及啓発を実施した。ま
た、「在宅医療センターリーダー研究」をはじめ、関係者の研
修会等を実施することにより、他職種間でのネットワークづく
りを進め、急性期から回復期・在宅医療に至るまで適切な医
療、福祉サービスが切れ目無く提供されるよう連携を図った。
４　平成２６年度において「健康づくりに関する協力事業所」
の登録推進するために、ホームページでの広報をはじめとする
普及啓発を行ったが、達成率は84.4％と数値目標を達成するこ
とができなかった。

※実績値(H26)判明予定時期
　○三大疾病による壮年期死亡率：平成27年10月頃

＜事業の達成状況＞　○

＜H23～26取組内容と成果＞
　「がん診療連携拠点病院」等の機能強化によるがん医療の提
供体制の整備を実施
　「徳島がん対策センター」による相談支援・情報発信体制の
整備を行うとともに、「緩和ケア研修事業」や「ピアサポー
ター養成事業」により患者・家族の療養生活の質を向上。
　とくしま未来健康づくり機構における検診車・検診機器の整
備や市町村・検診実施機関における精度管理の実施よる検診精
度の向上。
　「治療の記録ノート」（患者手帳）の作成による医療機関間
の連携促進。
がん検診受診率の向上を図るため、
・市町村が実施する精度管理への支援など、検診受診率の向上
の取組を実施。
・若い世代への教育と両親・家族等へのがん検診受診を勧める
取組、事業所等との連携による取組を実施することにより、が
んをはじめとした健康への意識を向上。

※実績値(H26)判明予定時期
　○がんの75歳未満年齢調整死亡率：平成27年10月頃
　○がん検診受診率の向上：平成29年秋頃

＜事業の達成状況＞　○

○がんの75歳未満年齢調整死亡率（人口10万
対）
　[21]78.5→[26]72.4

○がん検診チェックリストによる全市町村に
おける精度管理の実施
　［24］肺･胃･大腸がんについて実施→
　［26］全５がん（肺･胃･大腸･乳･子宮が
ん）について実施

保健

○健康づくりに関する協力事業所数
　[24]1,296事業所→［26］2,300事業所

○三大疾病による壮年期死亡率（壮年期人口
10万対）
　[21]171.6→[26]160.4

2　がん対策の推進
●地域連携クリティカルパスの推進等により、身
近な地域で本人の意向を尊重した「がん治療」が
受けられる環境づくりを進めるとともに、がん検
診の受診率の向上による死亡者の減少と治療の初
期段階からの緩和ケアの実施によるがん患者及び
その家族の療養生活の質の維持向上を図ります。

375

376

○がん検診受診率の向上
　[19]胃23.5%、大腸18.0%、肺20.2%、乳房
17.0%、子宮19.0%
→[26]胃・大腸・肺当面40%、乳房・子宮50%

●生活習慣の改善を通じて生活習慣病の発症や重
症化の予防等を推進することにより、三大疾病で
ある「がん、心疾患、脳卒中」の死亡率改善を図
ります。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

1,200
事業所

1,300
事業所

1,400
事業所

1,500
事業所

1,245
事業所

1,710
事業所

1,769
事業所

1,830
事業所

◎

全国最
下位か
らの脱

出

全国最
下位か
らの脱

出

全国最
下位か
らの脱

出

全国最
下位か
らの脱

出

全国47
位

全国47
位

全国47
位

全国41
位

(概数)
△

450
事業所

480
事業所

520
事業所

550
事業所

493
事業所

783
事業所

822
事業所

847
事業所

◎

推進 → → →

2,000
人

3,000
人

4,000
人

5,000
人

4,754
人

7,518
人

9,977
人

12,462
人

◎

Ａ

Ｂ保健

＜H23～26取組内容と成果＞
１　食環境づくりやたばこ対策等県民の健康づくりをサポート
する「健康とくしま応援団」の募集、登録を平成１８年１月か
ら開始し、県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で取組内容を公表し、健康づくりがで
きる環境整備を図っている。
２　平成２４年度には、県民の野菜摂取量を増加させるため、
「みんなでつくろう！健康とくしま県民会議」に「野菜摂取量
アップ専門部会」を設置し、「とくしま野菜週間」での集中的
な普及啓発やヘルシーレシピコンクールを実施した。
３　平成２５年度からは、ヘルシーレシピコンクールの入賞作
品の商品化や健康とくしま応援団に新たに「野菜摂取量アップ
対策」を追加するなど、野菜摂取量アップ対策に関する事業の
充実強化を図った。
４　平成２６年度には，野菜摂取量アップ対策を中心に野菜摂
取量アップ対策事業の充実強化を図るとともに，登録内容の更
新を含むフォローアップを実施した。（＜参考＞野菜摂取量
アップ対策登録：H25　2事業所　→　H26　132事業所）

＜事業の達成状況＞　○

保健

＜H23～26取組内容と成果＞
・H23｢ウォーキングラリー(19大会)」（参加者：2,613人）
　「ブルーライトウォーキング（県内3ヶ所）」(参加者：414
人）を実施
・H24｢ウォーキングラリー(22大会)」（参加者：2,764人）
　｢ブルーライトウォーキング（県内1ヶ所）」（参加者：169
人）を実施
・H25｢ウォーキングラリー(25大会)」（参加者：2,459人）
　｢ブルーライトウォーキング（県内1ヶ所）」（参加者：175
人）を実施
・H26｢ウォーキングラリー(24大会)」（参加者：2,485人）
　｢ブルーライトウォーキング（県内1ヶ所）」（参加者：161
人）を実施

＜事業の達成状況＞　◎

●健康づくりの両輪である「食生活」と「運動」
の両面から効果的・効率的な健康づくりを推進し
ます。

○ウォーキング・ラリーへの参加者数（累
計）
　 [21] － →[26]5,000人

○健康とくしま応援団への加入数（累計）
　 [21]826事業所→[26]1,500事業所

○糖尿病粗死亡率
   [23]～[26]　全国最下位からの脱出

○「阿波踊り体操」の普及事業所数（累計）
　 [21]275事業所→[26]550事業所

3　糖尿病対策の推進
●県民一人ひとりの主体的な健康づくりを支援す
る「みんなでつくろう！健康とくしま県民会議」
を中心とした、県民総ぐるみの健康づくり運動を
推進すること等により、糖尿病の死亡率が高い本
県の状況改善を図ります。

377

378
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

制定 推進 → →

制定 制定 推進 推進 推進 ◎

推進 → → →

0.9本
以下

0.97 0.80 0.76 集計中 －

Ａ

Ａ

Ａ

保健

＜H23～26取組内容と成果＞
感染症のまん延を防止するために、感染症発生時の情報提供等
の整備を強化すると共に、研修会を行うなど医療機関との連携
を図った。
１　感染症週報・月報を、毎週、毎月情報提供（ホームペー
ジ、医療機関・高齢者施設関係者へメール配信、マスコミへの
取材による情報提供）
２　インフルエンザ休業措置（学級閉鎖等）、随時マスコミへ
の資料提供
３　感染症発生時の医療機関からの連絡に基づく、保健所の疫
学調査、保健指導の実施
４　医療機関対象の感染症研修会
５　高齢者施設における結核早期発見のためのチェックリスト
を配布し、利用状況について分析

＜事業の達成状況＞　◎

保健

＜H23～26取組内容と成果＞
１　各市町村での3歳児歯科健診及び1歳6か月歯科健診の実
施。
２　妊婦のための歯科保健冊子「えがおがおどる健口手帳」配
布（母子健康手帳に添付して配布）
３　母親教室での歯科保健指導の実施。
４　親と子のよい歯のコンクールの実施。
H24実績:0.80本　H25実績：0.76本

※実績値(H26)判明予定時期
　○3歳児の一人平均う歯数：平成28年3月頃

＜事業の達成状況＞　◎

保健

○3歳児の一人平均う歯数
　 [21]1.1本→[26]0.9本以下

→

●「笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推
進条例」の制定を契機として、フッ化物塗布推進
等による乳幼児のむし歯予防や妊婦の歯周疾患の
改善を一層推進し、県民が日常生活において自ら
歯・口腔の健康づくりに取り組むことを促進しま
す。

5　感染症対策の充実強化
●感染症のまん延を防止するため、感染症の発生
動向を早期かつ的確に把握、分析し、地域に情報
発信を行うとともに、適切な医療を行うための体
制整備を進めます。

推進 → →

4　歯科保健の充実
●「笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり推
進条例」を制定し、県民の「歯・口腔」の健康づ
くりに関する施策を総合的かつ計画的に推進しま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
 平成24年2月29日に「笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づく
り推進条例」を公布・施行。この条例を実効あるものとし、歯
と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に推進してい
くため、平成25年3月に「徳島県歯科口腔保健推進計画～笑顔
が踊るとくしま歯と口腔の健康づくり～」を策定した。
　また、平成25年11月1日には「徳島県口腔保健支援セン
ター」を設置し、歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及
び提供、普及啓発等各施策の推進を図っている。さらに、平成
26年度には、糖尿病を意識した歯周病対策としてデンタルパス
ポートを作成・配布し講演会を実施した。また、地域連携の推
進として、平成26年度より新たに、地域医療介護総合確保基金
を活用し、歯科標榜のない病院において、入院患者の口腔ケア
連携や周術期の口腔管理事業を実施し医科歯科連携を推進して
いる。

＜事業の達成状況＞　◎

○「笑顔が踊るとくしま歯と口腔の健康づく
り推進条例」の制定
   [23]制定

379
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

300
人

600
人

900
人

1,200
人

621人
（Ｂ型，
Ｃ型の検
査の延べ
人数）

894人（
〃 ）

4,632
人（ 〃

）

11,122
人

（〃）
◎

推進 → → →

1,000
人

2,000
人

9,000
人

12,000
人

3,553
　人

7,481
　人

11,915
  人

17,719
  人

◎

Ａ

Ａ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
新型インフルエンザ発生時に県民への迅速的確な対応をするた
めに、医療従事者及びその関係者と情報提供等の連携を図っ
た。
１徳島県新型インフルエンザ実務者・専門家会議開催
２徳島県新型インフルエンザ等対応マニュアルの改定
（H26.3）
３医療機関対象の研修会
４抗インフルエンザ薬の追加備蓄（H25県民の21％にあたる
164,600人の備蓄を完了）
５指定地方公共機関の指定（H25.11）
６特定接種登録医療機関の登録（H26.3）

＜事業の達成状況＞　◎

保健

保健

Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎ウイルスへの感染については、国の責め
に帰すべき事由によりもたらされたことが「肝炎対策基本法」
（H22.1.1施行）に明記されている。そのため、国では基本法
に基づき、様々な対策がなされており、県としても同様に施策
を行っている。
＜H23～26取組内容と成果＞
１ 肝炎対策協議会の開催
２ 出張出前検査の実施（H23：4箇所187人、H24：1箇所43人、
H25：１箇所30人）
３「肝炎対策推進計画」の策定（H25.3）
４ 啓発チラシ配布（H23ゆめタウン、H24フジグラン、H25イオ
ンにて配布。H26は協会けんぽを通じて配布）
５ 市民公開講座（H23　1回）
６ 医療機関における肝炎無料検査（H25 1,752人、H26 5,592
人）

＜事業の達成状況＞　◎

保健

6　自殺対策の推進
●「徳島県自殺者ゼロ作戦」に基づき、行政及び
民間団体における相談機能の強化や連携体制の構
築等により、自殺予防を強力に推進するととも
に、「徳島県自殺予防サポーター」（ゲートキー
パー、傾聴ボランティアなど自殺予防、傾聴の研
修受講者）を新たに養成し、地域における自殺対
策の推進を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
1.自殺予防サポーター養成者数
　（養成数：H23 3,553人 H24 3,928人 H25 4,434人
　　　　　　H26 5,804人）
内訳（主事業）
（１）大学生を対象とする自殺予防サポーター養成研修
　（養成数：H24　185人　H25　578人  H26　372人）
（２）自殺予防協定団体及び相談対応窓口職員(商工団体関係
職員）を対象とする自殺予防サポーター養成研修
　（養成数：H23 108人　H24　143人　H25　207人
            H26 847人）
（３）保健所が実施した自殺予防サポーター養成研修
　（養成数：H23 1,422人 H24 2,477人 H25 3,112人
            H26 1,846人）

＜事業の達成状況＞　◎

○県が実施する肝炎ウイルス検査人数（累
計）
　 [21] － →[26]1,200人

●新型インフルエンザ対策として、県民への迅
速・的確な情報提供、診療体制の整備、抗インフ
ルエンザ薬の確保、ワクチン接種対応等、年間を
通じた対応を推進します。

推進 → → →

●ウイルス性肝炎の早期発見・早期治療のため、
検査・治療体制の充実を図るなど、肝炎対策を推
進します。

○自殺予防サポーター養成者数（累計）
    [21] － →[26]12,000人
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

推進 → → →

実施 調査 調査 実施 実施 ◎

推進 → → →

ルート
設定

ルート
設定方
針の決

定

ルート
マップ
作成・
配布

ルート
マップ
作成・
配布

ルート
マップ
作成・
配布

◎

2箇所 4箇所

ルート
設定方
針の決

定

２箇所 ２箇所 ４箇所 ◎

開催

ルート
設定方
針の決

定

開催 開催 開催 ◎

2箇所 3箇所 4箇所

ルート
設定方
針の決

定

４箇所 ４箇所 ４箇所 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
・第５回健康増進等に資する徳島自転車走行空間整備検討会議
（Ｈ２３.１１.１１）を開催し、Ｔラインのルート設定方針を
決定。(H23)
・第６回健康増進等に資する徳島自転車走行空間整備検討会議
（Ｈ２４.１０.２４）を開催し、Ｔラインのルート・モデル
ルートを設定。(H24)
・第７回健康増進等に資する徳島自転車走行空間整備検討会議
（Ｈ２５.２.７）を開催し、Ｔラインのルートマップの内容を
決定。(H24)
・Ｔラインルートマップ3,000部を印刷し配布。(H24)
・イベント「Ｔラインコースを走ろう！！」（Ｔラインモデル
ルートモニター調査）を開催（Ｈ２４．１１．２５）。(H24)
・休憩施設については、道の駅「藍ランドうだつ」、「温泉の
里神山」、「三野」、ウチノ海総合公園の４箇所に自転車ラッ
ク等を設置。(H24,H26)
・Ｔライン拠点施設を対象に設備等のニーズに関するアンケー
ト調査を行った。（H25)

＜事業の達成状況＞　◎

県土

保健

県土

→

＜H23～26取組内容と成果＞
　ひきこもり状態にある本人や家族等の支援を推進するため、
「ひきこもり地域支援センターきのぼり」において相談等を実
施している。
　徳島大学に委託して開発した家族支援プログラム等を活用
し、体系的・連続的な支援を可能にするとともに、ひきこもり
対策の推進を図った。
　H26実績　来所相談258件、家庭訪問4件、電話相談288件、本
人・家族のためのプログラム176件、ひきこもり対策連絡会議
の開催1回

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・他県事例等の把握(H23)
・候補地の検討、他県先進事例の調査(H24)
・ＪＲ阿南駅にて、利用調査社会実験を行った。(H25)
・社会実験後の駐輪場利用者数の調査及びサイクル・アンド・
ライドの取り組みを推進するため、駅周辺の企業や学校とも協
力して、ＪＲ南小松島駅前駐輪場及び周辺道路の清掃活動を実
施した。(H26)

＜事業の達成状況＞　◎

8　健康増進のための基盤整備
●健康増進はもとより、環境に優しく、渋滞対策
としても有効な自転車の利用促進を図ります。

7　ひきこもり対策の推進
●ひきこもりに関する相談業務や啓発活動を行う
など、ひきこもり状態にある本人や家族の支援を
行います。

推進 → →

○サイクル・アンド・ライドの社会実験の実
施
    [26]実施

○Ｔラインのルート設定
　  [24]ルート設定

○Ｔラインの休憩施設
    [21] － →[26]4箇所

○Ｔラインを利用したサイクルイベントの開
催
    [26]開催

○道の駅を起点とした周遊コースの設定
    [21] － →[26]4箇所

●徳島の自然環境を生かした吉野川沿いと海岸線
を結ぶコース（Ｔライン）や、道の駅を起点とし
たサイクリングコースを設定し、身近で心地よ
く、利用しやすい環境をつくります。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
実績値
（H24）

数値目標
の達成度

番号
実績値
（H25）

整備 完成 → →

完成 整備 完成 ◎

推進 → → →

1箇所 2箇所 3箇所 4箇所 1箇所 2箇所 3箇所 4箇所 ◎

Ａ

Ａ

○阿波しらさぎ大橋を中心とした周遊コース
案内板等の整備（再掲）
    [24]完成

＜H23～26取組内容と成果＞
　阿波しらさぎ大橋の整備（H24.4.25供用）に合わせて、当橋
梁を中心とした周遊コース（吉野川河口干潟～小松海岸～マリ
ンピア北緑地等）の案内板や距離標（大橋両端までの距離表
示）、ベンチを設置。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

県土

＜H23～26取組内容と成果＞
・H23：月見が丘海浜公園
・H24：鳴門ウチノ海総合公園
・H25：日峯大神子広域公園
・H26：文化の森総合公園
において、快適にウォーキングを楽しんでいただくため、周遊
コースを設定するとともに、案内板の設置やウォーキングマッ
プの作成を行った。

＜事業の達成状況＞　◎

○周遊コース設定公園数（累計）
    [21] － →[26]4箇所

●県民の健康増進を図るため、阿波しらさぎ大橋
を中心とした散歩周遊コースの整備を推進しま
す。

●魅力的な景観や散策路に恵まれた都市公園を活
用した、「健康増進」を主眼とする周遊コースづ
くりを推進します。
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