
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６ 「まなびの邦・育みとくしま」
く に

平成2７年８月５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



6－1　まなびの礎
いしずえ

とくしまづくり

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

561 検討 策定 推進 →

策定 検討 策定 推進 推進

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

1　教育の振興
●本県教育の指針となる新たな「徳島県教育
振興計画」を策定し、その着実な推進を図り
ます。

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成23年度は徳島県教育振興審議会に関わる準備等を行っ
た。
　平成24年度は5回の教育振興審議会での検討、パブリックコメ
ントの実施、２月定例県議会での議決を経て、平成25年3月15日
に教育委員会において計画を策定した。
 平成25年度は、計画に基づき各施策の推進を図ることができ
た。さらに｢徳島県教育振興計画(第2期)｣概要版を作成して市町
村教育委員会や学校等に配付するとともに、教育委員会広報紙
「教育通信ふれあいひろば」や教職員、市町村教育委員会に対
する概要説明を通して計画の周知を図った。
　平成26年度は、外部委員からなる教育行政・点検評価委員会
を開催し、「徳島県教育振興計画（第２期）」に基づく主要施
策を対象として平成25年度の施策・事業の検証を実施した。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

基本目標6「まなびの邦
　くに　

・育みとくしま」

○新「徳島県教育振興計画」の策定・推進
　 [24]策定

番号

委員意見

Ａ

1 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

教育

教育

＜H23～26取組内容と成果＞
　スポーツや文化活動、その他高校が定める特色ある活動につ
いて、活動実績等の基準を具体的に示し、能力や適性、意欲の
ある生徒を募集する「特色選抜」を含めた現入試制度（平成22
年度末に初めて実施）を、平成23年度末（2回目）、平成24年度
末（3回目）、平成25年度末（4回目）、平成26年度末（5回目）
と実施し、着実に推進した。
　
　5回の入試とも募集人員に対し1.11～1.24倍の受検者があり、
入試後に中学校及び高等学校対象に行った意見聴取において
も、現入試制度に対する肯定的な評価の回答率が年々高まって
いる（5回目は中学校97.5％、高等学校95.0％）。

＜事業の達成状況＞　◎

→

→ →

＜H23～26取組内容と成果＞
（併設型中高一貫教育）
・「併設型中高一貫教育連絡会議」等において、現状と課題を
検証するとともに、城ノ内中学・高等学校、川島中学・高等学
校及び富岡東中学・高等学校の3校が連携することにより、中高
一貫教育が進展した。平成25年度城ノ内中学・高等学校を、教
育内容・制度設計、教員の指導力強化、学習環境の整備などを
柱とした「リーディングハイスクール」に指定した。城ノ内中
学・高等学校では、26年度から中学校3年生の先取り学習を始め
るとともに、ＣＡＬＬシステム（語学学習支援システム）を導
入するなど、併設型中高一貫教育の特性を生かした教育活動の
充実を図る取組ができた。
　
（小・中学校連携）
・県指定事業「幼小中連携推進事業『学びのかけ橋』プロジェ
クト」及び「教育課程研究指定校事業」の実施により、鳴門市
（H23)及び藍住町（H24・H25)を研究指定地域として実践研究を
進め、幼稚園、 小学校、 中学校を対象に教職員の相互交流や
児童生徒の合同活動等の実践を通して、円滑な連携実施につい
て研究した。
　H26は北島町及び東みよし町を研究地域に指定し、小中連携の
取組を推進した。

・H25年度より文部科学省の委託を受け、小中一貫教育「徳島モ
デル」調査研究事業を阿南市椿校区、牟岐町で取り組み、小学
校、中学校の連携及び一貫教育の在り方について研究した。
「徳島モデル」とは、「チェーンスクール」と「パッケージス
クール」という人口減少社会に対応した２つの新しい学校教育
のかたちである。「チェーンスクール」は、阿南市・椿小学
校、 椿泊小学校、 椿町中学校で実施し、「パッケージスクー
ル」は、牟岐町：牟岐小学校、 牟岐中学校で実施した。
  それぞれに地域で、小規模化する学校の良さを生かしながら
教育の質を保障するという視点に立ち、小規模校を維持しつつ
も、各学校の人的・物的資源を相互に活用しながら多様な学び
を保障し、経済効率性と教育多様性を同時に追求する小中一貫
教育を推進している。
 その成果を「あわ（OUR)教育発表会」や県の広報誌等を活用し
て県内に広く情報発信をした。
　
＜事業の達成状況＞　◎

→

→ →

2　活力と魅力のある学校づくり
●一貫した学習環境の下で学ぶ機会を選択で
きる中高一貫教育を推進するとともに、小・
中学校が連携した教育の展開など、生徒の個
性や創造性を伸ばす教育活動の充実を図りま
す。

推進

●多様な能力・適性などを多面的に評価する
ため、高校入試において、特色選抜の考え方
を取り入れた制度を推進します。

推進

562

563

Ａ

Ａ

2 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

564 推進 → → →

小学校
全学

年、中1
で実施

小1～3,
中1で実

施

小1～
4，中1
で実施

小1～
5，中1
で実施

小1～
6，中1
で実施

◎

モデル
校5校
選定

モデル
校2校
選定

モデル
校5校
選定

モデル
校9校
選定

モデル
校10校
選定

◎

継続
実施

継続
実施

継続
実施

継続
実施

継続
実施

継続
実施

継続
実施

継続
実施

◎

教育

○一定規模以上の学級を有するすべての
小・中学校に少人数指導のための追加教員
の配置
　 [23]～[26]25人以上の学級で継続実施

○少人数学級（35人を上限とする学級編
制）の拡大
  [21]小学校1・2年生、中学校1年生で実
施
→[26]小学校全学年、中学校1年生で実施

＜H23～26取組内容と成果＞
○少人数学級
全ての小１～３年生、中１で３５人学級を実施
Ｈ２３年度は小学校３年生に拡大
Ｈ２４年度は小学校４年生に拡大
Ｈ２５年度は小学校５年生に拡大
Ｈ２６年度は小学校６年生に拡大

○専科教員
Ｈ２３年度は２校に専科教員を配置
　小学校に理科専科教員１校（１名）
　小学校に英語専科教員１校（１名）
Ｈ２４年度は５校に専科教員を配置
　小学校に理科専科教員３校（３名）
　小学校に英語専科教員２校（２名）
Ｈ２５年度は９校に専科教員を配置
　小学校に理科専科教員５校（５名）
　小学校に英語専科教員４校（４名）
Ｈ２６年度には１０校に専科教員を配置
　小学校に理科専科教員５校（５名）
　小学校に英語専科教員５校（５名）

○少人数指導
　Ｈ２３年度　小学校４～６年生、中学校２・３年生の２５人
以上の学級を有する学校全てに少人数指導等を実施
　Ｈ２４年度　小学校５～６年生、中学校２・３年生の２５人
以上の学級を有する学校全てに少人数指導等を実施
　Ｈ２５年度　小学校６年生、中学校２・３年生の２５人以上
の学級を有する学校全てに少人数指導等を実施
　Ｈ２６年度　小学校１～６年で３０人以上の学級を複数有す
る学校、中学校２・３年生の２５人以上の学級を有する学校全
てに少人数指導等を実施

 上記の取組により、児童・生徒に対するきめ細やかな指導体制
の整備が図られ、順調に数値目標を達成することができた。

＜事業の達成状況＞　◎

○専科教員（理科・英語等）の配置
    [21] － →[26]モデル校5校選定

●小・中学校において、各学年等の特性に応
じ、少人数学級編制の導入や専科教員（理
科・英語等）の配置を推進するとともに、少
人数グループ指導やティームティーチング指
導のための教員配置を行います。

Ａ

3 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

565 推進 → → →

全公立
小・中
学校及
び県立
学校へ
配置

→ →

緊急事
態に対
しての
緊急支
援体制
の整備

全公立
小・中
学校及
び県立
学校へ
配置

－ －
緊急支
援体制
の整備

◎

8人 8人 9人 10人 8人 9人 9人 10人 ◎

実践研
究

県内学
校に普

及

実践研
究

実践研
究及び
普及

◎

26人 25人 ○

●児童生徒の豊かな心を育むため、スクール
カウンセラーの配置拡充や、スクールソー
シャルワーカーの増員等を図ります。また、
問題行動の未然防止・解消につながる取組を
推進するために、実践研究の成果を踏まえ、
徳島版予防教育の確立をめざすとともに、よ
り高度な知識を有する専門家による「学校問
題解決支援チーム」の充実を図ることによ
り、いじめ・不登校をはじめとする児童生徒
の多様な悩みに対応する支援体制の一層の強
化を図ります。

教育

○スクールソーシャルワーカー配置数
    [21]6人→[26]10人

○「学校問題解決支援チーム」を構成する
専門家の配置数
　　[23]19人→[26]26人

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成23年度に、スクールカウンセラーの活用状況や問題行動
等の状況にあわせて、各拠点校における相談時間を見直し、210
時間、190時間、175時間の3段階に濃淡をつけ、より効果的な活
用につなげた。また、全公立小中学校に加え、全県立学校へも
派遣できる体制を整備した。
　ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ相談件数(小･中･県立学校合計)
　15、032件(H23)、16、952件(H24)、15、997件(H25)、17、671
件(H26)
・スクールソーシャルワーカーを10名配置し(H26年度)、全公立
小中学校、全県立学校からの要請に応じて派遣した。
・児童生徒の多種多様な問題行動に対応するため、より高度で
専門的な知識を有する精神科医、心療内科医、小児科医、大学
教授、社会福祉士、臨床心理士等25名で学校問題解決支援チー
ム(スクールプロフェッサー)を構成。事例に応じた専門家を派
遣し、児童生徒の実態把握や適切な指導方法及び対応方法につ
いて指導助言を行うなど、各校の支援体制の充実・強化を図っ
た。
・学校問題解決支援チーム派遣回数(小・中・県立学校合計)
　39回(H23)、83回(H24)、64回(H25)、17回(H26)
・平成26年度、徳島版予防教育の県内普及を図るため予防教育
研修会（8月19日　総合教育センター）を実施。鳴門教育大学予
防教育科学センター所長を講師に36名が受講し、模擬授業等を
通して予防教育の理解を深めた。平成25年度は4市町9校で実施
研究を実施。平成26年度は4市町9校に加え、県内5校でも予防教
育を実践。また、平成26年度の研究指定事業の成果として、4時
間の教育プログラムで実施しても8時間のプログラムと同様に、
自己信頼心の向上等の教育効果が確認された。

＜事業の達成状況＞　◎

○スクールカウンセラーの配置
　[23]全公立小・中学校及び県立学校へ配
置
→[26]緊急事態に対してのスクールカウン
セラーの緊急支援体制の整備

○徳島版予防教育
　　[25]実践研究→[26]県内学校に普及

Ｂ

4 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

567 推進 → → →

開校2地
域、分
校化1地

域

開校1
地域

推進

開校2
地域、
分校化
1地域

推進
開校1
地域

◎

教育

＜H23～26取組内容と成果＞
・再編計画等を作成した５地域において、開校準備委員会等を
開催し、円滑な統合に向けての開校準備や活性化策を進めた。
平成24年4月に鳴門渦潮高校と吉野川高校を開校するとともに、
小松島西高校勝浦校を分校化した。平成26年4月につるぎ高校を
開校した。これにより、地域活性化や地域貢献に結びつく教育
の展開に寄与した。
・鳴門渦潮高校にスポーツ科学科、池田高校に探究科を設置す
るなど、学科編成や新学科の設置を実施した。これにより、時
代に対応した教育の実現に寄与した。
・池田高校・辻高校・三好高校再編統合準備委員会において、
３高校の再編統合に向けた検討を進めている。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
○テレビ会議システムによる大学等と学校との遠隔授業を実
施。（H23年度3校、H24年度1校、H25年度2校、H26年度5校）
［内容］
　・富岡東高等学校羽ノ浦校～徳島大学（H23、24、25、26）
　　　看護倫理学に関して
　・那賀高等学校～徳島大学
　　　総合的な学習の時間の進路選択に関して（H23）
　　　徳島大学総合科学部のガイダンス（H26）
　・徳島科学技術高等学校～四国大学（H23）
　　　情報技術基礎の情報通信に関して
　・辻高等学校～四国大学（H26）
　　　万葉集の鑑賞について
　・三好高等学校～香川大学（H26）
　　　希少糖の性質と砂糖との違いについて
　・県立川島中学校～パース・ワルドオフ・スクール（H25）
 　　　　　　　　　　　　　　　（オーストラリア）
　　　オーストラリアの少数民族に関して
  ・徳島商業高等学校～カンボジア日本友好学園（H26）
　　　国際交流を通じた新商品の開発
　
○「総合教育センターのテレビ会議システム」を活用した遠隔
授業に関する調査を実施。

　上記の取組により、遠隔地にある大学等と中・高校間との交
流・連携が図られ、学校では通常体験出来ない教育活動を展開
することができた。

＜事業の達成状況＞　○

→ →推進 →

教育

○高校の再編地域数
    [24]開校2地域、分校化1地域
　  [26]開校1地域

●各高等学校が将来にわたり多様な教育や部
活動を実施し、活力ある教育活動を展開して
いくため、地域の知恵を活かしながら県下7地
域で高校再編を進めます。また、地域活性化
や地域貢献に結びつく教育を展開するため、
時代に対応した新学科等の設置や学科再編等
を行います。

●総合教育センターのテレビ会議システムを
用いた大学教員等による公立学校への遠隔指
導を推進します。

566 Ｂ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

＜H23～26取組内容と成果＞
○産学官連携による産業教育の取組
(平成23年度）
・６次産業実践事業、環境技術活用モデル農園事業、地域資源再発見
事業、ものづくり日本一人材育成事業を実施し、１１校が企業との連
携や、学校間連携による事業に取り組んだ。
（平成24年度）
・６次産業実践プロジェクトでは、吉野川高校の農業科と商業科が連
携して地域の農産物を活用し、商品開発から販売までの６次産業に対
応した取組を実践し、ももシャーベットの開発及びトマトを利用して
のジャム、ドレッシングなどの４商品の開発などを行い、販売実習な
どで商品販売も行った。
・地域資源再発見プロジェクトでは徳島商業高校が「親子アンパンマ
ンバスツアー」を企画し、11月11日(日)にB級グルメフェスティバル、
影絵人形劇、お菓子ラッピング体験などを盛り込んだツアーを行っ
た。
・産学官連携実学モデル事業では、阿南工業高校、小松島西高校、三
好高校が企業と連携した取組を実施し、ＬＥＤを活用してのバーサラ
イト電光掲示板の製作や塩こうじアイスの開発、酒造りへの取組など
専門性の高い内容を実践した。
・+R24　また、専門高校での取組を企業等が出展する徳島ビジネス
チャレンジメッセで展示・発表を行い、企業等との連携を促進するこ
とができた。
（平成25年度）
・産学官連携実学モデル事業では、三好高校が地域の特産物であるそ
ばを使った商品開発を、吉野川高校が徳島県産のバラを利用した押し
花アートを、阿南工業高校が防災かまどベンチ等の作成を行い、各学
校で発表会を行うとともに徳島県高校生産業教育展においても発表・
展示をした。徳島県高校生産業教育展では、ファッションショーな
ど、発表、実演、体験、販売等が行われ、小中学生やその保護者さら
には多くの県民の方に専門高校の学習成果について発信した。
　また、企業等が出展する徳島ビジネスチャレンジメッセにおいて専
門高校も出展し各専門高校の特色ある取組を広く県民にアピールし
た。
（平成26年度）
・平成24年から3年間にわたり、四国大学と徳島科学技術高校、及び県
水産試験場や里浦漁協と徳島科学技術高校との間で、ワカメの機能性
食品として利用する研究や、ワカメの養殖技術に関しての技術指導等
に関しての連携が図られ、生徒の技能・技術の向上が図られた。
・産学官連携実学モデル事業では、阿南工業高校が次世代へのとび技
能伝承と、吉野川高校では野菜消費拡大に向けた八菜弁当の開発を、
三好高校ではそば麹やキクイモの商品開発をそれぞれ企業と連携して
実施し、各学校で発表会を行うとともに徳島県高校生産業教育展にお
いても発表・展示をした。徳島県高校生産業教育展では、電動カート
体験やファッションショーなど、発表、実演、体験、販売等を行い、
幼児から小中学生、その保護者をはじめ、多くの県民の方に専門高校
の学習成果について発信した。
　また、企業等が出展する徳島ビジネスチャレンジメッセにおいて専
門高校も出展し各専門高校の特色ある取組を広く県民にアピールし
た。

＜事業の達成状況＞　◎

●産業技術の進展や企業が求める人材の育成
を図るため、産業界や大学、県の研究機関と
連携し、専門教育の充実に取り組むととも
に、学科の異なる専門高校が連携する高度な
教育を推進します。

推進 → → → 教育568 Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

570 推進 → → →

400人 800人
1,200
人

1,600
人

437人 831人 1,208人 1,650人 ◎

●ＩＣＴ活用教育の充実を図るため、ＩＣＴ
を活用した授業実践についての教員研修や電
子教材の導入促進等を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・学校においてICTを活用した教育の推進を目的とした教員研修
を総合教育センターで実施し、授業におけるICTの活用について
理解とスキルを深めることができた。
［研修］
(1)教職経験年数に応じた「初任者研修」「10年経験者研修」
（参加者数:H23年度265人、H24年度258人、H25年度274人、H26
年度247人）
(2)教職員各自の教育課題の解決やスキル等の向上を目的とした
希望研修である「ICT活用指導力向上研修」（参加者数:H23年度
172人、H24年度136人、H25年度103人、H26年度195人）

 上記の取組により、各年度の数値目標を達成することができ
た。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

＜H23～26取組内容と成果＞
【農業科】
・平成23年度に、本県農業教育の目指すべき方向を明らかにす
るとともに、農業教育のより一層の活性化を図り、その実現に
向けた計画を着実に推進していくための方策として「徳島県農
業教育活性化プラン」を策定した。

・平成24年度に、城西高校及び三好高校が学科再編するととも
に、吉野川高校及び小松島西高校勝浦校が農業科設置校として
新たに再編した。

・平成23年度より４年間の活性化に向けた取組で、城西高校は
農業科設置校の中心校として農業教育活性化に寄与した。ま
た、産学官連携による実践的な農業教育やキャリア教育を推進
することができた。その上、学校間連携や学科間連携によって
幅広い学習システムを構築することでき、地域連携や地域貢献
をもたらす取組を展開することができた。

【商業科】
・平成23年度には、学科改編や再編統合に関する準備がなされ
るとともに、商業教育活性化プランへの取組が開始された、

・平成24年度には、徳島商業高校において商業の中心校として
より高度な専門教育の展開に向けて学科改編が行われた。ま
た、阿波農業高校と鴨島商業高校の再編統合により新高校「吉
野川高校」が開校し、商業科に「食ビジネス科」が設置され、
農業科と連携し、農業科が栽培した農産物を加工、販売し店舗
経営までを学習している。

・平成25年度には、美馬商業高校と貞光工業高校の再編統合に
よる新高校開校に向け準備がなされ、平成26年4月に新高校「つ
るぎ高校」が開校した。
　また、これまで各年度において商業科設置校等では、各校の
特色を生かした取組がなされ地域人材の育成に取り組むととも
に、より高度な資格取得に向け徳島商業高校において研修会が
開催された。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

○ＩＣＴを活用した授業実践の研修参加者
数（累計）
　 [21] － →[26]1,600人

再編

●農業教育・商業教育の活性化を図るため、
高校における農業科・商業科の学科再編を行
うとともに、中心校の充実強化とネットワー
ク化の推進による役割分担と連携強化に取り
組みます。

検討569 推進 → Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

572 整備
開校・
整備

→ →

開校 整備 開校

第2体育
館、ト

レーニン
グ室完

成

合宿所
の完成

◎

●平成24年度に開校する鳴門渦潮高校に本県
初となる体育科を設置し、本県スポーツの拠
点校として、より高度で質の高いスポーツ教
育を行うために必要な施設・設備の整備を図
ります。（再掲）

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成24年度に人工芝サッカー場及びクラブハウスが完成、平
成25年度に第2体育館と最新の｢トレーニング機器｣及び｢スポー
ツ科学測定機器｣を整備するトレーニング場が完成、平成26年度
には合宿所が完成し、より高度なスポーツ活動や効果的な指導
を行うことができた。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

●県立学校において、総務事務システム、学
校支援システムを導入することにより、教職
員の校務負担を軽減し、教職員が生徒と向き
合う時間を増加させ、魅力ある学校づくりを
推進します。

推進 → → →

○鳴門渦潮高校の設置
　 [24]開校

＜H23～26取組内容と成果＞

○総務事務システム
・H23年度　県立学校事務職員等において出勤簿・休暇システム
　　　　　 の運用を開始した。
・H24年度　県立学校事務職員等において超勤・特勤システムの
　　　　 　運用を開始した。
　　　　　 県立学校教員において出勤簿・休暇システムの運用
　　　　　 を開始した。
・H25年度　県立学校教員において超勤・特勤システムの運用を
　　　　　 開始した。
　　　　　 ワーキンググループにおいて旅費システム導入に向
　　　　　 けた検討を行った。
・H26年度　県立学校用に旅費システムの改修を行った。

○学校支援システム
・H23年度　ワーキンググループにおいてシステム概要等につい
　　　　　 ての検討を行い、導入に向けた準備作業を推進し
　　　　　 た。
・H24年度　システム開発を行った。
・H25年度　県立高校を対象に利用研修会を開催し、システムの
　　　　　 試験運用を行った。
・H26年度　県立高校のH26年度入学生から段階的な本格運用を
　　　　　 開始するとともに、旅費システム導入に向けた機能
　　　　　 連携プログラム等の改修を行った。

　上記の取組により、システムの全面導入に向け着実な推進が
  図られた。

＜事業の達成状況＞　◎

教育571 Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

574 検討 →
策定・
推進

推進

策定・
推進

検討 策定 ○

＜H23～26取組内容と成果＞
・鳴門渦潮高校の｢スポーツ科学測定機器｣を活用し、全国大会
で活躍を目指す県内の中・高・一般の選手を集め、県体育協会
や各種競技団体、大学と連携し体力診断テストを実施した。
  平成24年度は259名、平成25年度は328名、平成26年度は325名
の選手を測定した。
  また、県体育協会や大学と協力して指導者講習会を行い指導
力の向上を図るとともに、スポーツ教室などの実施によりジュ
ニア選手の発掘を図った。
　平成26年度は、小学4年生と中学1年生の中から運動能力に優
れた児童生徒を発掘し、将来有望な選手の育成を図った。
  また、総合大学校の講座として、広く県民を対象とした「ス
ポーツ健康科学講座」など４講座を開講し、生涯スポーツの振
興を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

教育

●鳴門渦潮高校を本県スポーツの拠点校とし
て、県体育協会、各種競技団体、大学等との
連携や、鳴門・大塚スポーツパークの運動施
設の活用などにより、体育に関する講習会や
スポーツ教室を開催するなど、県民の生涯ス
ポーツの振興を図ります。（再掲）

推進 → →

3　幼児教育の推進
●「徳島県幼児教育振興アクションプラン」
を推進し、幼児の生活の連続性及び発達や学
びの連続性を踏まえた幼児教育の充実を図り
ます。また、幼稚園・家庭・地域・行政等が
連携し、総合的な幼児教育の展開を図りま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
・「徳島県幼児教育振興アクションプラン」における推進施策
及び事業の進捗状況等について、施策等説明会や、教育長会・
園長会等の研修の機会に周知を図り、各地域及び園における課
題解決に向けた取組を推進した。（H23･24･25･26）

・各園における状況を把握するために実態調査を行い、その結
果を基に、幼稚園教育推進連絡協議会（学識経験者、幼稚園
長、PTA団体役員、市町村教育委員会関係者等の有識者で構成）
において、「徳島県幼児教育振興アクションプラン」に係る施
策等の進捗状況や今後の取組の重点化について協議を行った。
（H23･24･25･26）

・「新徳島県幼児教育振興アクションプラン（仮称）」につい
ては、平成27年度施行予定の「子ども・子育て支援新制度」の
趣旨と密接な関連があるため、国の動向を十分に踏まえ、本プ
ランの内容に反映させることが重要かつ必要不可欠である。そ
こで、本制度の施行開始時期に合わせて、平成26年度末に本プ
ランを策定することとし、平成25年度においては、策定準備段
階として、関係部局と連携を図りつつ、情報収集及び分析等に
取り組んだ。

・平成25年度の情報収集及び分析を基に、平成26年度には「徳
島県幼児教育振興アクションプランⅡ」策定検討会議を設置
し、策定に取り組んだ。これまでのプランによる取組の成果と
課題、新制度の趣旨を踏まえ、3月に策定した。同時に概要版を
作成し、幼稚園・保育所・認定子ども園、設置者や行政に配付
し周知した。

＜事業の達成状況＞○

○「新徳島県幼児教育振興アクションプラ
ン（仮称）」の策定
    [25]策定・推進

573 Ａ

Ｃ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

575 推進 → → →

全国平
均正当
率上回

る

実施な
し

（震災）

県平均/全

国平均

小99.5%
中98.8%

県平均/全

国平均

小99.5%
中

100.2%

県平均/全

国平均

小96.9%
中99.3%

△

576 推進 → → →

小５
76.0%
中２
66.0%

小５
78.0%
中２
68.0%

小５
86.5%
中２
79.8%

小５
81.9％
中２

72.5％

◎

●子どもの読書活動推進計画に基づき、県内
全域で読書習慣の定着を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
○平成23年度の取組〈読書の生活化プロジェクトⅡの実施〉
  ・学校図書館の活性化を通した読書習慣づくりを行った。
  ・家庭読書時間調査の実施 ・特色ある取組の推進を図った。
  ・ホームページを活用した集計結果等を発信した。
  ・優秀実践校園を表彰した。

○平成24～26年度の取組〈読書の生活化プロジェクトⅢの実
施〉
  ・毎月23日を家庭読書の日とし、その週家庭読書推進週間
　　に位置づけ、家庭読書につながる取組を実施した。
  ・年間2回行う調査の中で学校図書館の活用状況を調査した。

○各校の児童生徒に対する日常的な読書推進の働きかけや、授
業以外での読書機会を増やす工夫を行った。

  上記の結果、各学校がそれぞれの特色や実態に応じて、一斉
読書、読書強化週間、読み聞かせ、ブックトークなどに取り組
み、また、家庭読書の意識付けにより、読書をする児童生徒の
割合が増えた。そのため、実績値は目標値を上回っている。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

4　確かな学力の育成
●すべての学校・園に学力向上検討委員会を
設置し、学力向上推進員を指名して子どもた
ちの学力向上を図るとともに、各学校の取組
を情報発信します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・6月・3月に、学力向上推進員研修会を開催し、各幼稚園・小
中学校・高等学校・特別支援学校の学力向上推進員に対し、現
在求められている学力、学力向上のための実践的な取組や具体
的な指導方法に関する説明・協議を行うとともに、学力向上推
進事業について説明を行うなどの研修を実施した。
・各園・学校においては、学力向上検討委員会を開き学力向上
策を検討するとともに、学力向上推進員研修会の研修内容を校
内研修等で全教職員に共通理解を図り、学校の実態に即し特色
を生かして作成した学力向上プランに基づく取組の推進と検証
改善サイクルの確立に努めた。
・小中学校では、平成25年2月に策定した「徳島県学校マネジメ
ント・学力向上実行プラン」に基づき、各教科等における「目
指す子供の姿」や、指導に関する重点ポイントなどを設定した
「平成25年度の重点」を踏まえた授業改善等の取組を推進し
た。

＜事業の達成状況＞　△

教育

○「全国学力・学習状況調査」における県
平均正答率
     [24]までに全国平均正答率を上回る

○ふだん一日10分以上読書（新聞等を含
む）をする児童生徒の割合
　小5 ［23］70.1％→［26］78.0％
　中2 ［23］58.1％→［26］68.0％

Ｃ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

→

＜H23～26取組内容と成果＞
・県指定「幼小中連携推進事業『学びのかけ橋』プロジェク
ト」の実施により、鳴門市（H23)・藍住町（H24･25)・東みよし
町（H26･27)・北島町（H26･27)が幼小連携・接続の研究に取り
組んだ。「目指す子ども像」の共有、幼稚園教育と小学校教育
の相互理解と充実、「接続カリキュラム」の作成、互恵性のあ
る合同活動等について研究し、その成果を「あわ（OUR)教育発
表会」等において県内に普及した。藍住町の研究は、国研教育
課程研究指定校事業も兼ね、充実した研究となった。

・保育所と小学校との連携の推進に向けて、その連携状況を把
握するための調査を行った結果、次年度小学校入学者が在籍す
る保育所では、ほぼ全ての保育所において小学校との連携が図
られていた。その結果を各市町村へ周知し、連携への取組の継
続を図るよう推進した。（H25）

・平成26年度に策定した「徳島県幼児教育振興アクションプラ
ンⅡ」の基本方針にも発達や学びの連続性をつなぐ幼小連携・
接続についても示し、取組の充実を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

●就学前教育と小学校教育とのつながりを円
滑にするため、保育所・幼稚園・小学校の適
切な連携の在り方についての研究を進め、成
果を普及します。

推進 → → 教育

●小・中学校のより円滑なつながりと学力向
上を図るため、小中一貫教育についての研究
を進め、成果を普及します。

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
・「幼小中連携推進事業『学びのかけ橋』プロジェクト」及び
「教育課程研究指定校事業」の実施により、鳴門市（H23)・藍
住町（H24・H25)を研究指定地域として研究に取り組んだ。
　
　長期派遣研修や人事交流・連携コーディネーターの配置によ
り、長期的な視野に立った連続性のある教育活動の推進を図る
ことができた。
　
・平成25年度より文部科学省の委託を受け、「小中一貫教育
『徳島モデル』調査研究事業」を阿南市椿校区、牟岐町におい
て実施し、平成27年度までの３年間、 調査研究を行うことと
なった。
　『徳島モデル』とは、「チェーンスクール」と「パッケージ
スクール」という人口減少社会に対応した２つの新しい学校教
育のかたちである。
「チェーンスクール」は、阿南市椿校区（椿小学校、 椿泊小学
校、 椿町中学校）で実施し、小規模校を維持しつつ、 複数校
による連合体を形成し、「教員による巡回指導」や「教材・教
具等の共有」など、 各学校の「教職員」や「施設設備」を一体
的に活用しながら、 多様な学びを保障することである。
「パッケージスクール」は、牟岐町（牟岐小学校、 牟岐中学
校）で実施し、学校を核として、 保育所や社会教育施設などが
担うサービスを一体的に提供し、 幼児や児童生徒等との交流を
可能とすることである。

・それぞれの地域の実情に応じた幼稚園、小学校、中学校の連
携及び一貫教育の在り方について研究し、その成果を「あわ
（OUR)教育発表会」や県の広報誌等を活用して、県内に情報発
信をした。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

577

578

Ａ

Ｂ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

160人 106人 166人 ◎

●国際性豊かな児童生徒を育むため、日本人
としてのアイデンティティの確立や英語教育
の充実を図るとともに、海外留学の支援や、
欧米諸国、アジア諸国等との交流促進により
異文化理解やコミュニケーション能力の育成
などを推進します。

推進 → → →

→

＜H23～26取組内容と成果＞

・希望のあった学校に、英語が堪能な人材を小学校外国語活動
サポーターとして17市町37名配置し、教職員の指導力向上を
図った（平成23年度）。
・小学校外国語活動サポーターの研究会を行い、授業の充実を
図った（平成23年度）。
・小中高英語教育実践講座（平成23～25年度）、小中高英語パ
ワーアップ講座（平成26年度～）を実施し、学校間の連携を意
識した先進的な指導体制づくりに取り組んできた。
・各郡市において、外国語活動に関する研究会、研修会で県教
育委員会指導主事が指導助言等を行い、教員の指導力向上を
図った。
・研究開発学校において研修会、授業研究会等を実施し、先進
的な英語教育への研究開発を行った。（平成25～26年度）

　上記の取組により、より一層小学校外国語活動の充実が図ら
れた。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

●小学校外国語活動支援講師を市町村教育委
員会へ配置するなど、教職員の教育力の向上
を図り、小学校外国語活動の充実に取り組み
ます。

推進 → →

579

580

＜H23～26取組内容と成果＞
・小・中・高等学校での英語の指導改善を図るため「英語教育
強化地域拠点事業」等を実施し、拠点校を中心に英語教育の改
善研究に取り組み、研究成果を発表したり情報発信をすること
で県内の英語教育の充実を図った。

・外国人との交流を支援する「グローバルチャレンジ支援事
業」、県内で高校生が擬似留学体験する「Tokushima英語村」プ
ロジェクト等の実施により、国際性豊かな児童生徒の育成を
図った。

・「学校を拠点とした地域国際理解教育推進事業」を継続実施
し、外国からの教育旅行受入体制を強化するとともに、アジア
諸国を始め外国との交流の充実を図ることにより、他国の言語
に触れる機会を増やした。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

○高校生の留学（留学期間２週間以上）者
数
　[24]117人→[26]160人

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

＜H23～26取組内容と成果＞
　非常勤講師を配置　合計271名
・学校生活支援担当非常勤講師  任用 H23:21名、H24:17名、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 H25:17名、H26:23名
・免許外教科担任解消非常勤講師任用 H23:18名、H24:21名、
                                   H25:18名、H26:19名
・小学校専科担当非常勤講師　  任用 H23:22名、H24:28名、
                                   H25:26名、H26:28名
・育児短時間勤務派遣講師　　  任用 H23: 3名、H24: 2名、
                                   H25: 3名、H26: 3名
・体育代替派遣講師　　　　　　任用 H23: 2名、H24: 0名、
                                   H25: 0名、H26: 0名

　目的にあった上記講師を計画どおり配置することができ、教
育効果や支援体制の充実が図られた。

＜事業の達成状況＞　◎

教育実施 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
・エコリーダー養成講座を開催し、「新 学校版環境ISO」の認
証システムや具体的な活動内容を説明するとともに講演を行っ
た。

・環境・エネルギー教育発表会を開催し、認証式・表彰式とと
もに代表校による実践発表や講演を行った。

・「新学校環境ISO」認証取得校数（累計）
　目標値　H23 215校　　H24 220校　　H25 240校　 H26 250校
　実績値　H23 231校　　H24 239校　　H25 245校　 H26 252校

・認証取得校の取組や、環境教育に関する資料をホームページ
等から情報提供することにより、環境教育の推進を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

●体験的・実践的環境学習である「学校版環
境ＩＳＯ」を発展させ、学校と地域がより一
層連携し環境学習を行う「新学校版環境ＩＳ
Ｏ」の取組を推進します。（再掲）

●学力向上などを支援する非常勤講師を各学
校へ配置し、教員が子どもと向き合う時間の
拡充と学習指導体制の充実を図ります。

推進 → → →581

582

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
・「郷土に誇りを持ち、社会の一員として自立したたくましい
人づくり」の達成に向け、児童生徒が郷土のよさを知り、「郷
土(徳島)の偉人」の生き方や功績について学ぶことにより郷土
を愛する心を育むことができるよう、小学校道徳学習教材「子
どもたちに伝えたい郷土（徳島）の偉人～人生の開拓者たちに
学ぶ～」（児童用教材、教材冊子教師用「指導の手引き」、教
材ＤＶＤ・イラスト写真集）を作成、配付し、その活用を図っ
てきた。
・Ｈ26年度には、学校・家庭・地域連携のための道徳教育理解
促進リーフレットを作成、配付し、その活用を図った。リーフ
レットには、連携を行う中で子供たちの豊かな心を育むため
に、上記学習教材（郷土の偉人）を用いた道徳の時間の紹介
や、「私たちの道徳（文部科学省）」の家庭での活用例等を記
載した。
　これらの本県独自の教材を有効に活用してふるさと教育をよ
り具体的に推進するため、各種研修会等を通して、小中学校に
おける指導方法の工夫改善に努めた。
・地域伝統芸能文化の継承
　伝統芸能分野については、関係諸団体の協力のもと、人形浄
瑠璃や藍染めなどの伝承につながる体験活動を3校を対象に実施
した。あわっ子文化大使育成プロジェクトをとおして、あわ文
化を発信するリーダーとなる中学生を、平成25年度に31名、平
成２６年度に34名育成した。徳島の地域伝統芸能を文化の継承
を通じて、ふるさと教育を推進した。

＜事業の達成状況＞ ○

教育

＜H23～26取組内容と成果＞
・全市町村で、学校食育推進委員会を定期的に開催し、児童生
徒の実態に応じた食育について意見交換している。また全公立
学校に食育リーダーを配置し、食育全体計画を作成して、系統
的に食育を推進している。

・栄養教諭の配置拡大
  （Ｈ22年度25名　Ｈ23年度35名、Ｈ24年度45名、Ｈ25年度49
名、Ｈ26年度50名）

・教材・教具を開発し、公立学校に配布した。
　　　（紙芝居・食育カードは小学校と特別支援学校に配布）
    Ｈ23年度 朝食摂取啓発指導資料
　　Ｈ24年度 郷土料理資料集
　　Ｈ25年度 食育紙芝居３種類　食育指導事例集
　　Ｈ26年度 食育カード４セット

・未配置校も含めた全小中学校で、栄養教諭・学校栄養職員が
食に関する指導を行った。
・高校生に対して「食の専門家」を派遣し、将来にわたる望ま
しい食習慣形成のための指導を行った。
・30の指導事例を掲載した「徳島県学校食育指導プランⅡ～
す・だ・ち～」（平成27年３月）を作成し、全公立学校に配布
した。

　
＜事業の達成状況＞  ◎

教育

6　健やかな体の育成
●「徳島県食育推進計画」に基づき、学校・
家庭・地域が連携し、子どもたちの健全な食
生活の実現と豊かな人間形成を図るため、栄
養教諭の配置を拡大するなど、食に関する指
導の充実を図ります。

推進 → → →

5　豊かな心の育成
●世界に誇ることができる徳島県出身の偉人
の偉業や業績について、児童生徒が学習する
機会を設けることなどにより、本県への愛郷
精神を養うふるさと教育を推進します。

583

584

Ｂ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

585 推進 → → →

小5、
中2と
も全国
平均以

上

全国調
査なし
（震災）

(小５)男
子

38位
女子
34位

(中２)男
子

35位
女子
31位

(小５)男
子

42位
女子
33位

(中２)男
子

33位
女子
32位

(小５)男
子

37位
女子
26位

(中２)男
子

28位
女子
42位

△

586 支援 → → →

派遣
派遣
45校

58校 57校 58校 ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・体力アップ！サンライズ事業（運動好きで基本的な身体能力
を身につけた子どもの育成を図るとともに、家庭地域と連携し
た運動環境の整備を通して体力向上を実現する）

・体力向上計画の作成（小・中学校）体力アップ！100日作戦
（体力向上・生活習慣形成の目標を立て、100日達成をめざす）

・プラス1000歩チャレンジ（歩数計を活用し、1日の歩数を年度
初めより1000歩増やすことをめざす）

　上記の事業推進により、前回悉皆調査であるH21年度と比較す
ると、小学生5年男子では、H21年度47位→H26年度37位、女子で
は平成21年度41位→平成26年度26位、中学2年男子では、平成21
年度37位→28位と躍進した。

＜事業の達成状況＞　○

教育

○「全国体力運動能力調査結果」における
全国順位
     [21]小5男子：全国47位、中2女子：
全国38位
   →[26]小5、中2ともに全国平均以上

教育

●小・中学校の体育・保健体育科授業におい
て、専門の指導員を配置し、技術的な支援を
行うことにより、運動好きで基本的な身体能
力を身に付けた児童生徒の育成を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
・小学校の体育授業に体育サポーター(体育系専門の大学教員・
指導主事）を派遣する「体育授業はつらつサポート」事業は、
喫緊の課題である子どもの体力向上の対策事業として、計画を
前倒しして、平成23年度より45校で実施した。

・平成24年度は58校、H25年度は57校、H26年度は58校で実施し
たことにより、基本的な身体能力を身につけた児童生徒の増加
や教員の授業力向上につながった。

＜事業の達成状況＞　◎
○小・中学校の体育授業をサポートする
「体育サポーター」の派遣
    [24]派遣

●児童生徒の実態把握をもとに、学校・家
庭・地域が連携した取組を実施し、児童生徒
の体力向上を図ります。

Ｃ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

587 推進 → → →

創設
創設
31校

56校 69校 88校 ◎

588 推進 → → →

18団体
７

（団体・
個人）

８
（団体・
個人）

11
（団体・
個人）

20
（団体・
個人）

◎

5競技 3競技 △

＜H23～26取組内容と成果＞
・児童生徒がグループで楽しく運動できるよう、ゲーム感覚で
参加できるＩＣＴによるランキングシステムを活用した「わん
ぱくランキング」を創設し、８の字跳びや持久走などに繰り返
しチャレンジすることで運動習慣の確立が図られるようにし
た。

・平成23年度は、喫緊の課題である子どもの体力向上の対策事
業として、計画を前倒しして「わんぱくランキング」を創設
し、31校で実施した。

・平成24年度は、前・後期制及び種目を3から17種目に拡大し、
家庭でも取り組める種目の導入を実施した。

・平成25年度は、手軽に入力できる方法の普及に努めた。

・平成26年度は、夏の種目を追加し、19種目で、年間を通して
参加できるよう努めた。

　上記の取り組みにより、楽しみながら運動習慣の機会に触れ
る児童生徒が増加した。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

●有力選手を特定の高校へ集め、指導体制を
整備するとともに、中学校、高校及び各競技
団体等関係機関の三者間での連携強化を進め
るなど、競技力向上のための基盤強化を図り
ます。
また、早い段階での有力選手の発掘・育成を
進めるため、活躍が期待できる競技を選考し
た上で中学校段階での指導体制強化を図りま
す。（再掲）

＜H23～26取組内容と成果＞
・高校スポーツの競技力向上を目的に、平成23年度は23校32
部、平成24年度は21校31部、平成25年度は19校32部、平成26年
度は18校32部を、競技力向上スポーツ指定校として指定し、①
遠征・合宿等のための強化費の補助　②指導者の適性配置　③
入学者選抜の特色選抜で募集人員を定めることができる等によ
り、指定校の強化活動を支援した。
・中学校や各競技団体との連携を強化し、一貫した指導体制を
作り強化につなげた。さらに、指定校生以外の有望選手に対し
ても、競技スポーツ重点強化対策事業として、遠征や強化合宿
に参加し強化を図るための活動支援をした。
・指定校として強化しているが、全国高等学校総合体育大会で
行われていない競技で、全国高等学校総合体育大会と同格の大
会において、団体優勝をはじめ4つの入賞があった。

＜事業の達成状況＞　○

※平成２６年度版では数値目標の追加を行っている。
　　（中学校トップスポーツ競技として指定する競技）

教育

○全国高等学校総合体育大会等の入賞（団
体・個人）数
　 [21]10団体→[26]18団体

○小学生の運動習慣づくりを進める「わん
ぱくランキング」の創設
    [24]創設

○中学校トップスポーツ競技として指定す
る競技
　 [21]0競技→[26]5競技

●ＩＣＴを活用した「手軽にできる運動」の
ランキング判定システムを作成・運用し、楽
しみながら、児童生徒の運動習慣の確立を図
ります。

Ａ

Ｂ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

589 推進 → → →

全国
平均
以下

女子
６才・８

才
平均
以下

女子
６才
平均
以下

男子
6・7・10
歳で平
均以
下，
女子

6・7・9・
11歳で
平均
以下

男子
6歳

平均以
下

△

30%減
少

20.9％
減少

△

●学校保健の充実を図るとともに、学校・家
庭・地域・専門機関と連携し、子どもたちの
現代的な健康課題の解決に取り組みます。特
に、望ましい生活習慣の定着を図り、児童生
徒の肥満予防・肥満対策、生活習慣病予防対
策を推進します。

教育

○小・中・高の高度肥満の児童生徒数
　[26]30％減少（平成21年度比）

○肥満傾向児の出現率
　 [21]小･中･高の全年齢で全国平均を上
回っている
 →[26]小･中･高の全年齢で全国平均以下

Ｃ

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成23年度は「こどもの健康を守る地域専門家総合推進事
業」において、平成24年度からは「学校保健課題解決支援事
業」において、教育・医療・保健・ＰＴＡ関係者等で支援チー
ムを組織し生活習慣病等健康課題について協議した。（H23：1
回 H24：4回、H25：4回、H26：4回）

・学校関係者への研修会において、尿検査・肥満の二次受診率
の向上を含めた生活習慣病予防に関する啓発と、各校の実践発
表を行った。（H23：2回、H24：2回、H25：2回、H26：2回）

・生活習慣病等、各地域の健康課題に即した専門医の派遣を行
い、地域の取組みを支援した。（H23：29回、H24：9回、H25：
16回、H26：12回）

・平成24年度から県医師会と連携し、全校種で学校検尿検査シ
ステムを開始し、二次検診率の向上と疾患の早期発見・早期治
療や生活管理・指導に役立てた。

・平成26年度は、小児生活習慣病予防推進モデル事業を実施
し、２地域において専門医の指導のもとに、肥満予防・生活習
慣改善についての取組を行い、食育・体力向上との連携、保護
者を含めた指導啓発を実施し、取組成果の県内へ報告・普及を
図った。

上記の取組みを行ったが、平成26年度は小・中・高のうち男子6
歳を除くすべての年齢で全国平均以上であった。
 
＜事業の達成状況＞△
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

590
策定・
推進

→ → →

62% 65% 75% 80% 77.3% 82.9% 82.9% 82.9% ◎

91% 95% 98% 100% 96.5% 98.8% 100% 100% ◎

教育

7  社会性を育む職業教育の推進
●児童生徒の社会的・職業的自立に向けた基
礎的な能力の向上や勤労観・職業観の育成を
図るため、県下全域における職場体験や就業
体験の取組を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
○職場体験に関する取組（平成23年度）
「小・中学校における体系的・一貫的な進路指導に関する調査
研究」（文部科学省）
キャリア教育モデル地域を指定し、職場体験実施についての課
題研究等を行った。
（対象モデル地域）
・阿南市モデル地域：福井中学校、福井小学校
・美馬市モデル地域：岩倉中学校、岩倉小学校

○インターンシップに関する取組（平成23・24・25年度）
・県立施設におけるインターンシップ促進事業
・高校生インターンシップ推進事業
・産業人材確保インターンシップ推進事業（労働雇用課と連
携）
インターンシップの必要性等が深まり、企業とのインターン
シップを実施する高校が増えてきている。
（平成26年度）
・専門高校コンソーシアム事業
農業科・工業科・商業科を設置する３校を指定し、企業の協力
のもと長期インターシップを実施した。

○キャリア教育の推進
（平成23年度）
・キャリア教育についての理解を深めたり、実践の手順等につ
いて紹介した小冊子を作成・配付
（平成24年度、平成25年度）
・キャリア教育推進アシストキャラバン開催
　管理職、各校キャリア教育推進の中核となる教員を対象に実
施し、キャリア教育の理解を深めた。
キャリア教育の理解をとおして、インターンシップの必要性に
ついて理解が深まった。
（平成25年度）
・徳島県中小企業家同友会との協定の締結
　児童生徒等の勤労観・職業観を高め、地域経済を支える人材
の育成・確保を図るため、職場体験やインターンシップの推進
に係る連携協定を締結した。
・「徳島県キャリア教育推進指針」の策定
・職場体験やインターンシップ等に関するデータベースである
「あわ教育サポーター企業等データベースシステム」を構築し
た。
（平成26年度）
・「徳島県キャリア教育推進指針」の周知
　学校においてキャリア教育を推進する上で必要となる方策等
の浸透を図った。
・「あわ教育サポーター企業等データベースシステム」の登録
企業を増やした。

＜事業の達成状況＞ ◎

○高校におけるインターンシップの実施率
    [21]54％→[26]80％

○中学校における職場体験の実施率
　 [21]83％→[26]100％

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

6－2　個性尊重とくしまづくり

591 準備 開校 → →

開校 準備 開校 充実 充実 ◎

45校 60校 89校 99校 ◎

592 推進 → → →

90% 93% 96% 100% 96％ 94% 96% 100% ◎

教育

教育

○徳島県立みなと高等学園の設置
    [24]開校

1　特別支援教育の推進
●「ハナミズキ・プロジェクト」における教
育施設として、病弱等を伴う発達障がいの生
徒に対して、社会的・職業的自立に向けた教
育を行う、全国に先駆けた「オンリーワン施
設」となる「徳島県立みなと高等学園」を設
置し，発達障がい教育を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
（H23年度）
・新築工事完了、生徒募集選抜、教育課程等ソフト面準備終了
（H24・25年度）
・平成24年4月開校。社会的・職業的自立に向けた教育の展開
・事業所見学、1週間の校内実習、民間事業所で職業体験
・学校の取組は学校ホームページで公開
・学校訪問や見学依頼は国内外から88件、690名（H25）
・発達障がい教育の充実のためにみなと高等学園を中心した発
達障がい教育研究会（年2回）を開催。第１回は講演とグループ
協議、第2回は県立高校の実践報告、発達障がいシンポジウムを
行い、のべ238名が参加。
なお、発達障がい教育の研究をさらに深めるため、H25年度から
発達障がい教育研究会の参加校数を指標としている。
（H26年度）
・第１回発達障がい教育研究会は、高校からの実践発表と講演
を実施。第２回は幼稚園・小・中学校での集団指導に関する取
組についての実践発表及び高校での就労支援についての報告
と、演習を実施した。参加者はのべ209名。

　上記の取組により、 みなと高等学園では、 社会的自立に向
けた実践的な職業教育が実施され、 職業体験等を通して、 生
徒の就労への実践力を育成することができた。発達障がい教育
研究会についても、 年々参加校が増え、 研究会後に行うアン
ケート結果でも、 参加者の90%以上から「満足」という回答を
得ている。

＜事業の達成状況＞　◎

●特別な支援が必要な幼児・児童生徒一人ひ
とりに対する「個別の教育支援計画」を作
成・活用し、関係機関の連携による一貫した
きめ細やかな支援を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・個別の教育支援計画について、幼・小・中・高・特別支援学
校の特別支援教育コーディネーター対象に実施している研修会
等で周知

・国の事業を活用し、啓発冊子を作成し、幼・小・中・高等学
校全教員に配付

・国の事業を活用し、地域を指定して作成・活用について研究
し、研究成果を全県に情報提供

・保護者の同意を得て作成するものであるが、必要性が園・学
校に周知され、作成が進んでいる。未作成の学校には、個別に
作成を進める。

　上記の取組により、各園・学校において、個別の教育支援計
画への理解が深まり、着実に、作成・活用が進んできている。

＜事業の達成状況＞◎

○「個別の教育支援計画」を作成している
学校の割合
    [21]85％→[26]100％

○「徳島県発達障がい教育研究会」におけ
る参加校数
　［24］発足　→［26］60校

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

593 準備 → → 開校

新校舎
完成

開校
体育館
建設中

体育館
完成
校舎・
寄宿舎
建設中

新校
舎・

寄宿舎
完成

開校
　

運動場
等外構
工事完

成

◎

594 推進 → → →

確立 推進 確立 拡充 拡充 ◎

教育

●盲・聾学校を徳島視覚支援学校、徳島聴覚
支援学校と校名変更し、両校を併置する形で
移転・改築することにより、両校教員の連携
による幼児・児童生徒一人ひとりのニーズに
応じた特別支援教育を展開します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成23年度に体育館の建設工事に着手し、平成24年度に完
成。平成24年度に校舎・寄宿舎の建設工事に着工し、平成25年
度に完成。平成26年度に運動場等外構工事、クラブハウスが完
成した。

・両校が定期的に協議を重ね、両校の連携・協働により、教育
相談体制の充実、地域との交流の促進、地域の防災施設として
の機能についての検討。

　上記の取組により、盲・聾学校の併置による移転・改築が計
画的に実施され、両校の円滑な学校運営の準備を行うことがで
きた。

＜事業の達成状況＞　◎
○徳島視覚・聴覚支援学校の移転・改築
　[25]新校舎完成→[26]開校

●「徳島県立みなと高等学園」を核として、
幼小中高と一貫した特別支援教育のネット
ワークを形成し、社会的・職業的自立に向け
た専門教育を推進するとともに、児童生徒の
障がいの重度・重複化に対応したきめ細やか
な教育の充実を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
・特別支援学校において、外部の専門家を活用しての専門研修
の実施

・外部の専門家を活用しての幼・小・中・高等学校等への相談
支援

・重度・重複児に対しての医療の専門家による検査や支援

・徳島視覚支援学校・徳島聴覚支援学校等における支援のため
のボランティアの養成と派遣

・高等学校における発達障がいのある生徒への支援事業の実施

・特別支援学校で学ぶ生徒の社会的・職業的自立を活かす「と
くしま特別支援学校技能検定」を2分野3種目で創設し、平成25
年度から4分野7種目に増設。

・関係機関が連携し、テレビ会議システムを活用した相談、情
報交換の実施。
　
上記の取り組みにより、きめ細やかな教育の充実に貢献でき
た。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

○各支援学校等との連携による全県サポー
ト体制の確立
    [24]確立

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

595 推進 → → →

80% 80% 80% 71．5% 74.2% 74.7% 76.4% △

→ →

教育

●特別支援教育の充実を図るため、教員の専
門性向上に取り組みます。

＜H23～26取組内容と成果＞
・県教育委員会教育職員免許法認定講習を、23年度から１講座
増やし４講座開設、26年度から、さらに２講座増やし６講座開
設。
・放送大学等を併用した短期間での免許取得等について紹介
・県教育委員会教育職員免許法認定講習の受講対象を、25年度
から小中学校の特別支援学級担任以外の教諭にも拡大、26年度
から幼稚園教諭にも拡大。

　上記の取組により、免許取得に必要な期間の短縮を図ること
ができ効果が出始めており、取得率が向上している。また、認
定講習会の受講が、特別支援教育の充実にむけた教員の専門性
の向上につながっている。
　平成26年度文部科学省調査による当該障がい種の免許状保有
率では全国平均(72.7％)を上回っており、知的障がいの免許状
保有率については81.8％、他障がい種も含めた免許状保有率
は、81.2％である。

＜事業の達成状況＞　△

○特別支援学校に勤務する教諭の特別支援
学校教諭免許状保有率
　 [21]73％→[26]80％

教育

＜H23～26取組内容と成果＞
・発達障がい等のある特別な支援を必要とする生徒の高等学校
段階における支援の充実が求められており、支援生徒の学校生
活の充実や学業不適応状態の予防改善を図るとともに、校内支
援体制の充実や周囲の理解啓発を促し、生徒への適切な指導、
支援のあり方を検討することを目的として、特別支援教育支援
員を配置している。（H26年度は、2校に各1名ずつ配置）

・対象生徒の学校生活の安定及び学習意欲の向上

・発達障がいに対する学校全体の理解促進

・個別の指導計画作成・活用による指導の充実

支援対象生徒が在籍する県立高等学校に対して、上記の取り組
みによる学校支援体制の充実を着実に推進した。また、昨年度
の課題であった配置校における支援方法等の情報提供も、みな
と高等学園で行われている「徳島県発達障がい教育研究会」で
取組発表を行うなど、他の高等学校への情報共有が進んでき
た。
　
＜事業の達成状況＞　◎

●発達障がい等により特別な支援を必要とす
る生徒の在籍する県立高等学校に「特別支援
教育支援員（学習支援員）」を配置すること
により、支援対象生徒の学校生活の充実及び
学校不適応状態の予防改善を図るとともに、
学校における支援体制の充実を図ります。

推進 →596

Ｃ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

597 推進 → → →

21市町
村

22市町
村

23市町
村

24市町
村

22市町
村

24市町
村

24市町
村

24市町
村

◎

598 推進 → → →

15
事業所

30
事業所

50
事業所

推進
15

事業所
39

事業所
90

事業所
◎

599 促進 → → →

開設
開設
準備

開設 推進 推進 ◎

教育

＜H23～26取組内容と成果＞
・１年次からの事業所見学、校内実習、民間事業所等での就業
体験を実施

・雇用ニーズの高い清掃業等の専門家を活用した「とくしま特
別支援学校技能検定」の実施

・事業所と生徒のマッチングを図るため、ジョブサポーターを
配置し、就業体験先を拡充するとともに、事業所との連携を
図った。

・企業と特別支援学校の生徒が、就労に向けた理解や動機付け
を高めるための「ゆめチャレンジフェア」を開催

　上記の取組により、事業所の就業体験協力への理解が深ま
り、就労支援の充実につながった。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

＜H23～26取組内容と成果＞
・国の委託事業を受け、地域における教育と保健等との連携を
活かした相談支援ファイル作成の取組を行い、地域特別支援教
育連携協議会連絡会において、県内に作成内容・工夫・効果等
を情報発信した。

・県内すべての市町村において、地域特別支援連携協議会が設
立され、継続した活動が行われるようになった。

・早期からの教育相談・支援体制構築事業（国委託事業）を受
け、委託先の市における体制づくりが充実してきた。さらに、
この成果を県内各市町村と情報共有することで、各市町村にお
ける体制づくりの充実にもつなげられた。

＜事業の達成状況＞　◎

2　職業的自立を目指す生徒の就労支援
●職業的自立を目指す生徒一人ひとりに応じ
た就労支援を推進するため、「徳島県立みな
と高等学園」において障がいに対応した学科
を設置し専門教育を行うとともに、事業所等
での就業体験を積極的に行います。また、企
業側の学校に対するニーズ・雇用情報の収
集、就業体験の受け入れ先及び就労先の確保
を図ります。

●市町村特別支援連携協議会が中心となり、
教育・福祉・医療・労働等の連携により、就
学前から就労までの支援体制を構築します。

○地域特別支援連携協議会の設置
　 [21]21市町村→[26]全市町村

保健

○「発達障がい者総合支援ゾーン」の開設
     [24]開設

3　発達障がい者（児）への支援（再掲）
●徳島赤十字病院跡地（小松島市）を活用
し、発達障がい者（児）を支援する施設を集
約する「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。

＜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＞　◎

○職場見学・就業体験協力事業所数（累
計）
　 [21] － →[26]50事業所

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

600 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

◎

6－3　みんなのまなびやとくしまづくり

601 推進 → → →

80% 90% 100% 100% 96.4% 100% 100% 集計中 －

●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。

＜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

保健

○「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

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

教育

＜H23～26取組内容と成果＞
（取組内容）
・各年度間の途中経過調査（当年度）や実施状況調査（翌年
度）を行い、各実施状況や成果、課題等を明らかにした。年度
ごとの集計･分析結果を市町村教育委員会及び各学校に通知し、
充実改善の取組を促した。また、集計･分析結果を県のホーム
ページに掲載し、広く公表することで充実改善の取組を促し
た。

（成果）
・平成23年度間における実施状況調査
　県立学校及び市町村立学校の実施率は96.4%であった。
  （うち、県立学校の実施率100％）
・平成24年度間における実施状況調査
　県立学校及び市町村立学校の実施率は100％であった。
・平成25年度間における実施状況調査
　県立学校及び市町村立学校の実施率は100％であった。
・平成26年度間における途中経過調査
　県立学校及び市町村立学校のうち、評価を｢実施した･予定」
との回答は100％であった。
　※平成26年度間の学校関係者評価の実施率は、12月以降に判
明する予定。

　学校関係者評価の実施率が高まったことにより、地域に開か
れ信頼される学校づくりを推進する環境が整いつつある。

＜事業の達成状況＞　◎

1　開かれた学校づくり
●地域に開かれ信頼される学校づくりを推進
するため、自己評価や学校関係者評価を活用
した、学校評価システムの充実・改善を図り
ます。

○学校関係者評価の実施率（幼稚園、小・
中・高校、特別支援学校）
    [21]67.8％→[26]100％

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

602 展開 → → →

全校
展開

展開中 展開中 展開中
全校
展開

◎

603 推進 → → →

12校 13校 14校 14校 11校 13校 21校 21校 ◎

604 推進 → → →

76% 79% 82% 85% 82％ 86% 87% 88% ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
全ての県立学校で特色を活かした地域開放・地域貢献事業を実
施した。

・公開授業など学校開放事業、人権教育関係講演会、防災行
事、清掃奉仕活動等

・「とくしま教育の日」にあわせて学校行事を実施し、徳島県
の教育について広報・周知に努めた

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・文部科学省が行うコミュニティ・スクール推進事業により、
平成26年度末までに本県では累計21校が調査研究を行い、
伊座利小学校及び由岐中学校伊座利分校、
加茂小学校、半田中学校、半田小学校、三庄小学校、
昼間小学校、足代小学校、三好中学校、三加茂中学校、
北島北小学校、北島小学校、北島南小学校、北島中学校の14校
が町教育委員会からコミュニティ・スクールに指定されてい
る。

　上記の取組により、目標値が達成されるとともに、コミュニ
ティ・スクールによる地域に開かれた学校づくりの実践例を増
やすことができた。

＜事業の達成状況＞　◎

○「県立学校地域開放プラン」の展開
     [21] － →[26]全校展開

○「コミュニティ・スクール」モデル校数
（累計）
　[21]9校→[26]14校

教育

●子どもたちが、放課後や休日における勉強
及びスポーツ・文化活動等の様々な体験活
動、地域住民との交流活動を行う居場所づく
りを推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・放課後子ども教室数（H23：48教室　H24：48教室 H25:47教室
H26:48教室）

・放課後児童クラブ・児童館実施・運営数（H23：146小学校区
H24：143小学校区　H25：144小学校区　H26：144小学校区）

・「放課後子供教室」・「放課後児童クラブ」・「児童館」の
小学校区における実施率（H23：163/197=82%　H24：
164/190=86% H25:163/188=87% H26:165/186=88%）

・放課後子供教室教育活動サポーター等研修会、放課後子ども
プラン研修会、学校・家庭・地域の連携セミナー等を開催し、
放課後子供教室推進事業に関わる関係者の資質向上を図り、よ
りよい放課後や休日の体験活動等を実施することができた。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

●学校に「コミュニティ・スクール」を導入
し、地域に開かれた学校づくりを進めます。

教育

○放課後や休日における体験活動等の実施
率
    [21] － →[26]85％

●各県立学校の特色を活かし、地域貢献に着
眼して、県立学校の「地域開放」に取り組み
ます。

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

605 推進 → → →

5
市町村

10
市町村

15
市町村

24
市町村

13市町
村

14市町
村

15市町
村

24市町
村

◎

606
創設・
推進

→ →

創設 創設 推進 推進 ◎

150回 250回 300回 278回 317回 379回 505回 ◎

●地域の教育力を向上させるため、学校支援
地域本部や学校サポーターズクラブによる取
組を進め、学校・地域において教育活動支援
を展開する学校地域応援団の設立を目指しま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
・地域の連合体として学校支援に取り組むクラブに認証書とサ
ポーターズクラブフラッグの授与を行った。認証申請状況
(H23：13市町村35クラブ　H24：14市町村46クラブ H25:15市町
村52クラブ H26:24市町村62クラブ）

・学校・家庭・地域連携セミナー等において、サポーターズク
ラブの広報活動を行った。
・学校・家庭・地域が連携した、学教教育活動支援の推進が図
られた。
・全２４市町村での設置が達成され、地域ぐるみでの学校支援
の輪が広がっている。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

○学校サポーターズクラブの設置市町村数
    [21] － →[26]全市町村

●県立高校生による「中学生のスポーツ・文
化活動」をサポートする地域貢献事業を創設
します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・競技力向上スポーツ指定校（平成26年度は18校32部）が、地
元中学校と連携し合同練習会を実施することにより、地域貢献
や中学生の育成を目指した活動をした。
・中学校と高校の指導者が連携して指導することで、指導方法
等について共通理解を図り、一貫した指導体制を構築すること
ができた。

・平成24年度より現状を把握するため、文化活動における中学
校と高等学校との交流状況についてのアンケート調査を実施
し、H25年度はアンケート結果を基にホームページで情報提供を
行った。平成26年度は継続したアンケート調査を実施した。

＜事業の達成状況＞  ◎

教育

○地域貢献事業の創設
    [24]創設

○中学生のスポーツ活動サポート回数（累
計）
　  [21] － →[26]300回

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

607 推進 → → →

14校 21校 15校 23校 ◎

4事例 8事例 4事例 10事例 ◎

＜H23～26取組内容と成果＞

「オンリーワンハイスクール『元気とくしまプロジェクト』」
（平成23年度）
・「地域の教育・文化の創造拠点」として８校が実施校として
取り組んだ。
（平成24年度）
・「学校と地域との好循環を促進」として「地域枠」７校、
「全国枠」１校が取り組んだ。
・自由な発想による学校独自の取組により、学校の特性を生か
した地域貢献がなされた。また、全国枠の実施校は、本事業の
活動内容を発表し全国２位の実績を納めた。

「スーパーオンリーワンハイスクール事業」
（平成25年度）
・これまでの取組により、魅力ある学校づくりから地域連携・
貢献することで、学校と地域との好循環を築き、地域を活性化
する取組が誕生してきた。さらなる飛躍を目指し、平成２５年
度より新規事業として、今までに培ってきた活動内容をさらに
レベルアップさせ、全国に発信できる徳島ならではの教育活動
を展開し、さらに世界で活躍することのできる取組を支援し
た。

　「全国展開枠」４校、そのうち「グローバル展開枠」１校が
実施校として認定され活動を展開した。

（平成26年度）
・「全国展開枠」３校及び「グローバル展開枠」１校を事業実
施校として認定し、魅力ある学校づくりや地域を活性化させる
取組を支援した。
　各校は、その取組を全国及び世界に向けて発信することで、
教育活動のレベルアップとグローバル人材の育成に貢献するこ
とが出来た。
　なお、各校の活発な取組によって、全国大会へ出場した事例
数は、当初の目標を上回った。

＜事業の達成状況＞ ◎

教育

●「地域の教育・文化の創造拠点」としての
オンリーワンハイスクールをより一層推進
し、学校と地域や大学との連携を強め、生徒
の主体的な活動を引き出しながら、全国に発
信できる徳島ならではの取組を行う日本のオ
ンリーワンハイスクールを目指します。

○「オンリーワンハイスクール『元気とく
しまプロジェクト』」実施校（累計）
    [22]7校→[24]21校

○「スーパーオンリーワンハイスクール事
業」実施校のうち、各分野の全国大会に出
場した取組（累計）
　　[24] － →[26]8事例

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

608 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% ◎

全校展
開

累計
16校

累計
20校

累計
29校

全校数
45校

累計
38校

○

609
順次拡

大
→ → →

5校 10校
15校
以上

20校
以上

5校 10校 18校 23校 ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
（県立高等学校施設耐震化率）
・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）
・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）
（エコスクール化県立学校数）
・太陽光発電装置の設置（H24　2校、H25　2校、H26　９校）
・ＬＥＤ太陽光照明灯の設置（H23　2校、H24　9校、
                             H25 10校、H26　８校）
・ろ過装置付き雨水タンクの設置（H23　2校、H24　9校）
・屋上緑化（H23　１校）
・内装木質化（H23　２校、H25　２校、 H26　９校）

　上記の取組により、環境教育の拠点となる県立学校に、環境
に配慮した設備の整備を進めることができた。

＜事業の達成状況＞　○

教育

●地域住民と連携した防災教育を推進し、児
童生徒の防災対応能力の向上と地域防災の担
い手の育成を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
・防災クラブはH23年度に5校から、毎年度5校毎創設してきた。
H25年度には県立中学校3校を加えて各学校の特色を生かした学
校防災ボランティア活動を展開してきた。

・地域と連携した避難訓練や避難所体験訓練に中学生・高校生
が支援側として参画し、新たな地域防災の担い手として活躍し
た。

・地域の実情に合わせて各校「防災クラブ」が創意溢れる活動
を実施し、地域の防災力向上を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

○県立高等学校施設耐震化率（再掲）
    [21]62％→[26]90％

教育

2　安全・安心な学校づくり
●学校施設を「よく・ながく」使い続けるた
めに、耐震基準に適応した災害等に強い安全
な学校施設の整備と耐震改修、エコ改修等を
推進します。

○市町村立小・中学校施設耐震化率（再
掲）
    [21]64％→[26]95％

○県立学校の「防災クラブ」の設置数（累
計）
    [21] － →[26]20校以上

○エコスクール化県立学校数（再掲）
    [21]3校→[26]全校展開

Ｃ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

610 推進 → → →

全中学
校区に
組織

－ － －
全中学
校区に
組織

◎

9,000
人

10,000
人

11,000
人

12,000
人

9,500人 9,400人
12,661

人
13,215

人
◎

事故件
数400
件以下

348件 310件 ◎

全小・
中・高
校で実
施

67校 99校 179校
全小・

中・高校
で実施

◎

●通学路等における児童・生徒の安全対策を
推進するため、「子ども110番の家（車）」や
「自主防犯活動用自動車（青色回転灯装着
車）」を活用したパトロール実施団体などの
ボランティアと連携し、子ども見守り活動を
強化します。

推進 → → 警察→

●地域住民の積極的な参加による防犯・交通
安全・防災の総合的な学校安全ボランティア
活動の支援を行い、幼児・児童生徒の安全確
保を図る取組を継続的に推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・スクールガードを中心に、中学校のＰＴＡ組織である健全育
成部や地域委員会等に呼びかけ、あん・あんサポーター体制を
構築した。

・「スクールガードリーダー連絡協議会」を開催し、県内の不
審者情報の共有や子供を犯罪から守る対策等について、警察等
や関係機関等との協議を実施した。

・通学路で見守り活動を行う「学校安全ボランティア」の養成
をし、全ての小学校区において、スクールガードと地域が連携
した活動ができるよう、各学校や市町村教育委員会へ依頼し
た。

・幼児、児童生徒の安全確保について、安全マップの活用や子
供110番の家の周知徹底、不審者情報の連絡体制の整備をした。

・平成25年度より、自転車事故の件数を減らす目標から、事故
件数そのものを減らしていく目標に変更し、学校安全体制の整
備を図った。

・平成26年度には、県立学校23校、市町村立中学校13校の「防
災クラブ」を核とした地域との防災訓練の取組を推進し、県内
の各学校へ地域と連携した防災訓練等の実施を図った。地域と
連携した避難訓練（地域・PTAとの避難所運営訓練や防災教育発
表会など地域住民参加の防災活動を含む）について、県内の全
小中高校で実施することができた。

　学校安全ボランティアの登録数が増加したことにより、児童
生徒の交通事故発生件数が減少した。また、地域と連携した防
災訓練等の取組を進めていくことにより、地域の防災力の向上
につながった。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

＜H23～26取組内容と成果＞
1 子ども110番の家や自主防犯活動用自動車のボランティア団体
員に対して安心メールで不審者情報や地域安全情報を提供
2 自主防犯活動用自動車のボランティア団体員等に対する防犯
講習の実施
3 子ども110番の家会員や自主防犯活動用自動車のボランティア
団体員との協働した見守り活動や学校における防犯講習の実施
　上記取組により、ボランティア団体との情報共有が図られ、
子ども見守り活動に対する連携が強化された。

＜事業の達成状況＞　◎

○児童生徒の交通事故発生件数
    [21]事故件数449件→[26]事故件数400
件以下

○地域住民参加の防災訓練実施数
    [21] － →[26]全小・中・高校で実施

611

○あん・あんサポートネットの組織化
    [21] － →[26]全中学校区に組織

○あん・あんサポーター（スクールガード
リーダー等を核とした学校安全ボランティ
ア）の登録数
    [21] － →[26]12,000人

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

6－4　生涯まなびとくしまづくり

612 推進 → → →

55,000
人

56,000
人

57,000
人

72,000
人

69,260
人

72,066
人

81,795
人

85,775
人

◎

政策

○主催講座受講者数
    [21]52,341人→[26]72,000人

＜H23～26取組内容と成果＞
１　まなびーあ徳島で学んだ人が、次は教える立場になって県
民に還元するとくしま学博士による歴史教養講座を企画実施し
た。
２　まなびーあ徳島本部主催講座において、とくしま学博士に
よる論文発表を実施した。
３　各種講演会や徳島大学、関西の徳島県人会（京都、奈良、
近畿）において、とくしま学博士を活用するよう働きかけ、と
くしま学博士による講演を行った。
４　県内の自治体や民間企業の職員の専門的な技術や知識を有
効活用するため、「まなびーあ人材バンク」への登録を推進し
た。
　（平成２６年度４８４名登録）

＜事業の達成状況＞　◎

1　学習機会の提供
●「徳島県立総合大学校（まなびーあ徳
島）」において、県や高等教育機関、企業、
ＮＰＯ、住民、市町村など多様な主体との
パートナーシップにより運営を行う講座情報
を、ワンストップで提供します。

＜H23～26取組内容と成果＞
様々な講座情報を、ホームページ等を活用したワンストップ・
サービスにより情報提供を行った。
１　総合大学校ホームページによる情報提供
２　講座一覧表を年３回各７，０００部発行し、県内各施設
  約３８０ヶ所で配布。
３　まなびーあ徳島本部・メールマガジン「学びのネット
　ワーク通信」による情報提供
４　県との包括協定を締結しているコンビニ及びスーパー等
　でチラシを配布。
  (平成26年度実績）
　　主催講座　　 　１,３１０講座　８５,７７５人受講
  　県民企画講座　　　　５１講座　延べ ４，１１８人受講
　　連携講座  　　２，７２５講座　７３機関で実施

＜事業の達成状況＞　◎

※平成２６年度版では数値目標を58,000人から72,000人に上方
修正している。

政策

●グローバル化や高齢化などの社会潮流や、
県民ニーズに基づいた講座の開催を推進する
とともに、とくしま学博士をはじめとする多
様な人材による「まなびーあ人材バンク」を
活用するなど、本県のまなび拠点として、
「県立総合大学校（まなびーあ徳島）」の一
層の充実・強化を図ります。

推進 → → →613

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

614 拡充 → → →

開設 推進 開設 開設 開設 ◎

615 推進 → → →

30件 60件 90件 120件 54件 100件 152件 162件 ◎

616 推進 → → →

6
万冊

8
万冊

10
万冊

12
万冊

67,141
冊

89,833
冊

112,229
冊

134,615
冊

◎

●「徳島県立総合大学校（まなびーあ徳
島）」において、「中国語講座」、「放送・
ネット活用講座」、「まなびーあ県民講座」
など、県民ニーズに即した新たな県民講座の
拡充を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　平成２３年度、県内のケーブルテレビ局６社にコンテンツ
  を提供し、講座を放送して県立総合大学校の単位取得ができ
  るようにした。
２　平成２３年度、徳島グローバル戦略で中国との関係が深ま
 ることに対応した取り組みの一つとして中国語入門講座を開設
 した。
３　平成２４年度、とくしま学博士や県職員などを講師として
  活用し、防災など社会や県民のニーズに即したテーマで講座
 を開催した。
４　平成２５年度、県民の防災意識を高めることを目的に、ま
 なびーあ徳島ホームページを改修し、「防災生涯学習」コース
 を新設し、コンテンツを充実させるとともに、中国語に加え、
　「おもてなし英語講座」を開講し、県民ニーズに応えた。
６　平成２６年度、中学生を対象とした先端的なものづくりの
 現場（企業）の視察見学とものづくり体験を組み合わせた
 フィールドワーク講座や一般県民を対象とした歩き遍路体験
 講座を開催した。

＜事業の達成状況＞　◎

政策

○「新たな県民講座」の開設
    [24]開設

＜H23～26取組内容と成果＞
・新規指導者登録者数累計
　（H23：46名　H24：91名　H25：142名　H26:151名）
・新規団体・サークル登録数累計
　（H23：8団体　H24：9団体　H25：10団体　H26：11団体）
・生涯学習ネットワーク部会において、大学教員に指導者登録
を依頼した。
・総合教育センター生涯学習課の主催講座で、受講修了者に登
録を依頼した。
・生涯学習情報システムの広報活動を展開した。

　指導者、団体・サークル情報の提供により、生涯学習の推進
が図られた。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

●県立図書館を核とした県下図書館の連携に
よる「とくしまネットワーク図書館」によ
り、地域格差のない図書館サービスを提供し
ます。

＜H23～26取組内容と成果＞
・市町村図書館への協力貸出冊数（73,383冊）
・図書館未設置町への協力貸出冊数（8,246冊）
・県立学校への協力貸出冊数（9,640冊）

　利用者の利便性の向上等により、地域格差のない図書館サー
ビスの推進を図ることができた。

＜事業の達成状況＞ ◎

教育

○生涯学習情報システム団体指導者新規登
録件数（累計）
    [21] － →[26]120件

○市町村立図書館等への貸出冊数（累計）
    [21]2万冊→[26]12万冊

●「徳島県立総合大学校（まなびーあ徳
島）」をはじめ、県内の各種生涯学習情報を
インターネットによって提供します。

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

618 開設 推進 → →

開設 開設 推進 推進 推進 ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・開講科目、大学の負担等について、徳島大学、鳴門教育大学
及び四国大学と協定を締結し、平成24年9月に文化の森において
「博物館資料保存論」を開講した。

・さらに平成25年度からは「博物館展示論」、「博物館教育
論」の2科目を追加し、全3科目を実施した。その結果、現場で
の体験を伴う質の高い講義を行うことができ、大学との連携が
深まり好評を得た。

＜事業の達成状況＞　◎

開講 推進 教育

●高齢者に生涯学習の機会をさらに多く提供
するため、ケーブルテレビで高齢者向けの講
座を放送し、「自宅に居ながら講座が受講」
できる環境づくりを行います。（再掲）

＜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、うちスクリーング参加者H25 14人、H26 21人）

＜事業の達成状況＞　◎

保健

→
●文化の森と四国大学、徳島大学及び鳴門教
育大学の県内3大学との連携による学芸員養成
科目を開講します。

整備

○「徳島県活き活きシニア放送講座」の開
設
     [23]開設

617 Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

619 推進 → → →

7,000
人

8,000
人

9,000
人

10,000
人

9,080人
10,777

人
13,024

人
15,311

人
◎

620 推進 → → →

350人 390人 372人 － －

10人 20人 － 14人 41人 41人 ◎

教育

2　家庭・地域における教育の充実
●子どもの自主的な読書を促進するため、読
書環境の整備を図ります。

○地域教育力再生コーディネーター養成講
座受講者数（累計）
    [21]246人→[24]390人

○学校・家庭・地域連携支援スペシャリス
ト認定者数（累計）
    [21] － →[26]20人

●生活や社会、自然体験を通じて、地域で活
動できるコーディネーターや、各種講座で学
んだ学習成果を活かし、「新しい公共」の視
点から学校・家庭・地域の連携推進を支援す
るスペシャリストを養成し、社会性や思いや
りを育む「地域教育力」の向上を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
（平成23年度）
・県立図書館において定期的に「おはなし会」を開催するとと
もに、「お父さんのための読み聞かせプロジェクト」や「ブッ
クリスト推進フォーラム」を開催し、1,678人が参加した。

（平成24年度）
・県立図書館における「おはなし会」、遠足・社会見学・出前
おはなし会等の行事、中高生職業体験実習を含む見学などのイ
ベントに、1,697人が参加した。

（平成25年度）
・県立図書館の「おはなし会」の行事等に2,102人、ＮＰＯ団体
等の協働による「とくしま子どもの読書フェスティバル」に145
人が参加し、計2,247人が読書イベントに参加した。

（平成26年度）
・県立図書館の「おはなし会」の行事等に1,949人、ＮＰＯ団体
等の協働による「とくしま子どもの読書フェスティバル」に338
人が参加し、計2,287人が読書イベントに参加した。

　上記の取組みにより、イベントの参加者は増大した。
　以上により、子どもの自主的な読書を推進するため、家庭や
地域における読書に対する意識向上と読書環境の整備が図られ
た。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
（平成23年度）
・学校・家庭・地域及び行政等が連携して、安心・安全な地域
の学びの場をつくるための人材を養成する「子どもの学びの場
づくりコーディネータ研修」コース（子どもと放課後楽しみ隊
講座）を4日間開講し、68名が受講した。

（平成24･25年度）
・「地域教育力再生事業」を、「地域の絆ですすめる防災生涯
学習プロジェクト事業」に事業替えし、地域の防災・減災を
テーマにした学校・家庭・地域の連携を進めるスペシャリスト
を養成することとした。
・地域教育力再生コーディネーター養成講座受講生、放課後子
ども教室・学校支援地域本部コーディネーター等を対象とし
た、「学校･家庭･地域連携支援スペシャリスト養成講座」を6日
間開講し、H24年に14名、H25年は27名をスペシャリストとして
認定した。
　地域で教育支援活動を行っている受講者のスキルアップにつ
ながった。

（平成26年度）
・平成26年度からはスペシャリストを派遣して実施。
　派遣箇所　6箇所　延べ人数　29人　述べ派遣時間146時間
　また、派遣とともにスペシャリスト派遣事前研修会と活動報
告会を実施し、学校・家庭・地域の連携を図り、地域の絆を深
め各地域の教育力を高めることができた。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

○読書活動を推進するイベントへの参加者
数（累計）
    [21]5,217人→[26]10,000人

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

622 推進 → → →

35人 40人 45人 50人 35人 45人 49人 50人 ◎

623 推進 → → →

190校 220校 250校
全公立
小・中
学校

174校 213校 248校
全公立
小・中
学校

◎

→ →

3　食育の推進
●関係機関等と連携しながら「徳島県食育推
進計画」の着実な推進とともに、人材の育成
を図ります。

教育

→

＜H23～26取組内容と成果＞
１．「徳島県食育推進計画」に基づき、24全市町村において
「食育推進計画」の策定がなされ、うち2市・3町は第2次食育推
進計画に移行した。
２．市町村などの関係者と連携し、食事バランスガイドの普及
啓発などの取組に努めた。
３．人材の育成については、食育推進ボランティアの登録と、
食育推進ボランティアに対しての食をめぐる諸課題や県の取組
みについての情報提供、食育の意義や必要性などを効果的に伝
達するためのスキルアップ研修会、事例研修や報告会を行い、
食育推進リーダーを養成した。

＜事業の達成状況＞ ◎

推進

教育

●栄養教諭が中核となって全公立小・中学校
での食に関する指導を充実し、徳島ならでは
の魅力ある食育を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　栄養教諭や学校栄養職員が、給食時や授業時間に食に関する
指導を行っている。県教育委員会は効果的に指導が行えるよ
う、次の取組を行った。

・年４回の栄養教諭研修会・学校栄養職員研修会で演習・模擬
授業・実践発表を行い、資質向上を図っている。

・栄養教諭による教材・教具の開発
　  Ｈ23年度 朝食摂取啓発指導資料
　　Ｈ24年度 郷土料理資料集
　　Ｈ25年度 食育紙芝居３種類　食育指導事例集
　　Ｈ26年度 食育カード４セット

・全公立小中学校で食に関する指導の授業実施（徳島県学校食
育推進パワーアップ作戦）

・栄養教諭実践報告書提出（年間3回）による朝食摂取・野菜摂
取・生活習慣病予防等に関する取組状況の報告

　

＜事業の達成状況＞　◎

農林

●地場産物を活用した学校給食の推進や、食
に関する指導の充実のために、栄養教諭の配
置を拡充します。

＜H23～26取組内容と成果＞
  栄養教諭を24市町村すべてに配置(８市１町に複数配置)した
ほか、徳島県立総合教育センター・徳島市教育委員会に指導主
事を配置した。（H23　35人、H24　45人、H25　49人、H26　50
人）

  上記の配置により、食の管理・食に関する指導がより充実し
た。

＜事業の達成状況＞　◎
○栄養教諭の配置人数
    [21]25人→[26]50人

○栄養教諭・学校栄養職員による食に関す
る指導実施校数
    [21]129校→[26]全公立小・中学校

621 Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

624 推進 → → →

60品 30品 80品 80品 80品 ◎

30品 30品 ◎

625 推進 → → →

構築 推進 構築 展開 展開 ◎

626 推進 → → →

180回 210回 240回 270回 180回 215回 233回 297回 ◎

農林

●農林水産業と小・中・高校との連携による
「生産から消費まで」を一貫して学ぶ食育教
育を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・吉野川高校に、農業体験から調理、店舗経営までを学ぶ食ビ
ジネス科を設置(農業の６次産業化、生産・加工・流通・販売ま
でを一貫して学ぶ)

・農業高校では、高校生が指導する田植え体験などで小・中学
校と交流したり、伝統野菜や各種食材を生産し、校内販売所や
産直市等で販売したりする活動を行った。

・専門高校で地域の農産物を使用した加工食品を開発し、アン
テナショップや各種イベント等で販売する活動を行った。また
自校で調理した料理を地域の方に提供し、健康な食生活を啓発
する活動も行った。

・小中学校においては生活科や総合的な学習の時間にさまざま
な生産体験学習を行った。
　

＜事業の達成状況＞　◎

教育

●徳島ならではの豊かな食材と食文化を活用
した食育を推進するため、徳島県食材を使っ
た地産地消の実践的レシピを作成・普及しま
す。

○野菜を中心とした「地産地消超簡単レシ
ピ」の作成（累計）
　　[24] － →[26]30品

○「食育一貫教育システム」の構築
    [24]構築

＜H23～26取組内容と成果＞
　徳島県の郷土料理について情報収集と検討を行い、家庭で手
軽に作ることができるよう「健やか・だんらん・地産地消レシ
ピ」として調理方法を工夫したレシピやお弁当コンクール優秀
作品のレシピを各40品（計80品）作成し、普及を行った。

　さらにH25年度より食生活が乱れがちな学生や単身者にも健全
な食生活を実践していただくため、簡単に調理できる野菜料理
レシピ「地産地消超簡単レシピ」を募集、作成し、普及や商品
化を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

●食育月間を中心に推進活動を促進します。 ＜H23～26取組内容と成果＞
１．食育月間におけるイベント等の実施、食育推進ボランティ
アの活動を支援した。
２．関係機関や食育推進ボランティアの活動状況を把握するこ
とにより、目標達成に努めた。

＜事業の達成状況＞　◎

農林

○食育推進活動イベントの開催数
    [21]135回→[26]270回

○「健やか・だんらん・地産地消レシピ」
の作成（累計）
    [21] － →[24]60品

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

627 推進 → → →

1,525
人

1,550
人

1,695
人

1,720
人

1,646
人

1,695
人

1,708人 1,734人 ◎

628 推進 → → →

全市町
村

推進
全市町

村
全市町

村
全市町

村
◎

＜H23～26取組内容と成果＞
１．食育推進ボランティアの活動を支援するとともに、各団体
へボランティア活動を呼びかけることにより、食育推進ボラン
ティア登録数が増加した。
２．食育の意義や必要性などを効果的に伝えるためのスキル
アップ研修会や報告会を実施し、食育推進リーダーを育成して
いる。さらに、リーダーを核とした、学校教育や地域活動の場
における地産地消料理実習や農林漁業体験、食育教室を開催す
るなど食育推進ボランティアと連携した食育の推進を行った。

＜事業の達成状況＞　◎

農林

●地場産物を活用した食育を推進するため、
地元の旬の食材を取り入れた学校給食「旬の
食材活用月間」の設定・推進を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
・全市町村が「旬の食材活用月間」を設定し、地元の旬の食材
を活用した学校給食献立を開発して提供するとともに、その献
立を県教育委員会のホームページに掲載した。

・全市町村公立学校で、食育通信や給食放送等で地元食材の生
産の歴史や食文化等を児童生徒に指導した。保護者に対して
も、給食献立表等を配布して地元食材のよさと学校給食への活
用を周知した。

・生産者を学校に招いていっしょに給食を食べたり、生産に対
する思いを聞いたりする取組が行われ、生産者に対する感謝の
思いを育んだ。

・栄養教諭・学校栄養職員に対しては、地場産物を活用した献
立作成と、それを教材とした食育推進について年３回の研修を
行った。

＜事業の達成状況＞　◎

○地元の旬の食材を取り入れた学校給食導
入市町村数
    [21] － →[26]全市町村

教育

○食育推進ボランティア登録数（累計）
    [21]1,391人→[26]1,720人

●学校や地域における食育を効果的に進める
ため、地産地消料理や郷土料理などを指導す
るリーダーを育成します。

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

629 推進 → → →

全市町
村

推進
22市町

村
全市町

村
全市町

村
◎

630 推進 → → →

25品 35品 45品 80品 15品 67品 76品 98品 ◎

250店 270店 290店 300店 250店 275店 291店 302店 ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・食に対する関心を高め地場産物理解を図るために、高校生等
を対象にしたレシピコンクールを開催した。レシピ集を作成し
て全公立学校に配布し、優秀な献立は学校給食に活用した。
 　 Ｈ23年度 高校生による地場産物を活用した学校給食アイデ
ア料理コンテスト
　　Ｈ24年度 高校生による学校給食アイディア料理コンテスト
　　Ｈ25年度 とくしま野菜を使ったヘルシーレシピコンクール
　　Ｈ26年度 ご飯にぴったり野菜たっぷり料理コンクール

・栄養教諭・学校栄養職員研修会で、学校給食への活用・普及
を呼びかけ、全市町村が学校給食献立として活用した。給食時
には幼児・児童・生徒に高校生によるのレシピであることを紹
介した。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

●コンビニエンスストア等と連携して食育や
地産地消の取組を推進します。

農林

○地産地消協力店数（累計）（再掲）
　　[21]204店→[26]300店

＜H23～26取組内容と成果＞
生涯にわたっての食育及び教育という観点から、食生活が乱れ
がちな学生や単身者など、幅広い方々の「日常的な拠点」と
なっているコンビニエンスストアを「食育の場」として捉え、
「食育推進協力店」として登録し、食育啓発活動に協力いただ
くとともに、県産野菜たっぷりのお弁当などの健康に配慮した
商品の開発、販売も実施していただいた。また、飲食店等にお
いても、県産野菜イチ押しメニューの開発等を実施、目標数を
達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

※平成２６年度版では「地産地消・食育メニュー商品数（累
計）」の数値目標を50品から80品に上方修正している。

●高校生による「1校1地場産品活用レシピ」
の作成と、市町村への普及を図ります。

○「1校1地場産品レシピ」活用市町村数
    [21] － →[26]全市町村

○地産地消・食育メニュー商品数（累計）
    [21]3品→[26]80品

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

6－5　青少年健全育成とくしまづくり

631
策定・
推進

推進 → →

策定・
推進

策定 推進 推進 推進 ◎

634 整備 → → →

3箇所 1箇所
(３箇所）
試行的実

施
3箇所 3箇所 ◎

1　青少年の健全育成
●新たな「青少年の健全な育成に関する基本
計画」を策定し、青少年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＞
　徳島県青少年健全育成審議会の審議を経て、平成24年3月に、
徳島県青少年健全育成条例第４条の５に基づく青少年の健全な
育成に関する基本計画として、また、子ども・若者計画とし
て、とくしま青少年プラン２０１２を策定した。
　計画内容に沿った青少年施策が総合的・計画的に実施され、
順調に推移している。

＜事業の達成状況＞◎

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
・とくしま青少年プラン２０１２の策定のため基本計画部会
（H23　３回）、審議会（H23　２回）を開催し、平成24年3月に
同プランを策定した。
・また、平成24、25、26年度についても、審議会を開催し進行
管理や情報交換を行うとともに、徳島県青少年健全育成条例
や、徳島県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に
関する条例についての意見交換を行うなど、青少年の健全育成
を推進した。

＜事業の達成状況＞　◎

推進 → → 県民

●青少年のニーズやライフスタイルの多様化
に対応するため、ＰＦＩ事業者と連携を図
り、「とくぎんトモニプラザ（徳島県青少年
センター）」の運営を行います。

運営 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
・県、ＰＦＩ事業者が、青少年のニーズやライフスタイルの多
様化に対応したスポーツやカルチャー等の各種講座・イベント
を開催した。また、平成23年度からは専門知識を有する職員に
よる青少年の悩み等に対する電話相談等を実施しており、H26年
度においては109件（無言電話除く）と前年度比約49％増加して
いる。

＜事業の達成状況＞　◎

→

県民

●「とくぎんトモニプラザ」を核とし、さら
に県南、県西への拠点機能を整備することに
より、全県的な青少年の活動拠点機能を整備
します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・青少年のために様々な講座等を行う活動拠点機能整備の事前
検討を行い、平成24年度に試行的に県南部、県西部で３講座を
開催、平成25年度には活動拠点の整備を1年前倒しで行い、目標
を達成するとともに、９講座を開催した。平成26年度において
も、９講座を開催し、青少年の活動拠点機能の充実を図った。
　
＜事業の達成状況＞　◎

県民

●「徳島県青少年健全育成審議会」におい
て、青少年の健全育成のために必要な調査・
審議を行うとともに関係機関との連絡調整を
図ります。

○県内拠点機能数
    [21]1箇所→[25]3箇所

○「青少年の健全な育成に関する基本計
画」の策定・推進
　 [23]策定・推進

633

632

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

635 実施 → → →

460人 520人 580人 640人 497人 595人 646人 682人 ◎

636 推進 → → →

125人 140人 155人 170人 133人 165人 188人 210人 ◎

637 推進 → → →

4,700
人

5,300
人

5,900
人

6,500
人

4,645
人

5,295
人

5,995
人

6,655
人

◎

638 実施 → → →

14,000
人

16,000
人

18,000
人

20,000
人

14,074
人

17,210
人

19,541
人

21,399
人

◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・青少年自身が非行防止・健全育成について協議し、自らの
メッセージを同世代の青少年や保護者等に発する「青少年非行
防止メッセージ事業」を実施（H23県内2箇所、H24県内3箇所、
H25県内2箇所、H26県内2箇所）し、青少年の非行防止を図っ
た。

事業参加者累計はH23(累計)133人、H24(累計)165人、H25(累
計)188人、H26（累計）210人となり、目標値を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
・青少年リーダーや青少年活動指導者を対象に、青少年を取り
巻く諸問題に適切に対応できるよう、自殺予防講座
(H23,H24,H25,H26)、防災講座(H23)、リスクマネージメント講
座(H24)を実施した。
青少年団体等との連携により、多くの青少年指導者が若者との
向き合い方を考える機会となるなど、成果も上がっている。
参加者は平成26年度累計で682人となり、目標値を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
・「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動として、関係機関が
協働して街頭啓発や推進大会等を実施し、青少年の非行防止と
健全育成活動に取り組んだ。参加者数はH23（累計）4,645人、
H24（累計）5,295人、H25（累計）5,995人、H26（累計）6,655
人となり、目標を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

県民

○少年の日事業、青少年センターまつり参
加者数（累計）
    [21]10,169人→[26]20,000人

＜H23～26取組内容と成果＞
　市町村県民会議や地域の青年団等と連携し、青少年が様々な
体験や地域の人々と交流する事業を実施し、青少年の自立心と
社会性の育成を図った。
　参加者数は平成26年度累計で21,399人となり目標を達成し
た。

＜事業の達成状況＞　◎

県民

○青少年指導者養成講座参加者数（累計）
    [21]369人→[26]640人

○青少年非行防止メッセージ事業参加者数
（累計）
    [21]94人→[26]170人

●学校、家庭、地域社会が共通の理解・認識
のもとに、青少年に体験の場や機会を提供す
ることにより、自立心や社会性を育成しま
す。

●青少年が様々な活動に主体的に参加するた
めのノウハウを学ぶ機会や、活動を支援する
人々との交流の場を提供し、青少年リーダー
や青少年活動指導者を育成します。

2　人材育成・支援体制の整備
●学校、家庭、地域社会や関係機関が一体と
なって、非行防止と健全育成に取り組みま
す。

○「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動
参加者数（累計）
    [21]3,515人→[26]6,500人

●青少年自身が非行防止について協議し、自
らのメッセージを同世代の青少年や保護者等
に発する機会を提供します。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

639 実施 → → →

年1回
開催

年1回
開催

年1回
開催

計画
準備

1回
開催

1回
開催

1回
開催

◎

640 促進 → → →

8.6% 6.9% 9.0% 10.4% 9.7% ◎

641 実施 → → →

創設 創設 ◎

400
日

800
日

1,200
日

3,200
日

1,051
日

2,257
日

2,975
日

3,667
日

◎

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成24年度に徳島大学と徳島県の合同企画として、「カモン
教授の『白熱教室』in TOKUSHIMA」を開催し、「これからの徳
島の『幸福』を考える」をテーマに学生同士で意見交換を行っ
た。
・平成25年度に徳島大学生グループ「繋ぎcreate」と共催し、
県内外の大学生や県「若者クリエイト部会」委員（アドバイ
ザー）に知事も交え、「在学中に大切にすべきことは何？」を
テーマに意見交換を行った。
・平成26年度は障害者福祉、子育て、環境、芸術文化それぞれ
の分野で、徳島県の現状や取り組むべき課題などを話し合うこ
とで、学生の視野を広げ関心を高めることができた。

＜事業の達成状況＞　◎

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
・審議会等への若年者委員の選任促進要綱を施行、若年者リス
トを作成し、運用を開始(H23)。審議会等への委員選任にあた
り、若年者リストの活用等を図った結果、若年者率は
(H23)6.9%、(H24)9.0%、(H25)10.4%となり、目標値を達成し、
若者の政策・方針決定過程への参画が促進された。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成23年度に制度を創設して、地域における子ども・若者の
支援者として「ユースサポーター」を養成し、ネットパトロー
ルや相談支援など子ども・若者への支援活動を実施した。
活動日数は平成26年度累計で3,667日となり、目標値を達成し
た。
困難を抱えた若者の自立に繋がるなど成果も上がっている。

＜事業の達成状況＞　◎

●県審議会等委員への若者の登用を進め、若
者の政策・方針決定過程への参画を促進しま
す。

県民

○「県審議会等委員に占める若年者（40歳
未満）」の割合
    [21]4.3％→[26]8.6％

●地元大学において学生サミットを開催し、
学生による意見交換等を行い、政策提言とし
てまとめ、政策に活かします。また、意見交
換の様子をインターネット配信し、広く一般
からも参加できるようにします。

○「ユースサポーター制度」の創設
　 [23]創設

●地域における子ども・若者の支援者として
「ユースサポーター」を養成し、子ども・若
者の支援活動を行います。

○ユースサポーター活動日数（累計）
　 [21] － →[26]3,200日

○学生サミットの開催
    [24]～[26]年1回開催

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

実績値
（H23）

実績値
（H25）

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H26）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況主要事業名・事業概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

番号

委員意見

643 実施 → → →

2,200
人

2,800
人

3,300
人

5,000
人

2,325
人

3,482
人

4,373
人

5,244
人

◎

644 実施 → → →

165
人

190
人

400
人

550
人

241
人

334
 人

484
人

607
人

◎

→

商工

→

＜H23～26取組内容と成果＞
・学校だけでは解決が困難な児童生徒の問題行動に対し、県教
育委員会と県警察本部が中心となり、必要に応じて市町村教育
委員会、こども女性相談センター、所轄警察署、青少年育成補
導センター等の関係機関と連携を図ってチーム会議を開催し、
学校に対する支援を行った。

　関係機関が児童生徒の問題行動、また、家庭への支援の在り
方について情報を共有することで効果的な指導に繋げた。
チーム会議開催回数
　H23 9回、H24 11回、H25 19回、H26 9回

＜事業の達成状況＞　◎

商工

教育
・

警察

3　就業の支援
●若年者の就業を総合的に支援するため、
「とくしまジョブステーション」において、
求人情報の提供や職業相談等を実施するとと
もに、県外大学との就職支援協定を最大限活
用し、県外学生のＵターンを強力に促進しま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
併設の「駅のハローワーク」内にある「新卒応援ハローワー
ク」や大学等との連携を図りながら、若年求職者に対する職業
相談、求人情報の充実、フォローアップの強化など就職支援
サービスを積極的に実施した。
１就職マッチングフェアの開催
 (H23 3回、H24 3回､H25 3回､H26 3回)
２就職力アップセミナーの実施
 (H23 24回、H24 48回､H25 41回､H26 36回)
３大学生等を対象とした就職セミナーの実施
 (H23 7回、H24 8回､H25 3回､H26 3回)
４若年求職者に対する就職活動の支援
（関西の大学との就職支援協定締結　H23 3大学、H24 2大学、
H25 1大学、H26 2大学)
５学生に対する就職ガイダンス等の実施(H25実施、H26実施)
６上記の取組みにより、就職者数が増加し目標を達成したた
め、H26年度版において数値目標を3,800人から5,000人に上方修
正

＜事業の達成状況＞　◎

●「阿波っ子スクールサポートチーム（ＡＳ
ＳＴ）」活動を充実強化します。

推進 →

●若年無業者（ニート）等の就業を支援する
ため、「地域若者サポートステーション」に
おいて、専門家による個別相談等を実施する
とともに、支援機関のネットワークを活用
し、支援が必要な若年者の適切な誘導を行い
ます（再掲）

＜H23～26取組内容と成果＞
若年無業者（ニート）等の職業的自立支援のため、職業意識の
啓発や社会適応支援を含む包括的支援を実施することにより、
新規登録者は前年同様250人を超えている。
(H23 150名、H24 243名､H25 330名､H26 251名)。
１キャリアコンサルタント、臨床心理士など専門家による個別
カウンセリングの実施
２職業的自立に向けたスキルアップのための各種支援プログラ
ム
３職場実習
４上記の取組みにより、若者サポートステーションの新規登録
者数が増加したことなどによって目標を達成したため、H26年度
版において数値目標を上方修正

＜事業の達成状況＞　◎

※平成２６年度版では数値目標を480人から550人に上方修正し
ている。

○とくしまジョブステーションを活用した
若年者の就職者数（累計）（再掲）
    [21]483人→[26]5,000人

○徳島県内の地域若者サポートステーショ
ンにおける進路決定者数（累計）
    [21]96人→[26]550人

642 Ａ

Ａ

Ａ
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