
番号 主要事業の進捗状況を表す数値目標 評価 ページ

若い世代の結婚の希望をかなえる 49 結婚支援拠点が管理する男女の出逢いの場等への参加者数等 A 1

50 第3子以降の保育所・幼稚園等「保育料無料化制度」の創設 A 1

51
第3子以降及びひとり親家庭等の児童を対象とした放課後児童クラ
ブ「利用料無料化制度」の創設

A 2

52 周産期死亡率 A 2

53 「小児救急電話相談事業（＃８０００）」の認知度 A 2

54 待機児童の解消等 B 3

55 病児・病後児保育実施市町村数 B 3

56 放課後児童クラブの設置数 A 3

57 とくしまジョブステーションを活用した就職率 C 4

58 若年者企業面接会等の参加者における就職内定率 C 4

59 プロフェッショナル人材の正規雇用数 A 5

60 高校におけるインターンシップの実施率 A 5

61 県内でテレワークを実施する事業所数 B 6

62 子育てや介護を支援する「県庁・在宅勤務制度」の導入 A 6

63 とくしま新未来「創造」オフィスの展開 A 6

64 「はぐくみ支援企業」認証事業所数 A 7

65 イクボス研修の実施回数 A 7

若い世代の正規雇用のさらなる拡大

仕事と子育てが両立する働き方の実現

子育てしやすい職場環境づくり

若い世代の正規雇用のさらなる拡大

テレワーク導入による新たな働き方
の「とくしまモデル」創出

「vs東京『とくしま回帰』総合戦略」主要事業等評価シート

基本目標３　結婚・出産・子育ての環境づくり

具体的な施策

出産・子育てを応援する

世代を超え地域で支える子育て社会
の実現

ライフステージに応じた切れ目ない支援の
強化





（ア）ライフステージに応じた切れ目ない支援の強化

　①若い世代の結婚の希望をかなえる

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 H31 評価 特記事項

推進 → → → →
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　②出産・子育てを応援する

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 H31 評価 特記事項

創設 推進 → → →

創設 創設 ◎

A

○婚活支援応援企業・団体登録数
　　㉕－→㉛２３０社

A

●多子世帯における経済的負担を軽減するため、第３子以降
の保育所・幼稚園等保育料無料化制度を創設します。
 ＜県民＞

今後の取組方針 部局

○結婚支援拠点が管理する
　男女の出逢いの場等への参加者数
　　㉕－→㉛２，０００人

■結婚支援拠点が管理する男女の出逢いの場等への
  参加者数（年間）：2,000人（－）

■婚活支援応援企業・団体登録数：230社（－）

50

○第３子以降の
　保育所・幼稚園等「保育料無料化制度」の創設
　　㉗創設

■第３子以降の保育所・幼稚園
　「保育料無料化制度」の創設：H27創設

実績値
（H28）

●結婚したい独身者の希望を叶えるため、結婚支援のための
拠点を設置し、 ＩＣＴや縁結びボランティアを活用した、よ
りきめ細やかな結婚支援を実施します。＜県民＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　平成28年7月、県の結婚支援の拠点として、「とくしまマ
リッジサポートセンター」を設置し、結婚支援システムによ
るマッチングやイベントの開催、サポーターの養成などによ
り、独身者へのきめ細やかな支援を行うとともに、出逢いイ
ベントを開催する市町村等への支援を行った。

＜課題＞
　「マリッサとくしま」の会員を増やし、県全体で結婚に向
けた機運の醸成を図るためには、市町村とのさらなる連携が
必要である。

 「マリッサとくしま」を拠点とした結婚
支援をさらに展開し、事業の充実を
図ると同時に、「阿波の縁むすびサ
ポーター」の養成・スキルアップを図
る。
　また、市町村との連絡会議を設置
し、様々な主体と連携した結婚支援
の推進、地域の特色を活かした出
逢いの場の創出、結婚に対する前
向きな機運を醸成する「結婚ポジ
ティブキャンペーン」などを実施し、
県全体で、独身者の出逢いと結婚を
後押しする環境整備を行う。

県民

実績値
（H28）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27・H28取組内容と進捗状況・課題

【基本目標３】　結婚・出産・子育ての環境づくり

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

49

■男女の出逢いの場等における
　カップル成立数：200組（－）

○男女の出逢いの場等におけるカップル成立数
　　㉕－→㉛２００組

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

　全市町村で無料化に取り組まれる
よう、働きかけを実施する。

今後の取組方針 部局

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　第３子以降の保育所・幼稚園等保育料無料化制度を創設
し、無料化に取り組む市町村に補助をする。
　保育所　H27:23／24市町村で実施
　　　　　H28:全市町村で実施
　幼稚園　H27:16／19市町で実施
　　　　　H28:17／19市町で実施
 ※認定こども園については、機能により保育所か幼稚園に振
り分けしている。

＜課題＞
　施設のあるすべての市町村で取り組みを進める必要があ
る。

県民

数値目標
の達成度

H27・H28取組内容と進捗状況・課題

委員意見

委員意見

1 



Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 H31 評価 特記事項

創設 推進 → →

創設 創設 ◎

推進 → → → →

減少 3.7 3.4 -

推進 → → → →

50% 60% 70% 80% 80% 71% 78% ◎

委員意見

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

実績値
（H28）

○第３子以降及びひとり親家庭等の児童を対象とした
　放課後児童クラブ「利用料無料化制度」の創設
　　㉘創設

53

●小児救急電話相談事業（＃８０００）の利用促進のための
周知を図るとともに、＃８０００を活用し、すぐに病院にか
かる必要がある小児患者の情報を医療機関等に提供するモデ
ル事業を実施し、安心して子育てができる環境整備を図りま
す。＜保健＞

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　平成28年度に制度を創設し、市町村に制度活用を働きかけ
た。
　H28：6市町／18市町村
　＊５町には放課後児童クラブなし
　　１町は放課後児童クラブ休止中

＜課題＞
　放課後児童クラブが設置されていない地域や待機児童が発
生しているクラブがあるため、受け皿の拡大を図る必要があ
る。

■周産期死亡率：
　４．４（出生千対）より減少（対H25年度比）

　全市町村での実施を働きかける。 県民

○＃８０００の認知度
　　㉕－→㉚８０％

52

51

●地域において妊娠、出産から新生児に至る高度専門的な医
療を効果的に提供する、総合的な周産期医療体制を整備し、
安心して子どもを産み育てることができる環境づくりの推進
を図ります。＜保健＞

■第３子以降及びひとり親家庭等の児童を対象とした
　放課後児童クラブ｢利用料無料化制度｣の創設：H28創設

●保育所から小学校への「切れ目のない支援」により「小1の
壁」を打破するため、第3子以降及びひとり親家庭等の児童を
対象とした放課後児童クラブ利用料無料化制度を創設しま
す。＜県民＞

■「小児救急電話相談事業（＃８０００）」の
　認知度：80%以上（－）

数値目標
の達成度

H27・H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
　子どもの急な病気やけがで心配なとき、看護師や小児科医が電
話でアドバイスする「徳島こども救急電話相談（＃８０００）」の周知
用パンフレット等を作成し、市町村等へ配付するとともに、「お
ぎゃっと２１」会場で、直接、保護者に配布した。
　また、２７年度に実施したモデル事業について、検証を行い、県民
ニーズを捉えた取組について検討した。

＜課題＞
　２８年度の数値目標は達成したが、引き続き周知・啓発に努める
必要がある。

　子育て支援関係機関と連携し、周
知方法を検討するなど「＃８０００」の
認知度向上・利用促進に努めるとと
もに、より利便性の高いサービスを
提供できるよう引き続き検討を行う。

A

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
１　周産期医療協議会・専門部会
 (H27:5回,H28:6回)※H28災害対策部会を立ち上げ
２　周産期医療に関する情報提供・相談
　　（総合周産期母子医療ｾﾝﾀｰに委託）
３　地域周産期母子医療ｾﾝﾀｰ運営費補助
４　胎児超音波精密ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ体制の整備･拡充
５　周産期母子医療ｾﾝﾀｰ機器整備に対する補助
　等の取組により、総合的な周産期医療体制を整備し、安心
して子どもを産み育てることができる環境づくりの推進が図
られた。

＜課題＞
　引き続き、総合的な周産期医療体制の整備が必要。

総合周産期母子医療センターを中
核とした、総合的な周産期医療体制
の整備を推進する。

保健 A

○周産期死亡率
　　㉕４．４（出産千対）→㉛減少
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈暦年〉

保健 A

2 



　③世代を超え地域で支える子育て社会の実現

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 H31 評価 特記事項

推進 → → → →
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56

○待機児童の解消
　　㉕４１人→㉙ゼロ

○認定こども園設置数
　　㉕６箇所→㉛４３箇所

54

55

数値目標
の達成度

■待機児童の解消：H29・0人（41人）

■認定こども園設置数：43箇所（6箇所）

○病児・病後児保育実施市町村数
　　㉕1６市町村→㉚全市町村

■子育て支援員の認定数（５か年の累計）：
　1,000人（－）

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

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　保護者の就労等により、昼間保育が必要な児童が保育を利用で
きるよう、保育所や認定こども園の施設整備を推進するとともに、
保育の担い手となる保育人材の育成を図るため、子育て支援員の
認定等の取り組みを行った。
（施設整備）
　平成27年度　認定こども園整備4施設補助
　　　　　　　保育所整備　　　2施設補助
　平成28年度　認定こども園整備5施設補助
              保育所整備　　　2施設補助
　　　　　　　＊前年度繰越分を含む数字
              ＊防犯対策強化整備事業を含む
（子育て支援員認定研修）
　平成27年度303人受講、255人認定
　平成28年度208人受講、201人認定

＜課題＞
　未就学児童数が漸減する中、保育所等の利用定員を計画的
に増やしているところであるが、ニーズの伸びに受け皿確保
が追いついていない。
　特に０～１歳児の保育には多くの保育士が必要となってお
り、更なる保育士確保が求められる。
　子育て支援員等の活用により、保育士等の負担軽減を図る
機運を醸成する必要がある。

実績値
（H28）

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

今後の取組方針 部局

県民

H27・H28取組内容と進捗状況・課題

■病児・病後児保育実施市町村数：
　全市町村（16市町村）

■放課後児童クラブの設置数：
　192クラブ（150クラブ）

○放課後児童クラブの設置数
　　㉕１５０クラブ→㉛１９２クラブ

B

　保育の実施主体である市町村と連
携し、引き続き、保育施設の更なる
整備充実を図るとともに、保育の担
い手となる保育人材の確保・育成に
取り組む。

B

県民 A

県民

○子育て支援員の認定数（累計）
　　㉕－→㉛１，０００人

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

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　放課後児童クラブのニーズを踏まえ、施設整備に係る助成等を
行い、開設を支援した。

＜課題＞
　放課後児童クラブのニーズを把握し、開設の支援に努める必要
がある。

　放課後児童クラブのニーズを踏ま
えた開設の支援に取り組む。

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

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　市町村及び医療機関と連携を図り、病気の児童の一時預かりや
保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行う病児・病後
児保育事業の実施を支援した。
　H27：20市町村／24市町村
　H28：21市町村／24市町村
 　　　 *広域連携実施を含む
　
＜課題＞
　医療機関等の関係機関の協力を得ながら事業を進める必要が
ある。

　市町村での取り組みを支援する。

委員意見

3 



（イ）若い世代の正規雇用のさらなる拡大

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 H31 評価 特記事項

実施 → → → →

36.0% 37.0% 38.0% 39.0% 40.0% 19.6% 27.7% △

実施 → → → →

23.0% 24.0% 25.0% 26.0% 27.0% 17.6% 14.7% △

57

主要事業の概要・数値目標
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27・H28取組内容と進捗状況・課題

■若年者企業面接会等の参加者における
　就職内定率：27.0%（－）

58

番号

●新卒等未就職若年者の就業を支援するため、企業説明会や
セミナー等のイベントを開催し、若者と企業のマッチングを
推進することで、若者の県内企業への就職を促進します。
また、若年無業者（ニート）等の就業を促進するため、「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、国の事業と連携した進路決定者
向けのフォローアップなど、支援機関のネットワークを活用
した支援を行います。＜商工＞

■とくしまジョブステーション等を活用した
　就職率：40.0%（35.1%）

【商工】
（企業面接会）
・就職マッチングフェアの開催（H27：２回　H28:３回）
（地域若者サポートステーション）
・臨床心理士等によるカウンセリングの実施
・職業的自立に向けたスキルアップのための各種プログラムの実
施
・職場定着に向けた個別相談の実施

＜課題＞
（企業面接会）
・求人倍率の向上による売り手市場の傾向が続く中、大手企業へ
の就職志向が高い若年者に対して県内企業情報をこれまで以上
に効果的に提供していく必要がある。
（地域若者サポートステーション）
・対象者発掘に向けサテライトを開設しているが、１週間の通しの
開設ではないため利用件数の伸び悩み

【西部】
＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
・「にし阿波・地域連携ビジネス創出支援事業運営協議会」の設立
(H27)
・各市町を中心としたフィールドワークの実施
・起業者向けセミナーの開催
・高等学校との連携企業に関するセミナーの開催(H28)
＜課題＞
　新たな事業を興す人材育成対策の推進が必要である。

＜H28→H29戦略の改善見直し箇所＞
●企業の採用スケジュールに応じて企業面接会を開催し、早い時
期に企業と学生が出会える機会を設けるとともに、企業説明会や
企業研究セミナー等のイベントをあわせて開催することで、若者と
企業のマッチングを推進し、若者の県内企業への就職を促進しま
す。
また、徳島版ハローワークを新たに設置し、本県の強みである製造
業を中心として、技術者・技能者等の人材確保を図ります。
さらに、若年無業者（ニート）等の就業を促進するため、「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、国の事業と連携した進路決定者向けのフォローアッ
プなどを行うほか、ひきこもり支援機関やハローワーク等の各関係
機関と連携し、ネットワークを活用した支援を行います。

C

○若年者企業面接会等の参加者における就職内定率
　　　㉕－→㉛２７．０％

●雇用関連サービスをワンストップで提供する「とくしま
ジョブステーション」等において、若年者、中高年齢者、Ｕ
ＩＪターン希望者等を中心とした大都市圏からの就業を促進
します。＜商工＞

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
　併設の「駅のハローワーク」や関係機関と連携を図りながら、精
力的にセミナーや職業相談を実施、求職者からの聴き取りを丁寧
に行う中、マッチすると思われる求人情報の提供などの就職支援
サービスを実施した。

＜課題＞
　・本県の有効求人倍率は統計を取り始めて以降、最も高い水準と
なっており、売り手市場の傾向が続いていることから、就職支援機
関の支援を受けて就職しようとする者が減少傾向にある。求職者
に対してさらなる周知・利用促進が必要。

＜H28→H29戦略の改善見直し箇所＞
●雇用関連サービスをワンストップで提供する「とくしまジョブス
テーション」等について、併設ハローワークとの連携を更に強化し、
取組内容を積極的にＰＲするとともに、セミナーや職業相談による
きめ細やかな相談対応、企業情報や就職関連情報の発信に努
め、若年者、中高年齢者、ＵＩＪターン希望者等を中心とした大都市
圏からの就業を促進します。

○ジョブステーションを活用した就職
・併設ハローワークとの連係を密に
しながら、きめ細やかな職業相談、
求人情報等の提供など、継続して若
年求職者等に対するフォローアップ
を強化する。また、県内企業情報
や、様々な就職支援に関する情報
等を「ジョブナビとくしま」に掲載する
とともに、新卒学生等に就職活動時
に活用してもらうよう依頼し、発信力
に強化に努め、ジョブステーション利
用者数の向上と就職率向上を図る。

・H27からH28にかけては、就職率が
向上したことから、これまでの取組
みをさらに推進するとともに、企業の
インターンシップ関する情報収集を
強化し、ジョブステーションを通じて
積極的な情報提供をすることによ
り、企業とのパイプ役としての機能を
十分発揮できるよう取り組んでいく。

商工

○とくしまジョブステーションを活用した就職率
　　㉕３５．１％→㉛４０．０％

工程（年度別事業計画）
実績値
（H28）

部局

【商工】
・企業の採用スケジュールに応じて
企業面接会を開催し、早い時期に企
業と学生が出会える機会を設けると
ともに、企業説明会や企業研究セミ
ナー等のイベントをあわせて開催す
ることで、若者に対して効果的に企
業情報を提供し、県内企業への就
職を促進する。
・また、地域若者サポートステーショ
ンにおいては、面接練習などの個別
の就労支援とカウンセリングによる
ケア、就労準備講座、職場実習な
ど、総合的な支援に取り組むととも
に、職場定着に向けた支援を行う。
・県内外大学、各関係機関等への周
知、広報に努めることはもとより、
「就職支援に関する協定」を締結し
た大学との連携を深化させ、県内企
業とのマッチングをさらに強化する。
・具体的には、インターンシップ・モ
ニターツアーなどにより、県内企業と
学生とのマッチングの機会を創出
し、県内企業への就職へとつなげ
る。

【西部】
・地域での連携をより一層深めた事
業推進により、新たなビジネス創出
に繋げる取組みを進める。

商工
西部

今後の取組方針

C

委員意見
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 H31 評価 特記事項

実施 → → → →

5人 10人 15人 20人 25人 1人 13人 ◎

推進 → → → →

92.0% 95.0% 97.0%
100.0
%

100.0
%

92.7% 95.1% ◎

●雇用関連サービスをワンストップで提供する「とくしま
ジョブステーション」等において、若年者、中高年齢者、Ｕ
ＩＪターン希望者等を中心とした大都市圏からの就業を促進
します。＜商工＞59

60

■高校生におけるインターンシップの
　実施率（全日制･定時制）：100%（82.9%）

■プロフェッショナル人材の
　正規雇用数（５か年の累計）：25人（－）

●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、インターンシップや資格
取得を促進するなど、県下全域におけるキャリア教育を推進
します。＜教育＞

A

○プロフェッショナル人材の正規雇用数（累計）
　　㉕－→㉛２５人

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
 「キャリア教育パイロット校事業」(H27)や「『みんなが主
役』！小中高校生起業塾」(H28)等の事業により，各学校種に
応じたキャリア教育推進に向けた取組を実施。
 「職場体験やインターンシップ」の受入先企業情報を一元化
した「あわ教育サポーター企業等データベースシステム」を
構築するとともに，『「職場体験・インターンシップ」実施
の手引』(H28.3)を作成し，各学校のインターンシップ実施を
支援。
 小中高校キャリア教育担当教員を対象とした「キャリア教育
推進フォーラム」を開催（企業関係者，文科省調査官による
講演等，研究校発表）。
　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キャリア教育の重要性に対する
理解が深まった。

＜課題＞
　中央教育審議会答申(H28.12)，次期学習指導要領改訂を踏
まえ，キャリア教育を組織的・体系的に推進する必要があ
る。

・各種事業の研究校における成果
について，校内外に対して広く普
及を図る。
・高校生インターンシップの促進
の一環として，「県立施設におけ
るインターンシップ促進事業」受
け入れ施設を拡充するとともに，
いわゆる「アカデミック・イン
ターンシップ」の充実を図る。

教育

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
　・徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点を平成２７年１２月に開
設し、拠点の認知度を上げるとともに、県内企業と都市部からのプ
ロフェッショナル人材のマッチングのための支援を行った。
　プロフェッショナル人材戦略拠点においては、平成２８年度、地域
企業からの相談件数は１５９件（目標２００件）と目標件数にはおよ
ばなかったものの、成約件数は１２件と、着実に成果をあげてい
る。

＜課題＞
　企業のニーズに合う都市部のプロフェッショナル人材の発掘及び
確保が難しい。

＜H28→H29戦略の改善見直し箇所＞
●雇用関連サービスをワンストップで提供する「とくしまジョブス
テーション」等について、併設ハローワークとの連携を更に強化し、
取組内容を積極的にＰＲするとともに、セミナーや職業相談による
きめ細やかな相談対応、企業情報や就職関連情報の発信に努
め、若年者、中高年齢者、ＵＩＪターン希望者等を中心とした大都市
圏からの就業を促進します。
また、プロフェッショナル人材戦略拠点において、地域金融機関や
民間人材サービス事業者等との連携を図り、企業のニーズに応じ
た優秀な人材の確保に努めます。

○プロフェッショナル人材戦略拠点における成約件数
　　　㉕－→㉙～㉛１５件

 都市圏にパイプを持つ民間人材紹
介事業者との連係を強化し、都市圏
での県内企業等の情報発信に努め
ることで、人材の発掘及び獲得を目
指す。
　また、「プロフェッショナル人材確保
支援費補助金」を新たなツールに、
プロフェッショナル人材の活用を検
討する県内企業を支援する。
　今後さらに、地域地域金融機関や
民間人材サービス事業者等との連
携を図り、企業のニーズに応じた優
秀な人材の確保に努める。

商工

○高校におけるインターンシップの実施率
　（全日制・定時制）
　　㉕８２．９％→㉚１００．０％

今後の取組方針 部局

A

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27・H28取組内容と進捗状況・課題
実績値
（H28）

委員意見
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（ウ）仕事と子育てが両立する働き方の実現

　①テレワーク導入による新たな働き方の「とくしまモデル」創出

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 H31 評価 特記事項

推進 → → → →

20事
業所

40事
業所

60事
業所

80事
業所

100事
業所

13事業所 32事業所 ○

推進 → → → →

実証
実験
開始

本格
導入

実証実験
開始

実証実験
展開

◎

推進 → → →

展開 推進 展開 ◎

＜H28取組内容と進捗状況＞
 多様で多才な人財が集まる「地方創生のモデル地域」を活用し，
「県民目線・現場主義」に立った「人財育成」や「政策創造」に取り組
むため，東部・南部・西部の３地域に開設された「とくしま新未来創
造オフィス」において，若手職員向けの研修を実施した。
1.政策創造部内の若手職員を対象とした「政策立案研修」
2.県・市町村若手職員を対象とした「新未来創造実践型フィールド
ワーク研修」（神山オフィス，南部オフィス，西部オフィス）

＜課題＞
研修内容について，若手職員のニーズに対応したものとする必要
がある。

現場で実践型研修を実施することに
より，職員の政策創造力の強化はも
とより，職員一人ひとりが「徳島の強
み」を知り発信することにより「徳島
のセールスマン」として徳島をアピー
ルし「とくしま回帰」の推進や「地方
創生」に繋げる政策を創出する。

経営 A

○とくしま新未来「創造」オフィスの展開
　　㉘展開

○県内でテレワークを実施する事業所数
　（トライアル実施を含む）（累計）
　　㉕－→㉛１００事業所

63

■とくしま新未来「創造」オフィスの展開：推進（ー）

●職員の県民目線・現場主義を徹底し、「創造力・実行力・
発信力」に優れた人財を育成するため、地方創生の最前線の
現場に「とくしま新未来『創造』オフィス」を設置し、現場
の多様で多才な人材と交流・連携しながら実践型の職員研修
を実施します。＜経営＞

■県内でテレワークを実施する事業所数（ﾄﾗｲｱﾙ
　実施を含む）（５か年の累計）：100事業所（－）

■子育てや介護を支援する「県庁・在宅勤務制度」
　の導入：H27実証実験開始（H30本格導入）

61

62

○子育てや介護を支援する
　「県庁・在宅勤務制度」の導入
　　㉗実証実験開始・㉚本格導入

●ワーク・ライフ・バランスの向上や勤務形態の多様化に適
切に対応するため、全国トップクラスのブロードバンド環境
を活用し、テレワーク実証の場として、在宅勤務等の補完や
共同利用型サテライトオフィスとしての機能を有する「テレ
ワークセンター」を設置するとともに、「テレワーク実証実
験」による、導入・実施時の課題を踏まえ、県内へのテレ
ワークの普及を図ります。＜商工＞

番号

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

主要事業の概要・数値目標
実績値
（H28）

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
　平成27年10月、「テレワーク実証センター徳島」をモデル的に開
設し、個人や企業のテレワークのお試し実施の場として活用すると
ともに、パンフレットの作成・配布やイベントの実施等、認知度を上
げる取組みを推進し、普及啓発に取り組んだ。
　また、当センターからの情報提供のため、専用サイトの作成を
行った。
　平成28年度は、「テレワークセンター徳島」として本格稼働し、専
用サイトによる情報発信や普及啓発に向けたイベント等を行った。
　また、雇用型テレワークの一層の普及を図るべく、テレワークキャ
ラバンとして、県内の様々な地域でワークショップや個別相談会を
開催するとともに、導入希望企業等へアドバイザーを派遣する等、
テレワークにつながる一連の体制を整備した。
　その結果、前年度実績を大幅に上回る、県内企業３２社がテレ
ワークを実施することとなった（トライアル実施２社を含む）。

＜課題＞
・テレワーク及び「テレワークセンター徳島」のさらなる認知度の向
上
・県内企業に対するテレワークのさらなる普及啓発

＜H28→H29戦略の改善見直し箇所＞
●ワーク・ライフ・バランスの向上や勤務形態の多様化に適切に対
応するため、全国トップクラスの光ブロードバンド環境を活用し、テ
レワーク実証の場として、在宅勤務等の補完や共同利用型サテラ
イトオフィスとしての機能を有する「テレワークセンター」を設置する
とともに、企業へ向けての広報活動、研修や講座、専門家による
「コンサルティング」等、テレワーク導入に向けた施策を積極的に展
開し、県内企業へのテレワークの普及を図ります。

・「テレワークセンター徳島」を設置
し、専用サイトによる情報発信や普
及啓発に向けたイベント等を行い、
子育て中の女性や一般企業に向け
て、テレワークの認知度の向上を図
る。
・企業や従業員向けのセミナー等の
開催、導入希望企業等へのアドバイ
ザー派遣等、テレワーク導入に関す
る体制を整備し、さらなるテレワーク
導入企業の増加を目指す。
・国においては7月24日を「テレワー
ク・デイ」と定め、2020年東京オリ・パ
ラに向けた国民運動を展開する中、
本県においては、本年7月1日に日
本テレワーク学会の公開シンポジウ
ムを開催するなど、テレワークのさら
なる認知度向上に向けた取組みを
推進していく。

・県においては、より専門性の高い
テレワーカーを育成し、全国から業
務を獲得できるよう強化していくとと
もに、テレワークセンターのさらなる
充実を図り、メリットをより分かりや
すく周知するなど、県内企業への普
及啓発を強力に推進する。

商工

H27・H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局
数値目標
の達成度

B

●在宅勤務やサテライトオフィスなど、ＩＣＴを活用した
「テレワーク」に、県が率先して取り組み、「多様な働き
方」の創造を加速することにより、「ワーク・ライフ・バラ
ンス」や「災害時の業務継続」の実現を図るとともに、市町
村におけるテレワーク導入を促進します。
＜経営・政策＞

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
・県庁・在宅勤務
　H27：対象者を育児中・介護中の職員として、実証実験を開始。３
０名が実施。
　H28:対象者を全職員に拡大し実証実験を展開。４８名が実施。

＜課題＞
　テレワークの推進には、「情報セキュリティへの対応」はもとより、
「ペーパーレス化の推進」、新しい働き方に対する「職員・職場の意
識改革」が必要である。

　平成30年度の本格導入に向け、
実証実験におけるアンケートや、若
手タスクフォースの意見を踏まえ、
利便性が高く、職員に定着しやすい
制度設計を行う。

経営
政策

A

委員意見

6 



　②子育てしやすい職場環境づくり

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 H31 評価 特記事項

推進 → → → →

215事
業所

230事
業所

245事
業所

260事
業所

270事
業所

194事業所 232事業所 ◎

推進 → → → →

3回 3回 3回 3回 3回 ３回 ４回 ◎

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

○「はぐくみ支援企業」認証事業所数
　　㉕１７７事業所→㉛２７０事業所

●テレワークなどの多様な働き方の拡大を図り、働きやすい
職場環境づくりを推進するため、仕事と子育て等の両立支援
や女性の管理職登用に積極的な企業等を「はぐくみ支援企
業」として認証し、企業等におけるワーク・ライフ・バラン
スの推進や次世代育成の取組みを促進するとともに、仕事と
育児の両立を支援するため、e-ラーニング等を活用してテレ
ワーカーを育成する「子育て女性等の新たな働き方」支援制
度を創設します。＜商工＞

●仕事と家庭の両立支援を積極的に進めるため、経営者や管
理職等を対象とした研修会を開催し、子育てしやすい職場づ
くりを推進します。＜県民＞

■「はぐくみ支援企業」
　認証事業所数：270事業所（177事業所）

■イクボス研修会の実施回数：年間３回（－）
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○イクボス研修の実施回数
　　㉕－→㉗～㉛年間３回

A

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27・H28取組内容と進捗状況・課題 今後の取組方針 部局
実績値
（H28）

＜H27･H28取組内容と進捗状況＞
　企業や団体の現役管理職、管理職候補者、経営者、人事担
当者などを対象にした「イクボス研修」を実施した。
　H27　３圏域ごと１回ずつ実施
　H28　出前講座として４回実施

＜課題＞
　子育て支援をはじめ、働きやすい環境を整えるカギとなる
「イクボス」の重要性・必要性など認識の向上

　引き続き、関係機関と連携を図り
研修を実施する。

県民 A

委員意見

＜H27・H28取組内容と進捗状況＞
○「はぐくみ支援企業」認証事業
１．仕事と育児の両立を推進する企業等に対し、「推進アドバイ
ザー」を派遣
２．「はぐくみ支援企業」のうち優良な企業を表彰し、パネル展を開
催（３か所）
３．希望のあった企業（100社以上）への戸別訪問の実施
４．パンフレットによる周知
５．仕事と生活両立のための研修会の開催による周知啓発
６．認証企業に対して講演会や法改正等の行政情報を提供

＜課題＞
○認証企業から「職場環境の改善や企業のイメージ向上につな
がった」との意見がある一方で、「認証のメリットがわかりにくい」と
の意見がある。

＜H28→H29戦略の改善見直し箇所＞
●テレワークなどの多様な働き方の拡大を図り、働きやすい職場
環境づくりを推進するため、仕事と子育て等の両立支援や女性の
管理職登用に積極的な企業等を「はぐくみ支援企業」として認証
し、企業等におけるワーク・ライフ・バランスの推進や次世代育成の
取組みを促進するとともに、認証企業等の増加に向けて積極的な
制度の周知啓発に努めます。
また、「子育て女性等の新たな働き方」であるテレワークを推進す
るため、テレワーカー及び業務のマッチングを行うことのできるコー
ディネーターの養成を行います。

○「はぐくみ支援企業」認証事業
１．特に仕事と育児の両立を推進す
る企業等に対し、「推進アドバイ
ザー」を派遣し、経営戦略の構築に
役立てていただく。
２．引き続き、「はぐくみ支援企業」の
うち優良な企業を表彰するとともに、
パネル展や研修会の場での事例発
表などを通じて、実例を紹介するこ
とにより、企業と県民への周知・浸
透を図る。
３．企業や業界団体を直接訪問し、
制度の説明を行うことにより、認証
へとつなげる。

商工
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