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いけるよいけるよいけるよいけるよ！！！！徳島徳島徳島徳島・・・・行動計画行動計画行動計画行動計画

主要事業等評価主要事業等評価主要事業等評価主要事業等評価シートシートシートシート

基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３ 「「「「安全安心安全安心安全安心安全安心・・・・実感実感実感実感とくしまとくしまとくしまとくしま」」」」

平成2平成2平成2平成2５５５５年年年年８８８８月月月月８８８８日日日日



基本目標3基本目標3基本目標3基本目標3「「「「安全安心安全安心安全安心安全安心・・・・実感実感実感実感とくしまとくしまとくしまとくしま」」」」

3－1　3－1　3－1　3－1　みんなでみんなでみんなでみんなで守守守守るとくしまづくりるとくしまづくりるとくしまづくりるとくしまづくり

今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

3 推進 → → →

設置 検討 設置

1

2

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　危機事象に即応するため、継続的な緊張感の中での対応が必要

・機を逸することな
く、危機管理会議、危
機管理連絡会議を開催
する。
・危機事象発生時の即
応体制を確保する。

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

＜＜＜＜H23・H24H23・H24H23・H24H23・H24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　新たな危機事象に備えた更なるマニュアル整備

・Joruriデータベース
を活用したマニュアル
の整備を図る。
・新たな危機事象の洗
い出しによるマニュア
ルの整備を図る。

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 → → →

→ →

●三連動地震*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・H24H23・H24H23・H24H23・H24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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）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」を設置した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　徳島県危機管理総合調整会議の定期的な開催

・定期的に徳島県危機
管理総合調整会議を開
催する。

危機
○県・市町村と警察・消防・自衛隊等の実動機関
を構成員とした「徳島県危機管理総合調整会議
（仮称）」の設置・開催
    [24]設置

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

Ａ

Ａ

「「「「いけるよいけるよいけるよいけるよ！！！！徳島徳島徳島徳島・・・・行動計画行動計画行動計画行動計画」」」」主要事業等評価主要事業等評価主要事業等評価主要事業等評価シートシートシートシート

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 →

Ａ

1 



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

4 整備 → → →

実施 実施 実施

作成 作成

6
促

進・
実施

→ 実施 →

開催 開催

開催 検討
検討
・

準備

7 推進 → → →

創設
創設準

備
創設

5

●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・H24H23・H24H23・H24H23・H24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　平成２０年度から５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。
　市町村避難マニュアル作成のためのガイドラインを作成した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　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さらに進るとともに、
市町村避難マニュアルの作成を推進させる必要がある。

・国民保護共同訓練を
実施する。
・市町村避難マニュア
ル作成を支援する。

危機
○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

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．各消防本部に対して、統合の考え方や状況の確認を行った。
２．平成２４年度の消防救急無線デジタル化の実施設計と平成２
５年度からの整備に向けた検討の中で、一部の地域で指令業務共
同化が行われることとなった。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　消防本部は、市町村の行政組織であり、財政や人事の面から
も、広域化に対して十分な理解を得ることが必要である。

●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 → →

・引き続き、広域化に
向け、各消防本部、市
町村との調整を行う。
・消防庁の方針に基づ
き、重点地域の指定に
向けて各消防本部や市
町村の意向を確認し、
検討を行う。

危機

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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．H25の中国四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練の本県開催
に向け、国、消防機関との調整・準備を行った。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　南海トラフの地震を想定した、実践的な、本県ならではの訓練
を行う必要がある。

・本県において、中国
四国ブロック合同訓練
を、平成25年11月2日、
3日に開催
・国の方針に基づいた
訓練を行い、緊急消防
援助隊の技術・連携活
動能力向上を図る。

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

○緊急消防援助隊中四国ブロック合同訓練の開催
    [25]開催

→

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．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。
２．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、H23年度に創設準備、Ｈ24年８月に創設し、Ｈ24年度に４団
体を表彰した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　消防団活動への理解を促進するために、より多くの事業所へ、
制度の効果的な周知を図っていく。

・少年少女消防クラブ
の交流を図る。
・平成２５年度も、５
団体程度を表彰し、制
度の普及を図る。

危機

○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

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

2 



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

9

10

11

8

●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 → → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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）
３鳥インフルエンザモニタリング検査（H23、H24とも毎月実施）
４防疫資材の備蓄（H23、H24）
上記により、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。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　近隣諸国からの病原体侵入の危険性が高い（特に、鳥インフル
エンザウイルスを持ち込むと考えられている野鳥の監視が必要）

・全畜産農家への立入
検査、定期的なサーベ
イランスの実施を継続
し、家畜伝染病の発生
予防に努める。

・県独自及び国主催の
防疫演習等の実施によ
り、危機管理体制の更
なる強化を図る。

・野鳥の監視対策を強
化し、発生予防に努め
る。

・防疫資材の備蓄に努
める。

農林

●那賀川水系における渇水被害の軽減を図るため、企
業・農業の生産活動の維持、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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
地下水送水設備の適正な維持管理を行い、Ｈ２３年春渇水時にお
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。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞特になし

・渇水時において、地
下水送水設備の適正な
運用を行い、緊急時の
水源確保に努める。

商工

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

→ → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　平成２４年度に「帰宅困難者対策」、「応援協定」及び「ドク
ターヘリの運航」等について地域防災計画を見直し、「関西減
災・防災プラン」と整合をとった修正を行った。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　なし

・今後とも「関西減
災・防災プラン」と整
合をとった修正を行
う。

危機

●大規模災害時における広域防災活動の充実・強化を
図るために東南海・南海地震*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 →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　平成２４年度に防災関係機関（自衛隊、警察、消防）と防災拠
点について調整会議を開催。防災関係機関に照会を行うなど、広
域防災活動計画の拠点一覧について時点修正を図った。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○○○○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　国の「活動要領に基づく具体的な活動計画」の策定時期が未定

・国に早期策定を働き
かけ、「計画」が公表
され次第、県の「計
画」も速やかに見直し
を行う。

危機

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

3 



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

12 運用 → → →

運用 運用 運用

15,00
0　人

20,00
0　人

25,00
0　人

30,00
0　人

14,389
　 人

20,079
　　人

13
試運
用

運用 → →

運用 検討 運用

運用 検討 運用

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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．チラシ・パンフレット等による、県民への普及を行った。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　登録手順の簡素化や、分かりやすい操作性の実現について要望
がある。

・県内全市町村への広
報用チラシを配布す
る。
・民間（企業・団体
等）・大学・自治体へ
の登録の働きかけを行
う。
・「すだちくんメー
ル」の操作性向上のた
めのシステム改修を行
う。

危機○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

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．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。
２．平成24年度はJoruriを用いた再構築を行い、県土整備部の防
災情報の共有化を行った。また、地理情報システムの技術を活用
した情報の表示を行った。
３．「安心とくしまネットワーク」は庁外のクラウドサービスを
活用することにより、冗長性及び可用性を確保し、広報体制強化
を図った。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　ライフライン事業者、医療・保健・福祉分野「災害時コーディ
ネーター」との情報共有を図る必要がある。（H25年度）

・市町村、医療機関と
の情報共有について正
式運用
・ライフライン事業
者、医療・保健・福祉
分野「災害時コーディ
ネーター」関係者との
情報共有を推進
・公共情報コモンズと
連携し、マスコミ等へ
の情報提供体制を強化

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

Ｂ

Ａ

4 



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

14 検討
　整
備・
運用

→ →

整備 検討 整備

15
　設
定・
運用

→ → →

設定 設定

16
 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

年1回
開催

年1回
開催

年1回
開催

年1回
開催

開催 開催

17 導入 運用 → →

導入 導入 運用

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　緊急時におけるシステム運用業者との緊密な連携

・今後、安心とくしま
ネットワークの安定運
用をはかるための必要
な措置を講じる。

危機

○情報ネットワーク基盤の整備
    [24]整備

●「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・H24H23・H24H23・H24H23・H24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　　　　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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　動画情報コンテンツの充実を図る必要がある。

・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
の充実を図る。

危機

○動画専用カテゴリの設定
    [23]設定

●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。

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．一斉情報伝達訓練の実施及び課題の検討（H23：2回、H24：
２回）
２．津波対応訓練の実施及び課題の検討（H23：１回、H24：１
回）
３．設置学校等において、個別に情報伝達訓練の実施（H24：実
施）
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・喫緊の課題である南海トラフ巨大地震への備えとして、Jア
ラートを通じて地震速報等を覚知できることを踏まえ、庁舎の対
応手順を随時見直ししていくことが必要
・確実に情報伝達がなされるための、システム機器の適正な維持
管理

・引き続き、定期的な
訓練を実施する。
・定期的に適正なシス
テム機器の維持管理を
呼びかける。
・各庁舎、所属に対
し、対応手順を随時見
直しするよう呼びかけ
る。

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

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．平成23・24年度に県有施設１０５箇所で緊急地震速報受信設
備を整備し、県有施設１２０箇所（累計）において整備完了し
た。
２．小松島市で開催した平成２３年度近畿府県合同防災訓練及び
美馬市で開催した平成２４年度徳島総合防災訓練において、緊急
地震速報を鳴動した訓練を実施し、周知広報に努めた。
３．県庁舎と市町村一斉で実施した緊急地震速報対応訓練におい
て、緊急地震速報発表時の対応を確認した。（H23:２回、H24:２
回）
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
 訓練等を実施できるのは特定の施設に限られるため、より多く
の県民に効果的に周知する方法について、工夫が必要となる。

・徳島地方気象台と連
携し、防災イベントや
ホームページで緊急地
震速報の普及啓発を行
う。
・各種防災訓練に緊急
地震速報発表の想定を
取り入れて実施する。

危機

○緊急地震速報受信機器の導入
    [23]導入

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

5 



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

20 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

21 検討 設置 → →

設置 検討 設置

19

18

●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。

　訓
練・
研修
実施

→ → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．災害時の市町村派遣チームへの研修会を開催した。（年１
回）
２．総合防災訓練に参加し、災害時応援協定を締結している鳥取
県の職員災害応援隊と合同訓練を実施し、技術と両県連携の向上
に努めた。（年１回）
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・被災地の支援活動をするには、派遣隊員自身が所管する災害対
応業務がなく、各所属BCPを踏まえて人的余力がある場合などに
可能となるため、現在の手挙げ方式による隊員登録制度では派遣
人員の安定化が困難であるため検討が必要である。
・鳥取県と連携した活動も想定されるため、円滑に行えるルール
作りを推進する必要がある。

・引き続き訓練等を実
施するとともに、隊員
の能力向上に具体の数
値目標を設け、そのた
めのサポート体制の改
善を図る。

危機

●県警察で構成する「徳島県警察広域緊急援助隊*」
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。

運用 → → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
平成23年度は、東日本大震災の発生に伴い、迅速・的確な救出救
助活動を行った。
平成24年11月には、今までの広域緊急援助隊等を大規模災害時に
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、徳島
県警察災害派遣隊を新設した。
同隊の新設に伴い、独自の訓練による練度の向上、また、防災関
係機関との訓練に参加し連携強化に努めた。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
平素の危機管理と部隊能力の向上。

平成25年度、新たに指
定された徳島県警察災
害派遣隊員による独自
の訓練や防災関係機関
と連携した訓練を実
施、更なる練度の向上
に努める。

警察

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
平成23年11月には、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、平成24年11月には、岡山県におい
て開催された同訓練に参加している。
同訓練の参加により、練度の向上、他府県との連携強化が図れ
た。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
災害に対する対処能力の向上と他府県部隊との連携強化

平成25年度は、11月に
愛媛県で開催される予
定であり、本県警も参
加予定である。

警察

○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

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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　平成２４年度に「防災・危機管理センター」（３F、４F,１１
F）の設置工事を行うとともに、大型ディスプレイや無線通信設
備等を整備した。（年度内に県図上訓練や国民保護訓練の実施に
あたり一部運用を開始し、年度末に完了した。）
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　４Fへの無線電話回線の引き込み及び将来的なOAフロア化が必
要

・平成２４年度に設置
が完了したが、今後と
も訓練等を通じ、随時
災害対策本部の機能の
充実・強化を図る。

危機

○「徳島県防災・危機管理センター（仮称）」の
設置
     [24]設置

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

25 推進 → → →

28
万人

33
万人

38
万人

43
万人

29
万人

34
万人

年100
回開
催

年100
回開
催

年100
回開
催

年100
回開
催

197回 209回

22

23

24

●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
基本
設計

実施
設計

推進

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　　　　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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　整備案を精査しコスト縮減に努めていく。

・H25年度に実施設計を
行い再整備工事発注に
向けた仕様書、工事図
面等を作成する。
・汎用品や民生品等の
採用について検討し、
可能なものについては
仕様の見直し等を図り
コスト削減を進める。

危機

●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。

運用 → → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　　　　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い、災害時の映像伝送機能
を確保した。
　H23実績：11回（訓練）
　H24実績：5回（訓練）、1回（実践）
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　システムの適正な維持管理が必要

・引き続き適切な管理
運用を行う。

危機

●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。

促進 → → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．県内の整備方法を検討（無線連絡協議会開催）
２．消防救急無線の広域化の方法検討（県全体計画の作成）
３．平成２４年度に、各市町村からの委託を受け、県下一括での
実施設計を実施
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　デジタル化整備には多額の経費を要するため、各市町村の財政
負担が大きい。

・市町村の円滑な整備
に向けた、協議会での
調整、国の支援措置等
の情報提供

危機

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　東日本大震災以降の県民の防災意識が高まっている中に、適時
適切な防災啓発を実施する必要がある。

・県民の防災意識向上
に向け、引き続き、各
種啓発行事・イベント
や移動防災センター等
を実施する。

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]～[26]年100回開催

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

26 推進 → → →

750
施設

800
施設

850
施設

900
施設

784
施設

911
施設

  9
漁港

  11
漁港

  12
漁港

  13
漁港

9
漁港

10
漁港

27
　設
置・
推進

→ →

設置 検討 設置

28 整備
 開
設・
推進

→ →

開設 調整 開設

・引き続き、啓発と人
材育成に係る取組みを
実施

危機

○「とくしま防災人材センター」の設置
    [24]設置

●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します。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎◎◎◎

○長寿命化計画策定済み施設数
＜H23・24取組内容と進捗状況＞
平成２３、２４年度に１９１か所の計画策定を行い、平成２４年
度で策定済施設数目標の９００か所に対して９１１か所で目標を
達成した。

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
特になし

○水産物供給基盤機能保全計画済漁港数
＜H23・24取組内容と進捗状況＞
　H24年度までに10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。

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　漁業者の減少や高齢化が進み、一部の漁港では保全計画策定や
工事費用の分担金が負担となっている。

・長寿命化計画に基づ
き、公共施設の老朽化
対策を推進する。

・漁港施設の安全で持
続的な利用が図られる
よう、保全計画の策定
を推進する。

・市町や漁業協同組合
に対し、老朽化対策の
重要性の周知に努め、
引き続き協力を依頼し
施設の強化等を図る。

・H26年度には県管理13
漁港すべてで保全計画
の策定が完了する予定

県
土・
農林

○長寿命化計画策定済み施設数
    [21]693施設→[26]900施設

○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

●県立防災センターに設置する「とくしま防災人材セ
ンター」と「まなびーあ徳島*」等が連携協力し、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」体制の整備を進めます。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　　　　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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　関係部局や防災関係機関との連携により、コースの充実を図る
必要がある。

・各部局や関係機関と
の連携を強化し、各種
講座やイベントの充実
を図る。
・まなびーあ徳島の
ホームページを改修
し、各部局等が行う防
災に関する講座情報や
デジタルコンテンツを
集約し、発信する。

危機

○「防災生涯学習コース」の開設
     [24]開設

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「とくしま防災人材
センター」を設置します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　　　　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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
    南海トラフ巨大地震等に備え、「自助」・「共助」による県民
防災力のさらなる強化を図るため、積極的に啓発や人材育成を推
進する必要がある。

Ｂ

Ａ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

30
　創
設・
推進

→ →

創設
5市町
村

15市
町村

5市町村 4市町村

31 推進 → → →

150人 200人 250人 300人 219人 354人

32 推進 → → →

30回 35回
※40
回

※45
回

62回 60回

29

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．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。
２．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。
３．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
誘致活動を行い、平成２５年度に「少年消防クラブ交流会」の西
日本大会が、本県で開催されることとなった。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　少年少女消防クラブの活性化を図るための継続した取り組み
と、クラブの交流を更に広げることが必要

●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。

推進 → →

・未来の消防・防災
リーダーの育成事業を
実施する。
・平成２５年８月７日
から９日の三日間、西
日本大会を開催する。
・引き続き全国大会の
誘致を推進する。

危機

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　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）
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　モデル事業の成果を県下全域に普及させる必要がある。

・モデル事業実施市町
村での取組を紹介し、
学校と地域の連携によ
る防災教育の充実が図
られるよう、引き続き
支援する。

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

→

●県立防災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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．まなぼうさい教室　H23実績 69回　H24実績 44回 開催
２．防災教育推進パートナー登録者累計354名
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　講座内容の更新と、防災教育推進パートナーへの継続的な情報
提供

・学校への定期的な情
報提供を通じて、防災
教育の具体的実践につ
ながるようパートナー
の育成を図る。

危機

○「防災教育推進パートナー」の登録（累計）
    [21]52人→[26]300人

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・子どもを対象とした出前講座や体験学習、防災訓練等の回数
・H２３　６２回
・H２４　６０回
東日本大震災発生後、県民及び教育機関の地震・津波に対する危
機意識の高まりから、成果・効果の更なる向上を目指し、目標数
値について、上方修正した。
[21]年5回→[26]年55回
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・子ども達を対象とした津波に対する避難訓練

・寄り合い防災講座や
訓練等を通じ子ども達
の防災力を育む取り組
みの実施。

南部

○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45回

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

9 



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

33 実施 → → →

650人 650人 650人 650人
590人
養成

610人
養成

34 実施 → → →

370人 390人 410人 430人 417人 446人

35

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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
1.判定士養成講習会の実施（H24.1）
2.判定士養成講習会の実施（H25.2）
3.H24から養成講習会を毎年実施することとした
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・実地訓練の充実が必要

・今後受講していない
建築士へのＰＲを行う
・県以外が実施する訓
練等の活用

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

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　研修会を実施し、被災宅地危険度判定士の育成に努めた。Ｈ２
４に３１名が新規登録され、Ｈ２４末で４４６名になっている。

 ＜ ＜ ＜ ＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞ ＞ ＞ ＞ ◎

 ＜ ＜ ＜ ＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　特になし。

　研修会を実施し、新
たな被災宅地危険度判
定士の育成に努める。
　また、有効期限が５
年であるため、有効期
限が終了する人は更新
手続きを行ってもら
う。

県土

○被災宅地危険度判定士（確保人数）
　 [21]315人→[26]430人

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
○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。
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。
○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。
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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
治安情勢の変化に応じた組織体制・人員配置の見直し

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 → →

治安情勢の変化に応じ
た的確な組織体制・人
員配置の見直しを行
う。

警察→

Ｂ

Ａ

Ａ

10 



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

36 整備 → 運用 →

運用
開始

改修工
事設計
完了

改修工
事着手

38 推進 → → →

340人 360人
※380
人

※400
人

583人 738人

37

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞

・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)
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・交通安全教育等更なる施設の活用

・改修工事完了（H25.8
予定）
・運用開始に向けて交
通安全教育等更なる施
設の活用を検討する。

警察

○新免許センターの運用
    [25]運用開始

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
－警察署－
・牟岐警察署の耐震改修工事を完了した。(23)
・那賀警察署の耐震改修工事を完了した。(24)
・板野警察署の耐震改修工事に着手した。(24)
－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。(23)
・阿波警察署柴生駐在所の改築工事を完了した。(23)
・小松島警察署立江町駐在所の改築工事を完了した。(24)
・吉野川警察署鴨島町交番の改築工事を完了した。(24)
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・各施設の状況、治安情勢、財政状況等を総合的に勘案し各施設
整備の優先順位を適切に判断する。

●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 → →

・石井警察署の耐震改
修工事着手に向けた準
備を行う。
・交番・駐在所につい
ては、優先順位を検討
しての整備を行う。

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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　平成23年度：自主防犯ボランティアリーダー研修会を県央、県
南、県西の３カ所で実施、合計144名の参加
　平成24年度：自主防犯ボランティアリーダー研修会を県央、県
南、県西の３カ所で実施、合計155名の参加
　なお、自主防犯ボランティア団体リーダー研修受講者数の実績
が目標数値を上回ったことから、成果・効果の更なる向上を目指
し、目標数値を上方修正
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　安全で安心なまちづくり推進の機運の更なる醸成

・「安全で安心なまち
づくり推進協議会」の
開催（関係機関の連携
強化、安全で安心なま
ちづくりに関する啓
発）
・「安全で安心なまち
づくり推進大会」の開
催（安全で安心なまち
づくりに関する啓発）
・「自主防犯ボラン
ティアリーダー研修
会」の開催（自主防犯
ボランティアの養成）

危機

○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]400人

→

Ａ

Ａ

Ｂ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

39 推進 → → →

480台 477台 499台

40
継続
実施

→ → →

21年
対比
で抑
止

2,318件 2,178件

21年
対比
で抑
止

228件 266件

21年
対比
で抑
止

20件 13件

23年
対比
で抑
止

30件
○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）

●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。

41

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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
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
メール登録者に不審者情報を提供
3　各種キャンペーンや防犯講習時等における防犯情報、不審者
情報の提供
　　上記取り組みにより、安心メール登録者数、自主防犯活動用
自動車数は増加
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　ホームページ上で公開している犯罪情報提供システムの周知徹
底

・　ホームページ上で
公開している犯罪情報
提供システムへのアク
セス数を増加させるた
め各種防犯講習等を利
用しての周知活動の推
進。

警察

○自主防犯活動用自動車台数
　 [21]403台→[26]480台

●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。

○街頭犯罪発生件数
　 [21]2,503件→[26]21年対比で抑止（減少）

○侵入窃盗の発生件数
　 [21]408件→[26]21年対比で抑止（減少）

○振り込め詐欺の発生件数
　 [21]59件→[26]21年対比で抑止（減少）

・　侵入犯罪の発生件
数が増加。
・　振り込め詐欺の発
生件数は前年より減少
したが、被害金額は増
加。また、振り込め類
似詐欺被害が倍増。
・　関係団体（金融機
関、自治体、マスコ
ミ）等、あらゆる機
関、広報媒体と協働、
連携した防止対策を推
進。
・　各種防犯講習や会
合等に積極的に参加
し、講話や寸劇を行
い、視覚に訴える被害
防止活動を推進。

警察

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
  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。
　上記取組で、街頭犯罪抑止と環境浄化、近隣住民、通行者の体
感治安の向上に効果が認められた。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　・　故障時の補修工事への迅速な対応

･　今後も継続して推進
・ 設置後の年数経過に
より故障発生が予想さ
れるため、迅速な補修
工事への対応

警察→

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
1　県下全域で、犯罪分析に基づく街頭犯罪や侵入犯罪抑止総合
対策を実施（H23･24）
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。(H23･H24)
　 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(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（H23･24）
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
した抑止対策の実施（H23･24）
　　上記取り組みにより、街頭犯罪、振り込め詐欺発生件数は前
年より減少
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞ ＞ ＞ ＞ ○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　増加傾向にある侵入犯罪の抑止と倍増している振り込め類似詐
欺防止対策へのさらなる取り組み

運用 → →

Ａ

Ｂ

Ａ

12 



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

42

条例
の
施

行・
推進

→ → →

2,500
人

2,882
人

3,878
人

43 推進 → → →

25人 50人 75人 100人 75人 98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。

○大学生による薬物乱用防止指導員数（累計）
　　 [21] － →[26]100人

○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

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・大学等の新入生ガイダンスでのパンフレットの配布
　(H23,24：６校)
・大学等での薬物乱用防止教室の開催
　(H23：５回，H24：１０回)
・大学祭においての啓発活動の実施
　(H23：２校，H24：３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)
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　「徳島県薬物の濫用の防止に関する条例」に基づく継続した啓
発が必要

・現在の取り組みを継
続するとともに、大学
祭等での啓発を推進す
る。

・違法ドラッグの乱用
防止について啓発を充
実する。

保健

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
(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)
(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、企業との連携強化を図った。(H23･
H24)
　　 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
(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
(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
(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た。(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た。(H24)

　上記取組により暴力団排除条例の周知徹底を図ると共に県民に
対する暴力団排除意識の高揚及び企業、団体、行政機関等と警察
との連携強化が図られた。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞  ＞  ＞  ＞  ◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
不当要求防止責任者講習の回数、受講者数増加

・責任者講習、暴排講
習、職域・地域暴排団
体との協議会等を通じ
て、更なる連携強化を
図り、暴力団排除活動
を推進する。

警察 Ａ

Ａ

13 



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

44

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　平成２３年度
１．犯罪被害者支援週間（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）の実施
２．犯罪被害者支援講演会の開催（平成24年3月10日　アスティ
とくしま）
　犯罪被害者遺族による講演会を開催し、約150名参加
３．犯罪被害者についての中高生向けガイドブック作成
　平成２４年度
１．「生命のメッセージ展」の開催（平成24年11月30日～12月2
日　あわぎんホール）
　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
る展示会の開催。県民約600名参加
２．犯罪被害者講演会の開催（平成24年12月2日　あわぎんホー
ル）
　犯罪被害者遺族による講演を開催し、犯罪被害者等の置かれて
いる現状等に対する県民への理解を深めた。約130名参加
３．犯罪被害者支援街頭キャンペーンの実施
　犯罪被害者支援を訴えるための、啓発グッズを作成し、JR徳島
駅前にて広報啓発を実施
４．犯罪被害者支援ハンドブック作成
　犯罪被害者等への支援を行う関係機関・団体の担当者が、相談
の受付や情報提供を行う際の留意点等を取りまとめたハンドブッ
クを作成、配布
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　犯罪被害者支援のための広報、啓発、犯罪被害者に対する相談
等を行うボランティア支援員（相談員）の資質向上等を図る必要
がある。

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。

推進 → →

・ボランティア支援員
の養成講座の開催
　（電話・面接相談の
基礎と実践、犯罪被害
者等の現状と被害者支
援について等、犯罪被
害者に対するカウンセ
リングを行う支援員を
養成する講座の開催）
・犯罪被害講演会の開
催
　（犯罪被害者等の名
誉又は生活の平穏への
配慮の重要性等につい
て県民への理解を深
め、新たなボランティ
ア支援員を募集するた
めの講演会の開催）
・ボランティア支援員
の募集要項の作成・配
布
　（新たな支援員の応
募を目的とした、ボラ
ンティア支援員の募集
要項を作成・配布）

危機→ Ｂ

14 



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

45 推進 → → →

5回 2回 ３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。

＜＜＜＜H23・H24H23・H24H23・H24H23・H24度取組内容度取組内容度取組内容度取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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（うち犯罪被害者遺族による講
演2回、聴講者570人）
　　H24:118回、聴講者16,123人（うち犯罪被害者遺族による講
演2回、聴講者1,346人）
２　「命の大切さを学ぶ教室全国作文ｺﾝｸｰﾙ」
　　H23:作品２編応募。中学生の部で警察庁内閣官房長賞受賞
　　H24:作品２編応募　中学･大学生の部で警察庁給与厚生課長
賞受賞
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
　【H23】
　　・殺人事件被害者遺族による講演等を実施　　聴講者150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
　　　聴講者120人
　【H24】
　　・傷害致死事件被害者遺族による講演会を実施　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
　　　講義2回、聴講者102人
５　県警音楽隊ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ、四国４県警察音楽隊演奏会、徳島駅
前において広報啓発活動を実施(H23・H24)
６　命のメッセージ展で犯罪被害者等の等身大パネルの設置、被
害者支援に関するポスター等の展示(H24)
７　県庁県民ホール、ｲﾍﾞﾝﾄ会場等において被害者支援パネル展
を開催
８　県警ＨＰ、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・H24)
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
　H23：県協議会1回(具体的想定事例（殺人事件）に則した実践
的ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ)
　　　　 署協議会13回（共同開催あり、全15署実施）
　　　　　　　　　　　　　（うち実践的ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの実施11回）
　H24：県協議会1回(性犯罪被害者による講演会、聴講者150人)
　　　　 署協議会13回(共同開催あり、全15署実施)

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
県内在住の講演者（犯罪被害者等）の獲得による講演回数の増加
と講演予算の確保

・県、公益社団法人徳
島被害者支援セン
ター、県被害者支援連
絡協議会等の関係機
関・団体との連携強化
・様々な広報媒体を通
じた犯罪被害者支援施
策に関する広報の実施
・犯罪被害者遺等によ
る講演回数増加に向
け、県内在住の講演者
（犯罪被害者等）の獲
得と当初予算要求を行
う。

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

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

46 推進 → → →

30人
台 後
半

49人
（暦
年）

32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

1951
団体

98％
以上

96.9% 97.5%

98％
以上

90.5% 93.6%

55％
以上

36.2% 39.0%

47
順次
整備

→ → →

52% 56% 60% 65% 54% 57%

○助手席
    [21]80.2％→[26]98％以上

○後部席
    [21]35.5％→[26]55％以上

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。

＜H23・H24取組内容と進捗状況＞
　高齢者の交通事故防止、飲酒運転の根絶、全席シートベルト着
用、夜間の交通事故防止及び自転車の安全利用の推進の５項目を
柱とした、交通死亡事故抑止重点運動「徳島セーフティ５」を推
進した結果、死者数は32人と前年比17人の大幅減少となり、道路
交通法が施行されて以降、最も少ない数値に抑止することができ
た。
　特に、高齢者対策では高齢者宅訪問指導員による高齢者宅を直
接訪問しての安全指導等を推進したほか、「反射シール貼り付け
隊」による反射シールの直接貼付活動を展開し、１万４千人以上
に貼付を行う等の対策を実施し、高齢者の死者数は20人と前年比
12人減少という成果を収めた。
＜現状での達成見込み＞△
　本年も、昨年と同様の5項目を柱とした交通死亡事故抑止重点
運動「徳島セーフティ５」を推進しており、4月末現在、死者数
は19人（前年比11人増加）、高齢者の死者数は15人（前年比9人
増加）と大幅な増加となっており、目標達成が困難な数値で推移
している。
＜課題＞
  高齢者の事故死者数が大幅に増加しており、死者全体に占める
構成率も4月末現在78.9％と、全国平均を大きく上回っているこ
とから、高齢者に対する更なる交通事故抑止対策の推進が必要で
ある。

○交通死亡事故抑止重
点運動「徳島セーフ
　ティ５」の更なる推
進
　・高齢者対策
　・飲酒運転の根絶
　・全席シートベルト
着用
　・夜間の交通事故防
止
　・自転車の安全利用
の推進

危
機・
警察

○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

シートベルト着用率
○運転席
    [21]94.3％→[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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　 ３灯式車両用ＬＥＤ式信号灯器を２７２灯整備し、車両用灯
器８，０９８灯のうち、４，６５１灯がＬＥＤ式信号灯器となっ
た。
　　　H23年　５４．１％　H24年　５７．４％
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
H26年６５％達成に向け、順調に推移している。
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
  達成に向けての安全予算の確実な確保

２６年度６５％に向け
推進するとともに、今
後更に１００％を目指
して整備促進を図る。

警察

○車両用ＬＥＤ式信号灯器の割合（再掲）
　 [21]42％→[26]65％

Ｂ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

48 推進 → → →

250㎞ 255㎞ 260㎞ 265㎞ 254km 263km

9
箇所

10
箇所

12
箇所

11
　箇所

11
　箇所

10.5
㎞

11.0
㎞

11.0㎞ 11.0㎞

49 推進 → → →

21
箇所

22
箇所

23
箇所

24
箇所

21
箇所

22
箇所

3－2　3－2　3－2　3－2　いのちをいのちをいのちをいのちを守守守守るとくしまづくりるとくしまづくりるとくしまづくりるとくしまづくり

50

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・県管理道路で幅３ｍ以上の歩道を約12ｋｍ（１６路線２３箇
所）の整備を実施。
・「あんしん歩行エリア」２地区（田宮地区、沖浜・二軒屋・明
神地区）での対策工の実施
・県道宮倉徳島線において、約1.0ｋｍの電線類の地中化を実
施。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
    目標達成に向け、整備を行う

・引き続き、交通安全
施設の重点的な整備を
進める。

県土

○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

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

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

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　　　　H23は国道４３８号、H24は阿南鷲敷日和佐線において整備を実
施。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　具体的に新たな整備箇所の選定を行う。

・引き続き、他路線で
の整備を進める。

県土

○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

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　平成24年3月に「徳島地震防災対策行動計画」を見直し、「地
震防災・減災対策 最終報告（H24.3）」を反映した「「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の主な取り組み
　「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
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　・これまでの対策を着実に推進するとともに、より効果的な対
策についても検討する必要がある。

・有識者等からなる検
討会の議論を踏まえ、
行動計画を策定
・今後の進捗状況につ
いても検討会に報告
し、適切な進捗管理に
努める。
・南海トラフ巨大地震
対策最終報告」に示さ
れた新たな課題への対
応を検討する。

1　三連動地震への的確な対応
●三連動地震に備える「徳島県地震防災対策行動計
画」の着実な推進を図ります。

推進 → 危機→ →

Ａ

Ａ

Ａ

17 



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

51 創設
　推
進

→ →

創設 創設

見直
し

見直し

53 検討 制定 → →

制定 検討 制定

危機
・「県地震動被害想
定」を見直す。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　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、避難場所や避難路の見直
しを促進した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　地震防災・減災対策の推進に向け、早期の策定が求められてい
る。

＜＜＜＜H23･24H23･24H23･24H23･24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　　　　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、各種防災講座等を活用した同憲章の普及啓発に努め
た。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　会員の自発的な取組の更なる促進を図る必要がある。

・新たに県ホームペー
ジを活用して、各会員
の講座やイベント情報
を発信するなど、会員
の自発的な取組を促進
する。
・各種防災講座等を活
用した本憲章の普及啓
発を行う。

○「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

52

54

・「地震防災・減災対
策 検討委員会」による
抜本対策を「とくしま0
作戦」地震対策行動計
画に位置づけ、対策の
着実な推進を図る。

危機

●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
三連動地震（東海・東南海・南海地震）の「被害想
定・抜本対策」を創設します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　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）」を取り纏めるとともに、同報告を反映した「と
くしま－０（ゼロ）作戦」地震対策行動計画」を策定し、南海ト
ラフ巨大地震の「被害想定・抜本対策」を推進した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　なし。

→ →

○「被害想定・抜本対策」の創設
    [23]創設

→
●国が実施する被害想定を踏まえ、「県津波浸水予
測」及び「県地震動被害想定」を見直します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　土地利用規制を盛り込んでおり、施行に向け、各方面からの意
見聴取など、慎重な対応が必要となる。

・平成25年度に施行さ
れる土地利用の適正化
に向け、各方面からの
意見聴取などの対応を
行い取組を推進する。

危機

○「徳島県震災対策推進条例（仮称）」の制定
    [24]制定

検
討・
見直
し

●「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 →

●国の三連動地震「対策大綱」策定を踏まえ、三連動
地震に備える「徳島県震災対策推進条例（仮称）」を
制定します。

→ → 危機

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

55

56

57

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。

推進 → → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　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　3000人
　H24　参加者数　3500人
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　時機を得た啓発を行う防災フェスタとなるよう、内容の充実・
見直しが必要。

・とくしま地震防災県
民会議会員団体や協賛
企業・団体等の連携協
力の下、今後も「とく
しま防災フェスタ」を
開催する。

危機

●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 → → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　「県地震動被害想定調査」に併せて県民意識調査を実施するた
め、実施内容の検討を進めた。（前回実施：平成22年度）
　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
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　県民意識については、正確に現状認識を行い被害想定への適切
な反映方法を検討する必要がある。

・「県地震動被害想定
調査」に県民意識を反
映させるため、実施内
容の検討を進める。

危機

●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･24H23･24H23･24H23･24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　　　　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）に増やし、民間事
業者等との連携による啓発の充実に努めた。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
 啓発の充実を図るため、民間事業者等との連携を進める必要が
ある。

・引き続き、公募を実
施し、展示充実に努め
る。

危機

Ａ

Ａ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

58 推進 → → →

90% 93% 96% 100% 90.1%
91.9%
(速報
値)

 12
市町
村

 16
市町
村

 20
市町
村

 24
市町
村

 11
市町村

12
市町村

開催 開催

225人 250人 275人 300人 257人 306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

59 推進 → → →

3,500
人

4,000
人

4,500
人

5,000
人

3,531
人

3,757
人

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．寄り合い防災講座や各種啓発講座等を実施し、「自主防災組
織」の結成促進とその活動の活性化を図った。
２．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
れの取組み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。
３．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。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　引き続き、「自主防災組織」の結成促進や活動の活性化に努め
るとともに、地域の防災リーダーとなる人材の育成に努める必要
がある。

・市町村と連携を強化
し、自主防災組織の結
成促進と活動の活性化
を図るとともに、各種
講座等の充実を行い、
更なる地域防災の担い
手となる人材の育成を
推進する。

危機

○寄り合い防災講座の開催
　 [23]～[26]年250回開催

●市町村が実施する自主防災組織*の結成促進と活動
の活性化を支援するとともに、地域防災推進員を養成
する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]300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等を開催し、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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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」（２回開催）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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　東日本大震災の課題と教訓を踏まえた上で、本県でのボラン
ティア活動に活かすことができるより実践的な講座内容等の見直
し・充実が必要

・県社会福祉協議会と
連携して、引き続き各
種研修や講演会を開催
する。

危機

○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

Ｂ

Ｃ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

61

60 →

●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 →

●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。

推進 → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．H24年度に、臨時へリポート５か所の整備に対し補助を行っ
た。
２．H23,24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、４８か所）への支援を行っ
た。
３．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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○○○○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　H24年度から孤立化が予想される集落の通信確保について、補
助対象とされている機器が衛星携帯電話に限定されている。

・引き続き、臨時へリ
ポートの整備及び衛星
携帯電話を整備を行う
市町村を支援する。
・国に対し、孤立集落
における通信機器整備
補助について、多様な
機器を選択可能とする
よう政策提言を引き続
き行っていく。

危機

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

南部
＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・地域の絆をテーマに、自主防災組織・社会福祉協議会・学生で
パネルディスカッションを実施。
　H23.12.10 海陽町
・災害時要援護者対策に関する寄り合い防災講座の実施。
Ｈ２３　３回
Ｈ２４　１回
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・地域の支援体制づくりと要援護者情報の関係者での共有。

西部
＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１災害時要援護者支援研修会　　（H23 1回、H24 1回）
２災害時要援護者避難支援訓練　（H23 1回、H24 1回）
３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）
４圏域内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）
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れた。
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・各事業への参加者は高齢者が多く、若い世代を巻き込んだ事業
の
　実施や災害時コーディネーター等他の組織との連携が必要であ
　る。

→ →
南

部・
西部

南部
・寄り合い防災講座等
を通じ要援護者対策に
ついて引き続き普
　及啓発を行う。
・関係機関と連携し支
援体制の強化を図る。

西部
・毎年、順次1箇所市町
を選定し研修会
　及び災害時要援護者
避難支援訓練を実施し
ている。25年度は、美
馬市で実施予定であ
る。さらに、災害拠点
病院や災害時コーディ
ネーター等と連携した
訓練を実施する。
・災害時要援護者避難
支援訓練等において
は、中学生や高校生等
若い世代を巻き込み高
齢化を支える若い世代
の防災力を育成する。

Ｂ

Ａ
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Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

62 検討
創

設・
支援

→ →

創設 検討 検討

63 推進 → → →

7,700
人

8,700
人

9,800
人

11,00
0　人

8,648人 14,435人

64

●県庁内に自主防災活動組織を創設し、地域の一事業
所として近隣での火災や災害発生時において、人的支
援を行います。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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）、設置規程(案）を作成
し関係課と調整を図った。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞△
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　応援隊の活動が公務として認められ、活動中のケガが公務災害
となるかなど詰めておかなければならない事項がある。

・応援隊が地域の自主
防災組織と連携して活
動できるよう、関係部
局とさらに協議を進め
る。

○「県庁消防応援隊（仮称）」の創設
     [24]創設

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・「防災・減災フォーラム」で、「地域防災部会」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。
・南部防災館を活用した研修・講座等を実施。
　　受講者実績　H23まで  79回 8,648人
　　　　　　　  H24     103回 5,787人
                累計    182回14,435人
・市町村連絡会の結成促進
Ｈ２３　１町（海陽町）
　　（H23まで３町結成済（那賀町、牟岐町、美波町））
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　引き続き、自主防災組織の能力向上のため、研修・講座に取
り組む。

・南部防災館における
研修・講座の実施。

○「南部防災館」の研修・講座等受講者数（累
計）
     [21] － →[26]11,000人

●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。

推進 → → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１緊急ヘリポート整備箇所　（H23 1箇所、H24 2箇所）
２緊急ヘリポート降着訓練　（H23 3回、H24 2回）
３情報伝達訓練（衛星携帯電話使用）　（H23 1回、H24 3回）
４孤立可能性地域での寄り合い防災講座（H23 2回、H24 2回）
上記の取組により孤立化への対応の強化が図られた。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・西部圏域は、孤立可能性地域が県内の半数以上を占めており、
市
　町と連携した孤立化対応へのスピードアップが必要である。

危機

南部

・関係機関と連携し、
　孤立可能性地域にお
　ける緊急ヘリポート
　の整備促進を行う。
・孤立可能性地域での
　自主防災組織を対象
　に、衛星携帯電話や
　デジタル無線機等を
　活用した情報伝達訓
　練を実施する。
・孤立可能性地域で、
　市町と連携した通信
　網の整備促進を図る｡

西部

Ｃ

Ａ

Ａ
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Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

検討
策

定・
推進

→ →

策定 策定

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１西部圏域広域防災連絡会議（H23 5回、H24 7回）
　県と圏域内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（震災対策編）に基づく、西部圏域の具体的地震対策行動
計画の被災者対策運用編として策定。
　内容は、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、
　施設編として西部圏域内の
　　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　を掲載している。
上記の取組により、圏域の枠を越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の強化が図られた。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・市町村の災害対策の施策に活かすことが必要である。

西部

平成25年度は156名の防
災ウォッチャーを委嘱
しており、引き続き、
講習会等を実施し連
携・協力体制の構築を
図る。

●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 → → 警察→

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
  災害情報協力員は、平成23年度は158名、平成24年度は157名を
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、新鮮で正確な情報であることから、災害警
備活動の方向性や初動対応に大いに役立っている。
　協力員からの災害情報は、必要に応じて自治体や消防等防災関
係機関にも提供し、共有化を図ることから、県民への避難指示や
救出救助活動、交通規制や広報活動等、総合的な防災対策に活用
されている。
　更に、効果的な運用や同協力員に対する防災意識の高揚、協力
体制の構築を図ることから、警察署等において講習会や個別教
養、訓練等を実施している。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
防災ウォッチャーの防災意識の高揚

●西部総合県民局に、「西部圏域広域防災連絡会議」
を設置し、圏域の枠を越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

65

66

・関係機関に周知し、
　災害対策に活用を図
　る。

Ａ

Ａ

23 



今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

67

68 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

→

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。

開催 →

69

→

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　　　　総合防災訓練や図上訓練等を実施することにより、より実践に
即した応急対処能力の向上を図るとともに防災体制の検証を行
う。
　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
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　地域住民の参加を得て、より実践に即した訓練になるよう工夫
を凝らす必要がある。

・総合防災訓練や図上
訓練をより実践に即し
た訓練として開催す
る。

危機 Ａ

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　　　　被災府県への応援調整や災害対応のためには、本県のみでの訓
練だけではなく、関西広域連合等と一体となった訓練の実施が必
要
　平成23年度：近畿府県合同防災訓練（関西広域連合広域応援訓
練と同時開催）を、本県で開催
　平成24年度：近畿府県合同防災訓練、関西広域連合広域応援訓
練に参加
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　訓練への参加が目的とならないよう、資質向上のための研修を
行うなど、広域的な災害に対応でき、実践に生かせるような意識
を持って訓練に参加することが求められる。

・本年度も継続して、
関西広域連合等と一体
となった訓練に参加
し、広域的な災害へ対
応できるように努め
る。

危機

○「近畿府県合同防災訓練」の本県開催
    [23]開催

警察と防災関係機関、
地域住民が連携して各
種訓練に参加し、それ
ぞれにおいて防災、危
機意識の向上を図る。

○官民連携による各種防災訓練の実施
    [23]～[26]年50回

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　平成23.24年度ともに防災関係機関、自主防災組織等と連携し
た災害警備訓練を50回以上実施した。訓練は、昼間だけでなく夜
間、早朝も実施し、さまざまな環境、条件下での訓練を実施して
いる。
　平成24年度においては、「４県共同津波避難誘導訓練」の実
施、更に本県においても沿岸警察署を中心に津波を想定した避難
誘導訓練を実施している。
　 訓練後は、問題点や反省点を挙げ、可能な限り修正し、災害
発生時には迅速・的確に対応できるよう努めている。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
  災害への対処能力の向上と現状の把握。

警察

Ａ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

35箇
所

10箇所 16箇所

県土

○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

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
1 H23　1箇所完成（美波町）
2 H24　新たに20箇所で事業着手し6箇所完成
　　　（牟岐町2箇所、美波町1箇所、海陽町3箇所）
3 H24末累計16箇所完成
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○○○○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・想定津波高が特に高く、到達時間の短い海部郡内の整備に重点
的に取り組んでいるところであるが、その他沿岸市町にも整備の
必要な箇所がある。

70

71

72

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、避難路や避難施
設の整備等を進めるとともに、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等の除去を促進しま
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。

実施 → →

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　「津波から命を守る緊急総合対策事業」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。
　H23実績：251箇所　　H24実績：341箇所
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　「津波浸水想定」を踏まえ津波避難タワー等の整備を、さらに
促進する必要がある。

●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。

推進 → → →

→

●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。

推進 → → →

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○

（拠点避難所の指定）
＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　市町村地域防災計画で指定する必要がある避難所に「拠点避難
所」を追加指定するよう市町村と調整を行った。
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　指定に向けた市町村との一層の調整が必要

（拠点避難所となる県立学校等の整備）
＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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、海部高校
他１０校において実施。
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
高等学校（産業教育施設を除く）については、太陽光発電装置に
対する国の補助等がないので、財政的な制約がある。

（拠点避難所の指定）
・県地域防災計画にお
いて、「拠点避難所」
の機能を明確化する。

（拠点避難所となる県
立学校等の整備）
・平成３０年度末まで
に、すべての県立学校
において、事業を実
施。
・太陽光発電装置につ
いては、平成２８年度
以降に重点的に整備予
定。

危
機・
教育

・南海トラフ巨大地震
の津波想定で、浸水エ
リアの拡大した阿南市
以北への事業展開を検
討する。

・「津波浸水想定」に
よる沿岸市町の対策を
促進する。
・市町の津波避難対策
を促進させるため、市
町の財政負担軽減に向
け国に提言していく。

危機 Ａ

Ｂ

Ｂ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

73 推進 → → →

75% 80% 85% 90% 74.2% 78.8%

80% 85% 90% 95% 85.8% 91.3%

75% 80% 85% 90% 74.3% 79.7%

90% 100% 90% 93.8%

91.3% 91.3% 92.1% 92.1% 91.3% 91.7%

1箇所 2箇所 3箇所 4箇所 １箇所 １箇所

56% 67% 78% 100% 56% 73%

整備 整備
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

 ○「道の駅」防災拠点化整備済箇所数
　    [21]１箇所→[26]４箇所

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

●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（ＤＭＡ
Ｔ*）の体制整備を進め、災害医療体制の向上を図り
ます。

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％

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％

○県営住宅の耐震化率
    [21]90.3％→[26]92.1％

災害医療体制の整備
○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

○ＤＭＡＴの体制整備
    [21]13チーム→[26]20チーム

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○○○○

■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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
平成２３年度は、城北高校、小松島西高校、貞光工業高校、吉野川
高校、他６校で、平成２４年度は、城北高校、小松島西高校、貞光
工業高校、鳴門渦潮高校、他７校で、耐震改修事業を実施。
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
県立学校再編の対象校については、今後、再編方針を考慮しながら
耐震化事業を進めていく必要がある。

（市町村立小中学校施設耐震化率）
＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
平成２３年度は、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、他９市町
で、平成２４年度は、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、他４市
町で、耐震改修事業を実施。
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
市町村によって、進捗度に差がある。

■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・H24H23・H24H23・H24H23・H24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　　　　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％
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　耐震化を計画的に進めるための確実な予算確保が必要である。

（都市公園施設及び県営住宅の耐震化率）
＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・都市公園　弓道場及び陸上競技場の耐震化に取り組み、弓道場の
耐震化は完了。陸上競技場については、設計諸条件や関係団体との
調整等に時間を要し、設計中。
・県営住宅耐震化　３棟完成（H２３），
  同住宅耐震化１棟完成、1棟工事中（H２４）
・道の駅  防災拠点化の整備スキームを検討。
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・都市公園　関係団体との調整を密に行い、早期完成を目指す。
・県営住宅　なし
・道の駅　市町村の地域防災計画等に「道の駅」を防災拠点として
位置づけることが必要となる。

■災害医療体制の整備
＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・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
・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）
・国交付金を活用し、県立中央病院（基幹災害拠点病院）、半田病
院の改築を実施（災害拠点病院の耐震化率（73%））
・現在未耐震の県立三好病院、麻植協同病院、徳島大学病院（一
部）においても耐震化に着手（全ての災害拠点病院の耐震整備に目
途）
　上記の取組により災害医療体制の整備を図った。
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　DMATの更なる養成、継続的な災害医療訓練の実施、
  県災害医療対策協議会において課題の把握

■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）
・平成２７年度末まで
に、耐震化完了。
・学校再編統合計画と
の整合性を保ちなが
ら、耐震化事業を進め
ていく。

（市町村立小中学校施
設耐震化率）
・平成２７年度末まで
に、耐震化完了。
・より一層の耐震化を
促進するため、市町に
対して適切な指導・助
言等に務める。

■その他の県有防災拠
点施設等の耐震化の推
進
・耐震化をすすめるた
めの予算確保に努め、
県有防災拠点施設等に
ついて、可能な限り計
画を前倒しして耐震化
を進める。
・PFI手法を用いた団地
の集約を図り耐震化を
進める。

・都市公園：未耐震１
施設について、関係団
体との調整を行い、早
期の完成を目指す。
・県営住宅：工事中の
１棟について、平成２
５年度中の工事完了に
向けて、事業継続
・道の駅：市町村への
整備スキームの説明。

■災害医療体制の整備
・DMATの体制整備につ
いて、県災害医療対策
協議会での議論を踏ま
え、更なる災害医療体
制の整備と訓練実施に
努める。
・徳島阿波おどり空港
を広域搬送拠点とし
て、国の計画に追加す
るため、内閣府と引き
続き協議を実施。

危
機・
保

健・
県

土・
教育

Ｂ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

74 推進 → → →

8海岸
10海
岸

12海
岸

13海
岸

10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河川 8河川 4河川 8河川

2箇所 3箇所 4箇所 5箇所 0箇所 1箇所

40% 45% 50% 60% 39% 46%

98% 100% 98% 100%

5% 10% 0% 3%

整備
完了

整備
整備
完了

○海岸堤防の耐震調査の実施済海岸数
　 [21]7海岸→[26]13海岸

○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

○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）

○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％

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％

○15ｍ未満の橋梁の耐震化率
    [21] － →[26]10％

●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。 ＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞

・海岸堤防
　H23：坂野海岸、今津海岸、見能林海岸
　H24：鳴門海岸、松茂海岸、徳島海岸
　紀伊水道西沿岸において耐震調査を実施
・海岸保全施設
　H23・24年度で日和佐港海岸ほか５海岸（地区）の港湾海岸で
整備を推進
・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
　勝浦川ほか７河川で堤防の耐震調査を実施
・河川水門
　H23：なし
　H24：打樋川（阿南）
　打樋川（阿南）の水門の耐震化を実施
　今後は，H25年度に出島川・芝生川・善蔵川の３箇所、
　H26年度に冷田川の１箇所の整備を行い、合計５箇所の整備完
了の見込み
・緊急輸送道路における改良率
　H23:一般国道195号等20箇所で整備を推進した。（改良率39%）
　H24:一般国道195号等20箇所で整備を推進した。（改良率46%）
・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
　H23:進捗無し（耐震化率0%）
　H24:15m未満の橋梁の耐震化を推進した。（耐震化率3%）
・南部運動公園の整備
　テニスコートエリアの整備に取組み、整備完了。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
事業進捗を図るための予算の確保

事業予算の確保に向
け、機会ある毎に国に
提言を行っていくとと
もに、各施設の整備を
着実に推進していく。

○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

県土 Ｂ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

75 推進 → → →

20% 25% 30% 35% 21.4% －

76

77 推進 → → →

10件 40件 70件 100件 12件 31件

78 推進 → → →

46,00
0　戸

57,00
0　戸

68,00
0　戸

79,00
0　戸

54,315
戸

71,854
戸

100%
対応

100%
対応

100%
対応

100%
対応

100%対
応

100%対
応

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・吉野川で２門、旧吉野川で３門、那賀川で１門の水門・樋門の
自動化・遠隔化や耐震化を実施

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
事業予算の確保

○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。

促進 →

●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、ＬＥ
Ｄ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、
県管理施設にも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。

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．助成制度の充実・強化に向けた国への働きかけ（政策提言4
回)
２．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)への助言や働きかけ

　これらの取組により、関係機関の認識や理解を高めることがで
きたものと考えられる。
　現在、実績値の取りまとめ中（11月頃判明予定）
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・・・・県内の市町村は財政基盤が弱く、事業促進のためには助成制度
の充実・強化が肝要であり、関係機関への一層の働きかけが必要
・計画的な事業実施及び積極的な国庫補助制度の活用に向け、市
町村(水道事業者)への一層の助言、指導及び働きかけが必要

○水道の基幹管路の耐震適合率
　 [21]18.4％→[26]35.0％

→

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞県管理施設10箇所県管理施設10箇所県管理施設10箇所県管理施設10箇所、、、、市市市市町管理施
設21箇所において、ｿｰﾗｰ式LED避難誘導灯や防災灯等を設置し
た。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○○○○
 ＜ ＜ ＜ ＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・県産ＬＥＤ製品が車両乗り入れ部に設置出来ないことや、光に
よる農作物への影響等、具体的な設置場所選定が難航する。

・引き続き、市町と設
置場所の選定について
連携し、避難誘導灯等
を設置。

南部

事業予算の確保に向
け、機会ある毎に国に
提言を行なっていく

県土 Ａ

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、県下の新
耐震基準以前の木造住宅について耐震化の取組を促進
します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
Ｈ23年度には県下全域で20,049戸、24年度には17,539戸の戸別訪
問を実施した結果、訪問戸数の累計は71,854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,23・24年
度に3,775戸の耐震診断への支援を行った。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
   耐震診断後、いかに改修に結びつけるかが課題

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

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

・助成制度の充実・強
化について、あらゆる
機会を通じた国への働
きかけ
・市町村(水道事業者)
に対する、国庫補助事
業の活用に向けた継続
的な助言・指導

・緊急雇用事業の活用
により戸別訪問を継続
して耐震診断を促進す
る。

県土

危機 Ｂ

Ｄ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

79 推進 → → →

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

推進 → → →

12
市町
村

18
市町
村

24
市町
村

24
市町
村

7市町村 9市町村

81 推進 → → →

1,200
件

1,250
件

1,300
件

1,350
件

1,106
件

1,314件

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
Ｈ23･24年度に県民の要望に100%対応し,県下一円413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・安心なリフォーム支援事業」を創設し
た。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞ ＞ ＞ ＞ ◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
            改修に取り組む所有者を,いかに増やしていくかが課題

80

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

○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

●特定の民間建築物（一定要件の病院・劇場・百貨
店・マンション等）の耐震化を目的として、耐震診
断、耐震改修などに対し、事業主体である市町村に助
成を行います。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・要綱未策定の市町村を個別に訪問するとともに、建築物耐震化
促進協議会などの会議の場を活用し、要綱策定の働きかけを実施
した。（Ｈ23,Ｈ24）
・Ｈ23年度は1市（美馬市）、24年度は2市町（三好市･勝浦町）
が新たに要綱を策定し、策定市町村は増加している。
・また、平成24年度の県政運営評価戦略会議の評価を受け、働き
かけを強化するために事業概要の見直しを行った。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○○○○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
 ・要綱策定を加速するため、制度拡充された国庫事業の活用
や、対象建築物の明確化による市町村への働きかけ強化が必要。

・事業概要の見直しに
より、市町村ごとに耐
震化が必要な民間建築
物のリストを作成し、
補助制度の創設を働き
かけていく。
・耐震改修促進法の改
正により、一定の民間
建築物に耐震診断が義
務化されることを受
け、要綱の策定を働き
かけていく。

県土

○補助金交付要綱策定市町村数（累計）
　 [21]5市町村→[26]24市町村

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・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、一級建築士が直接来
訪者、電話、ファクシミリ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ＨＰによる周知のほか、パン
フレットを作成しコンビニやスーパーに設置するなど、広く県民
の方々への周知を実施した。
・このような取組みにより、Ｈ23年度は206件、24年度は208件の
県民からの相談に対応し、耐震改修の促進に繋がった。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　きめ細かい対応により耐震改修に繋げていくことが必要。

・委託事業及びゼロ予
算事業により相談窓口
を設置し、より踏み込
んだ対応を行ってい
く。

県土

○相談件数（累計）
　 [21]841件→[26]1,350件

・改修の意向があるも
のの,あと一歩が踏み出
せない所有者を対象に
訪問相談を実施して改
修を増やしていく
・安価で取り組みやす
い改修工法を開発する

県土 Ａ

Ｄ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

82

完成
本体
工事
着手

本体
工事
継続

83 推進 → → →

81% 82% 83% 84% 81% 82%

完成 － －

84 推進 → → →

2箇所 3箇所 3箇所 3箇所 2箇所 3箇所

○ほたる川排水機場（吉野川市）の新設
　　[26]完成（１０m3／s）

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・吉野川（勝命ほか３箇所）、那賀川（深瀬）で
　堤防工事を実施
・H25.1.26「長安口ダム改造事業」本体着手
・H23.11.27「ほたる川排水機場」本体着手

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
直轄事業予算の確保

→

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。

促進 → →

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・園瀬川：川北地区の堤防を整備中
・飯尾川：加減堰部の改良に着手し、整備中
・福井川：大原堰部の改良に着手し、整備中
・桑野川：長生地区の河床掘削に着手し、整備中
・正木ダム：放流警報局の機器更新済
　　　　　　河川情報表示板を整備中

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
事業予算の確保

事業予算の確保に向
け、機会ある毎に国に
提言を行なっていく

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％

○正木ダム管理施設の改良
    [21]整備中→[25]完成

●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・24取組内容と進捗状況＞
　H24年度末までに牟岐漁港海岸の陸閘（りっこう）が整備さ
れ、高潮等からの防災機能を強化した。

＜現状での達成見込み＞　◎

＜課題＞
　「設計津波水位」の公表に伴い、今後は海岸保全施設の段階的
な整備が必要である。

・海岸保全施設の耐震
点検を行い、その結果
を踏まえて市町等と協
議を行い具体的な整備
方針を検討し整備を推
進する。

農林

○漁港海岸施設整備済箇所数
　 [21]2箇所→[26]3箇所

県土
事業予算の確保に向

け、機会ある毎に国に
提言を行なっていく

Ａ

Ａ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

85 推進 → → →

101局 102局 103局 104局 99局 101局

3箇所 4箇所 5箇所 6箇所
6箇所
達成

達成

3箇所 4箇所 5箇所 6箇所 4箇所 5箇所

配信
開始

－ －

86 推進 → → →

22,30
0　戸

22,50
0　戸

22,60
0　戸

22,80
0　戸

22,319
戸

22,655
戸

87 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

45% 65% 85% 100% 52% 65%

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・水位局：H23鮎喰川（１局）、H24多々羅川（１局）・出島川
（１局）を整備済
　H25は、八多川（１局）、多々羅川排水機場（１局）を整備予
定。
・警報局：H23で全6箇所（園瀬川１箇所、鮎喰川１箇所、
穴吹川１箇所）を整備済
・潮位情報提供システム：H23日和佐港（1箇所）・浅川港（1箇
所）、H24橘港（1箇所）で整備済
・防災メール：水位情報の発信に向け、具体的な事業計画を検討
した

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎◎◎◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
事業予算の確保

事業予算の確保に向
け、機会ある毎に国に
提言を行っていくとと
もに、各施設の整備を
着実に推進していく。

県土

○河川の水位局数
    [21]67局→[26]104局

○河川警報装置の設置箇所数
    [21] － →[26]6箇所

○潮位情報提供システムの整備
    [21] － →[26]6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％

○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

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
    砂防堰堤、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設等の整備
により、土砂災害の危険性のある人家等を保全した。
 1 H23実績　204戸を保全
 2 H24実績　336戸を保全
 3 H24末累計保全人家22,655戸となり年度計画を上回る

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・近年の大型化する台風や頻発するゲリラ豪雨、さらに切迫する
巨大地震の発生等、大規模土砂災害の危険性が高まっている。

○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

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
○啓発箇所数
　1 H23実績 268箇所で説明会実施
　2 H24実績 329箇所で説明会実施
　3 H24末累計2,615箇所となり年度計画を達成
○土砂災害警戒区域の指定
　1 H23実績 23施設を指定
  2 H24実績 5施設を指定
　3 H24末累計195施設／301施設　65％
 
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・土砂災害警戒区域の指定について、平成２６年度の指定１０
０％に向け、指定に必要な調査を計画的に進める必要がある。

○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

県土
・

農林

県土

・自然災害に対する未
然防止対策を推進する
とともに、県土整備部
と農林水産部の連携を
強化し、土砂災害や山
地災害の被害防止対策
に取り組む。

・災害時要援護者関連
施設に係る箇所の基礎
調査を平成２５年度内
に完了させる。

Ａ

Ａ

Ｂ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

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

29% 31% 32% 34% 30％ 31％

89 促進 → → →

100% 100% 100%

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

88

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　平成24年度、美波町において、地籍調査実施に向けて準備を行
なった。
　上記の取組みにより、平成25年度に全２４市町村が地籍調査の
実施市町村となった。
　また、平成21年度からは予算を倍増し地籍調査の進捗を図って
おり、この結果、平成24年度の進捗率は31％ と、数値目標を達
成した。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎
 
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　県南及び沿岸地域における地籍調査の更なる進捗が必要であ
る。

・津波浸水想定地域等
の防災・減災関連地域
の地籍調査の重点化を
図る。

・地籍調査が遅れてい
る県南地域において、
地籍調査の促進を図
る。

・地籍調査に先行して
実施する国直轄の基本
調査を活用し、面積進
捗を図るとともに、地
籍調査実施の機運を高
める。

農林○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％

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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・日和佐道路の全線開通(H23.7.16)
・猪ノ鼻道路の工事促進
・一般国道32号改築防災の設計協議中
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
順調に推移していることから、特になし

 
・猪ノ鼻道路の工事促
進
・一般国道32号改築防
災の設計協議促進

○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

○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

県土

Ａ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

90 推進 → → →

55% 65% 75% 80% 61% 65%

91

92 推進 → → →

4箇所 5箇所 6箇所 7箇所 5箇所 6箇所

●中山間地における、地域の生命線となっている道路
において、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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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
整備を促進

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
    用地取得の進捗

９路線１０箇所の整備
を促進

○生命線道路の強化率（10箇所）
    [21]26％→[26]80％

→ →
●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。

推進 →

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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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）

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎◎◎◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
順調に推移していることから、特になし

要対策箇所の整備を推
進

県土

○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

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
橋長15m以上の橋梁の長寿命化計画策定と修繕の実施

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
継続的な長寿命化を行うための予算確保

橋梁毎５年に１度実施
している橋梁点検によ
り橋梁長寿命化計画の
見直しを行い着実に修
繕を推進

県土

県土 Ａ

Ａ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

3－3　3－3　3－3　3－3　くらしをくらしをくらしをくらしを守守守守るとくしまづくりるとくしまづくりるとくしまづくりるとくしまづくり

93 推進 → → →

改定 改定

94 推進 → → →

創設 検討 創設

5,200
人

5,700
人

6,200
人

6,700
人

5,349
人

6,430
人

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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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．庁内関係部局が連携を図り、条例・指針に基づき、食品の回
収等正確な情報の提供や消費者が生産・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など食の安全・安心の推進に
取り組んだ。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　放射性物質による食品汚染やヒラメを介した寄生虫による食中
毒など新たな問題に対応するため、庁内関係部局がより一層連携
を図り、迅速かつ適切な対応を図っていく必要がある。

・改定指針等に基づ
き、食の安全・安心の
確保に関する施策を総
合的かつ計画的に推進
する。

危機

○「食の安全・安心基本指針」の改定
      [23]改定

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　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、意見交換会等を開催するとともに、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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　今後は、食の信頼関係を確保するため、消費者・事業者が行う
自主的なリスクコミュニケーションを促進する必要がある。

・食の信頼関係を確保
するためのリスクコ
ミュニケーション等を
引き続き実施するとと
もに、「先進的に取り
組む事業者」の登録・
公表制度を適切に運用
する。

危機
○「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]6,700人

Ａ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

95 推進 → → →

80件 100件
※110
件

※120
件

80件 145件

96 推進 → → →

2件 2件 3件 4件 2件 3件

97 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

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2ＧＡ
Ｐ認証制度」により、安全で安心な農産物を供給しま
す。（再掲）

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
【H23】
・農業支援センターによる現場でのＧＡＰ導入支援
・制度説明会（県央、県南、県西）
・GAP指導者研修会（２回）
・GAP講演会（12月）
【H24】
・農業支援センターによる現場でのＧＡＰ導入支援
・担当者会（２回）
・GAP指導者研修会（２回）
・とくしま安２GAP農産物推進会議（６月）
・GAP推進フォーラム（11月）

　上記の取組みにより、累計認定件数は145件となっている。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　産地への広がりが期待できる農業協同組合生産者部会等の団体
への推進を図る必要がある。

・農業支援センターを
中心とした、生産者へ
向けた認証取得への支
援

・「GAP推進フォーラ
ム」の開催

・「安２GAP農産物推進
会議」の開催

農林

○とくしま安2ＧＡＰ認証件数（累計）
　 [21]65件（1,518人）
　　　　　　　→[26]120件（2,800人）

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　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及び生産農場段階での危害要因をコント
ロールするHACCP認定農場の申請・取得方法等の説明を実施し
た。
　上記取組みにより、H24年に阿波牛生産農家が生産情報公表Ｊ
ＡＳを取得し、販路拡大を進めている。今後とも県内畜産ブラン
ドにも積極的なＪＡＳの取得を推進する。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　生産履歴JＡS認定に係る経費と煩雑な手続き

・家畜衛生指導機関で
ある家畜保健衛生所を
中心として、定期的な
農家訪問により、申請
状況の確認と問題点の
解決に向けた協議を行
い、早期にJAS取得或い
はHACCP農場の認定を目
指す。

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についてＢＳＥ検査を実施し
食肉の安全を確保します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　　　　ＢＳＥ発生の予防及びまん延防止を図るため、食肉とされる全
ての牛についてＢＳＥ検査を継続実施している。

※参考
平成13年～平成25年3月末のＢＳＥ検査数　１２１，０６２頭
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　国においては、ＢＳＥ検査の対象月齢の見直し（38ヶ月超から
48ヶ月超）が予定されていることから、全国一律で全頭検査の見
直しについて検討されている。

・今後、国のBSE検査対
象月齢の見直し等に伴
い、事業概要「全頭検
査」についても、変更
の可能性がある。

危機

○ＢＳＥ全頭検査
　 [23]～[26]継続実施

Ａ

Ａ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

98 推進 → → →

100% 100% 100% 100% 100% 100%

99 推進 → → →

創設 推進 推進

100 推進 → → →

100% 100% 100% 100% 100% 100%

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　全畜産農家の「飼養衛生管理基準」遵守の徹底

・全畜産農家への立入
検査及び飼養衛生管理
基準遵守のための指導
を継続し、家畜伝染病
の発生予防に努める。

農林

○畜産農家の立入検査の実施率
　 [23]～[26]100％

農林

○「Vサポート関西（仮称）」の創設
     [23]創設

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・産業動物獣医師（県獣医師職員含む）の安定的な確保
・最新の知見及び技術習得の継続

・家畜診療所等との更
なる連携を図り、県内
産業動物獣医療の提供
率100％を維持してい
く。

・家畜保健衛生所獣医
師の技術向上

・「徳島県獣医師職員
養成・修学資金貸与等
事業」の推進により、
公務員獣医師等の確保
に努める。

農林

○獣医療の提供率
    [23]～[26]100％

●「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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
広域的な家畜伝染病（高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫）防疫
対策に係る「近畿ブロック等協議会」が既に設立されているが、
関西広域連合専門部会において、本協議会を更に発展させた「V-
サポート関西（仮称）」創設に向け、調整・協議中である。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　関西広域連合参加県と近畿ブロック等協議会参加県との調整・
協議

・関西広域連合（広域
防災）及び近畿ブロッ
ク等協議会事務局であ
る兵庫県を中心に、関
係府県との更なる連携
強化を図りながら組織
体制を整備する。

Ａ

Ｂ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

101 推進 → → →

創設 創設 推進

6人 8人
※10
人

12人 12人 14人

4人 8人 12人 16人 4人 8人

102 推進 → → →

創設 検討 創設

103 推進 → → →

760人 840人 920人
1,000
人

804人 919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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．平成２３年度に、獣医学生のインターンシップ事業の強化を
実施したところ、平成２４年度も、目標値を上回る１４名の受入
を行い、平成２６年の目標値を達成している。
　　インターンシップ事業を通じ、家畜伝染病発生予防、食肉衛
生検査業務等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２４年度については、目標値の４名（６年生2人、5年生
2人）に対して貸与を行い、6年生の２名は、平成２５年度から県
職員として勤務している。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・・・・本県以外の自治体においても、獣医師確保については、深刻な
課題であることから、当該事業を通じて、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
図る必要がある。
・獣医学生に対して、本県獣医師職員の業務について、より理解
が深まる魅力的なインターンシップ事業となるよう、研修内容等
の更なる充実を図る必要がある。
・獣医学生の小動物診療志向

・各獣医科大学へのリ
クルート活動、事業概
要パンフレットの送付
等により、「徳島県獣
医師職員養成・修学資
金貸与等事業」を幅広
く周知する。
・インターンシップ事
業を通じて、公務員獣
医師の職責、特に本県
獣医師職員の職務につ
いての理解を深めても
らう。
・今後ともに継続して
事業実施を行い、本県
獣医師の確保を図る。

危
機・
農林

○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

・食品事業者における
食品表示リーダーを育
成するため、計画的に
養成講座を開催する。

危機

○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
化を行います。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．平成２４年４月に「とくしま食品表示Ｇメン」を創設
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
　上記の取組により食品表示の監視体制の強化を図り、目標を達
成した。
３．平成２５年度より、とくしま食品表示Ｇメンによる立入調査
事業者数の数値目標を設定（[25]～[26]120事業者/年）
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　とくしま食品表示Ｇメンによる計画的な監視活動が必要

・引き続き、とくしま
食品表示Ｇメンによる
監視活動の強化に努め
る。

危機

○「とくしま食品表示Gメン」の創設
     [24]創設

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　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）
　上記の取組により食品表示適正化推進員の年度目標数を達成し
た。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　養成講座において、産地偽装等の不適正表示を未然に防ぐ観点
から、コンプライアンス意識啓発の強化を図っていく必要があ
る。

Ａ

Ａ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

104 推進 → → →

70人 140人 220人 300人 44人 176人

105 実施 → → →

15,00
0件/
年

15,00
0件/
年

15,00
0件/
年

15,00
0件/
年

15,657
件/年

14,605
件/年

106
　改
定・
推進

→ → →

改定 改定

設置 設置

●食品の産地偽装等の問題が相次ぐ中、商品選択に役
立つ知識を消費者に学んでいただく食品表示に関する
研修会の開催を推進します。 ＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞

　消費者に対し、食品表示等に関する研修会を開催　(H23　１
回、H24　４回)
　平成24年度：県下3地区において研修会を開催し、研修会の受
講者数(累計)の平成24年度目標を達成した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　消費者に対し、食品表示に関する理解を幅広くすすめていく必
要がある。

・計画的に、消費者に
対する研修会を開催す
る。

危機

○研修会の受講者数（累計）
    [21] － →[26]300人

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．「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」による監視指導による適正表示の推進
が図られた。
２．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。
３．監視指導件数については、23年度は目標値を達成、24年度は
目標値をやや下回ったものの、産直市等における適正表示に向け
た改善が進んでいることに加え、表示違反による健康被害の発生
事例もなかった。また、24年度には、全国的に食中毒事件が多発
したが、本県においては、例年並みの発生件数に抑えることがで
きたなど、効果的な監視指導の実施により、食の安全の確保に努
めた。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○○○○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　国において、食品の表示基準制度の一元化が検討されており、
今後対応する必要がある。

・毎年、新たな課題を
盛り込んだ「徳島県食
品衛生監視指導計画」
に基づき,今後も食品に
係る関係部局が連携し,
監視指導を実施する。

危機

○監視指導件数
　 [23]～[26]15,000件／年

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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．平成２１年度になされた消費者基本条例の改正内容を反映
し、消費者を取り巻く新たな問題に対応するため、平成２３年７
月に消費者基本計画を改定。平成２４年度は、同計画を踏まえ、
各種消費者施策を推進した。
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、平成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。
　なお、平成２４年度においては、同推進会議の開催が必要とな
る、県独自での対応方針を緊急に検討するべき事案の発生はな
かった。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　厳しい県の財政状況ではあるが、徳島県にふさわしい、親しま
れ、信頼される消費者行政に関する施策を、さらに充実させてい
く必要がある。

・消費者行政推進会議
の設置により強化され
た執行体制により、改
定された消費者基本計
画に基づき、「消費者
の安全・安心の確保」
及び「消費者の自立の
支援」を基本的視点と
して、消費者相談の強
化等の施策を推進す
る。
　

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

Ａ

Ａ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

107 推進 → → →

250人 280人 320人 350人 244人 302人

創設 検討 創設

109
　支
援・
計画

　支
援・
構築

　支
援・
運用

→

構築 検討 構築

108

●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、消費者と消費者情報セン
ター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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
H23：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：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議を開催し、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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　くらしのサポーターや市町村相談窓口の認知度の向上

・主に高齢者を対象と
する消費生活被害防止
事業で構築する市町村
を含む関係機関・団体
のネットワークを活用
するなどにより、さら
に市町村の支援を行
い、「地域版」消費者
情報センター機能をさ
らに充実させる。
・市町村の広報紙掲載
による広報や高齢者関
係団体への広報を行う
など、くらしのサポー
ターや市町村相談窓口
の認知度の向上に努め
る。

危機

○「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

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　年々複雑多様化する消費生活相談に対応するため、相談員を国
民生活センター等が開催する消費生活相談に関する研修へ参加さ
せる（H23:18回、H24：23回）等により、相談員のレベルアップ
が図られた。また、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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　年々複雑・多様化する消費生活相談に対応するため、研修等相
談員の資質向上を継続していくことが必要である。

●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 → →

・相談員に最新の専門
知識や技法を習得させ
るため、研修会への参
加等を継続するととも
に、引き続き弁護士相
談を実施するなど、よ
り専門的な事案にも対
応する。

危機

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１．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。
２．全市町村に消費生活相談窓口が設置された。
３．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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　地域において発生している消費者被害情報の分析・活用による
被害防止対策の一層の充実

・引き続き、消費者相
談窓口の強化等に取り
組む市町村を支援する
とともに、消費者情報
ネットワークシステム
を活用し、これまで以
上に県と市町村間での
情報共有を図り、消費
者被害の未然防止に努
める。

危機

○消費者情報ネットワークシステムの構築
    [24]構築

→

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

110

3－4　3－4　3－4　3－4　しっかりしっかりしっかりしっかり医療医療医療医療とくしまづくりとくしまづくりとくしまづくりとくしまづくり

111 推進
評

価・
策定

推進 →

策
定・
推進

推進
策定・
推進

●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。

実施 → →
・相談窓口の更なるPR
実施
・相談員間の情報共有
・市町村との連携強化

県土→

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・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」を週１回開催
・住宅リフォーム相談窓口担当者等講習会を開催（H24)
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
相談窓口設置のPR不足

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。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎

【【【【保健医療計画保健医療計画保健医療計画保健医療計画】】】】
＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１ 第5次計画に基づく各種取組みを推進（～H24)。
・H24年度末取組結果（数値目標27項目中）
　達成：9、順調：6、努力を要する：10、その他：2
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審議会等の開催
　（医療審議会:3回、医療対策部会:2回）
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　在宅医療の提供体制構築等、新たな課題に的確に対応していく
必要がある。

【健康増進計画】
＜＜＜＜H23・H24H23・H24H23・H24H23・H24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・H13.3県の健康づくり推進計画として「健康徳島21」を策定、
H20年3月に「健康徳島21」を改訂。
・重点目標である「がん」「心疾患」「脳卒中」「糖尿病」「メ
タボリックシンドローム」の死亡率等を減少させるためには、生
活習慣病の改善、健診受診率や保健指導実施の向上が必要であ
り、引き続き、研修会・パネル展等を開催し普及啓発等に取り組
んだ。
・把握できる目標項目の直近データを収集し、進行管理を行っ
た。
・最終評価に向け、データの集計・分析を行い、H25.3に「健康
徳島21」を改訂。
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　　　　県民の健康づくりの現状の把握

【保健医療計画】
計画の進捗状況につい
て、数値目標等をもと
に毎年度、評価を行
い、医療審議会の意見
等を踏まえつつ、計画
目標の達成に取り組
む。

【健康増進計画】
平成24年度に改定した｢
健康徳島21｣により推進
する。

県民の健康づくりの現
状を把握するために、
次のとおりアンケート
を実施する。
・ＣＯＰＤ認知度の向
上のために関係機関と
連携しながらアンケー
トを実施する
・野菜摂取量アップの
ためのアンケートの実
施

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

Ｂ

Ａ
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Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

112 推進 策定 推進 →

策
定・
推進

推進
策定・
推進

113 推進 → → →

2病院 １病院 1病院

導
入・
運航

検討
導入・
運航

114
建築
工事

開院
外構
工事

全体
供用

開院
建築工

事
開院

●「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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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「徳島県がん対策推進計画」を策定した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　新計画の達成に向けた具体的な対処方針を策定し、推進してい
く必要がある。

・新計画の具体的対処
方針（アクションプラ
ン）を策定し、推進す
る。

保健

○次期「徳島県がん対策推進計画」の策定・推進
    [24]策定・推進

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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・総合メディカルゾーンにおいて、医療・情報・教育の拠点化に
向け両病院の連携協力を進めるとともに、新中央病院の開院に向
けて、特に救急医療、周産期・小児医療の連携の具体的検討を
行った。
・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）
・小児救急医療の拠点化に向け、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。
・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）
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・引き続き、小児科医師を継続的に確保していく必要がある。
・ドクターヘリの運航に当たっては、消防との連携を強化し、安
定的な運航を図る必要がある。

・引き続き「総合メ
ディカルゾーン」を整
備し、医療・情報・教
育の拠点化を図る。

・小児救急医療体制の
充実を図るため、引き
続き関係者会議を開催
するとともに、設置し
た「小児医療支援セン
ター」の運用により小
児科医師の確保を図
る。

・ドクターヘリの安定
的な運航のため、引き
続き運航調整委員会を
開催する。

保
健・
病院○小児救急医療拠点*病院数（再掲）

    [21]1病院→[24]2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

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・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月には新病院が開院した。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・徳島大学病院との敷地利用の一体化に向けて協議が必要。

・敷地利用の一体化に
向けて協議を重ねてい
く。

病院

○中央病院の改築
    [21]工事着手→[24]開院

Ａ

Ｂ

Ａ
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Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

116 推進 → → →

整備 推進 整備済

117 推進 → → →

整備 整備
維持
活用

　 56% 67% 78% 100% 56% 73%

　17
チー
ム

　18
チー
ム

　19
チー
ム

　20
チー
ム

18チー
ム

20チー
ム

115

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・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機種の契約を終えている。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞なし

・高度医療器機による
検査・治療件数の増加
を図る。

病院

○中央病院の高度医療対応機器整備
    [24]整備

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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。
・公開講座の実施（H23：3回、203名　H24：2回、216名）
・研修会の実施（H23：2回、180名　H24：2回、248名）
・アクセス数（H23：54,816件、H24：60,884件(H25.2月まで)
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　がん患者のニーズに応じた情報発信が必要。

●「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。

推進 → → →

○災害拠点病院の耐震化率
    [21]44％→[26]100％

○ＤＭＡＴの体制整備
    [21]13チーム → [26]20チーム

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）

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・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
・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）
・国交付金を活用し、県立中央病院（基幹災害拠点病院）、半田
病院の改築を実施（災害拠点病院の耐震化率（73%））
・現在未耐震の県立三好病院、麻植協同病院、徳島大学病院（一
部）においても耐震化に着手（全ての災害拠点病院の耐震整備に
目途）
　上記の取組により災害医療体制の整備を図った。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　DMATの更なる養成、継続的な災害医療訓練の実施、県災害医療
対策協議会において課題の把握

○ＳＣＵの資機材等の整備
    [23]整備

保健

・徳島大学病院及び中
央病院において在宅療
養患者や家族の意見を
踏まえ、ニーズに応じ
た情報発信やネット
ワークの充実を図る。

・DMATの体制整備につ
いて、県災害医療対策
協議会での議論を踏ま
え、更なる災害医療体
制の整備と訓練実施に
努める。

・徳島阿波おどり空港
を広域搬送拠点とし
て、国の計画に追加す
るため、内閣府と引き
続き協議を実施。

保健

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

118
　策
定・
推進

→ → →

策
定・
推進

策定・
推進

推進

119 検討
 導
入・
運航

→ →

 導
入・
運航

検討
 導入・
運航

開始 検討 開始

120 推進 → → →

４病
院

６病
院

６病
院

６病
院

５病院 ７病院

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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　「４次医療圏・関西」の実現に向けた広域医療連携の更なる取
組み促進

引き続き広域救急医療
連携の充実に取り組む

保健

○関西広域救急医療連携計画の策定
    [23]策定・推進

●「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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・「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）
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・関西広域連合管内のドクターヘリ未整備地域の解消や救命効果
の高い「３０分以内」での救急搬送体制の確立
・関西全体に「安全・安心の輪」を拡げていくため、複数のヘリ
が補完しあう「相互応援態勢」の構築

・兵庫県播磨地域での
ドクターヘリの運航開
始（H25目途）

・兵庫県播磨地域のド
クターヘリの広域連合
への事業移管（H26目
途）

・京滋地域でのドク
ターヘリの運航開始
（H28目途）

保健

○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

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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・これまで、徳島大学病院、県立中央病院、徳島市民病院、徳島
赤十字病院の４病院を拠点病院として指定。
・H23年度には、徳島県鳴門病院（H23.7.1～）、平成24年度は、
徳島県立三好病院（H24.4.1～）、阿南共栄病院（H24.4.1～）を
指定。
・「がん診療連携拠点病院機能強化事業」及び「地域がん連携推
進病院機能強化事業」を実施し、各病院におけるがん診療の相
談・診療体制及び器材充実等の機能強化を図った。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
拠点病院等のがん診療に関するさらなる機能強化と均てん化が必
要である。

・「がん診療連携拠点
病院機能強化事業」及
び「地域がん連携推進
病院機能強化事業」等
により指定病院等の機
能強化を図る。

・がん診療連携拠点病
院・推進病院間の連携
を図ることにより診療
連携体制の確保を推進
することでがん医療水
準の均てん化を図る。

保健

○がん診療連携拠点病院数
    [22]4病院→[26]6病院

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

121 推進 → → →

1病院 2病院 1病院 1病院

122 推進 → → →

2箇所 3箇所 3箇所 4箇所 2箇所 2箇所

123 検討 設置 推進 →

設置 検討 設置

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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・総合メディカルゾーンにおいて、医療・情報・教育の拠点化に
向け両病院の連携協力を進めるとともに、新中央病院の開院に向
けて、特に救急医療、周産期・小児医療の連携の具体的検討を
行った。
・中央病院の小児救急医療の拠点化に向け、「小児医療支援セン
ター」の設置により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）
・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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　引き続き、小児科医師を継続的に確保していく必要がある。

保健

○小児救急医療拠点病院数
　 [21]1病院→[24]2病院

・引き続き「総合メ
ディカルゾーン」を整
備し、医療・情報・教
育の拠点化を図る。

・小児救急医療体制の
充実を図るため、引き
続き関係者会議を開催
するとともに、設置し
た「小児医療支援セン
ター」の運用により小
児科医師の確保を図
る。

●「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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
平成23年3月に徳島市民病院と徳島赤十字病院を「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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・平成25年度中の徳島県立中央病院の認定。
・西部地域における地域周産期母子医療センターが未設置であ
る。

・平成25年7月を目途に
徳島県立中央病院を認
定予定。

・「徳島県周産期医療
協議会」において、県
全体の周産期医療体制
について引き続き検討
する。

保健

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

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害者等が、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･24H23･24H23･24H23･24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　円滑なセンター運営のため、関係機関との連携深めることが必
要。

精神障害者の地域生活
移行を進めるために
も、救急医療機関や消
防機関等の関係機関と
の連携を深めることに
より、切れ目のない精
神科救急医療体制の整
備を進める。

保健

○「精神科救急情報センター」の設置
     [24]設置

Ｂ

Ｂ

Ａ
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Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

124 推進 → → →

30人 40人 50人 60人 35人 47人

125人 150人 175人 200人 127人 153人

125 推進 → →

4講座 5講座 5講座

構築 検討 構築

126 検討
建築
工事

→

○海部病院の移転改築
　　　[25]建築工事着手

建築
工事
着手

－ 検討

病院

＜Ｈ24＜Ｈ24＜Ｈ24＜Ｈ24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・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。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・地元自治体をはじめとする関係機関との連携を密にし、事業を
進めていく必要がある。

・平成２５年度中の建
築工事の着手を目指し
て、牟岐町をはじめと
する関係機関と連携を
密にし、実施設計等の
推進に努める。

●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。

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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１　地域医療の安定的な確保を図るため、H23年11月「徳島県地
域医療支援センター」を設置。
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ランチミーティングを開催等の
取組みにより、医師修学資金の活用を促進。
　（新規貸与者数H23:12人、H24:12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H23:22名、H24:26名）
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　関係機関との連携のもと、医学生等のニーズに沿った制度設計
について継続して検討を行っていくことが必要。

　関係機関と連携し、
医学生等のニーズに
沿った制度設計につい
て検討。

保健

○医師修学資金貸与者数（累計）
    [21]11人→[26]60人

○地域医療研修の参加者数（累計）
    [21]82人→[26]200人

●平成21年度から平成25年度の5カ年を計画期間とし
た「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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　｢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講座に加え、平成23年度に「地
域脳神経外科診療部」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。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。
　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、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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・寄附講座：
　　地域医療体制の維持、各科における医学生・研修医への
　教育及び研究活動の充実を図ることが必要。
・医療情報システム：
　　運営体制のさらなる強化など関係機関との連携調整。

・寄附講座：
　地域医療体制の維持
と、拠点病院をフィー
ルドとした診療・研究
活動、人材育成に取り
組む。

・医療情報システム：
　関係機関のニーズ把
握等を行い、運営体制
の強化を図る。

保健

○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

○医療情報システム（遠隔画像診断等）の構築
　 [25]構築

Ａ

Ａ

Ｂ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

127
建築
工事

→ → 開院

開院
工事着

手
建築工

事

128 整備 → → →

指定 指定 継続

 整
備、
実施

建物工
事着手

建築工
事

129 整備 → → →

整備 検討 検討

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・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２５年度の新高層棟の完成
に向けて、工事の推進を図った。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・高層棟の改築後も外来部門を中心として活用することとなる低
層棟について、老朽化した各種配管及び受変電設備等を早急に更
新する必要がある。

・平成25年度中の新高
層棟の完成を目指し、
建築工事を進めるとと
もに、低層棟の設備改
修など開院までに必要
となる工事を実施す
る。

病院

○三好病院の改築
　 [23]工事着手→[26]開院

●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。

＜Ｈ23＜Ｈ23＜Ｈ23＜Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・徳島県地域がん診療連携推進病院の新規指定申請を行い、H24
度から２年間の指定（H24.3.6指定）を受けた。
　（新高層棟の建築工事は平成24年3月に着手済）
・がんと診断された患者や家族の負担を軽減するため、高層棟の
整備に合わせて専門的な「緩和ケア病棟」を整備するよう事業を
見直しした。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎◎◎◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・　連携推進病院としてさらなる機能強化が必要である。
・がん診療の充実と放射線療法を実施するためのスタッフの確保
等体制整備。

・「地域がん連携推進
病院機能強化事業」等
による拠点病院等の機
能強化を図る。

・緩和ケアの一層の推
進を図る。

・放射線療法実施に向
けた医師・診療放射線
技師の確保を行う。

保
健・
病院○徳島県地域がん診療連携推進病院の指定

    [23]指定

○集学的治療
　 [26]整備、実施

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
  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
進めている。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　開校に向けた関係機関との調整。

・移転スケジュール等
に関し、三好市医師会
や関係者と十分に協議
しながら実施する。

保
健・
病院

○教育環境の整備
　 [26]整備

Ａ

Ａ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

130 推進 → → →

3講座 3講座 3講座

推進 → → →

12,16
0人

12,64
0人

隔年集
計のた
め,H23
は発表
なし

11,816
人

132 推進 → → →

50% 70% 90% 100% 53% 70%

131

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

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　平成２３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、徳島大学教員２名が海部病院をフィールドとした
診療活動、研究、教育に取り組んだ。これにより、既設の寄附講
座「総合診療医学分野」、「地域産婦人科診療」と併せ、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、平成２０年４月から休止していた「土曜日の救急受入」が再
開された。
　さらに、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、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。
　海部病院全体では、外科系を中心に医師が不足している。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　○

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　海部地域の医療の維持、各科における医学生・研修医への教育
及び研究活動の充実を図ることが必要。
　また、特定の診療科における医師確保が必要。

・引き続き、地域医療
体制の維持と、拠点病
院をフィールドとした
診療・研究活動・人材
育成に取り組む。

・引き続き特定の診療
科の医師確保に取り組
む。

●県民の医療に対するニーズの増大に対応するため、
看護職員の養成及び県内定着促進・離職防止、再就業
の支援等を行い、需要に見合った看護職員の確保を図
るとともに、資質向上に取り組みます。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　H23年4月に県立総合看護学校を開校し、県内で最大規模の看護
師養成所の整備、運営を行った。また、将来県内の医療機関で看
護職として就業を希望する者に対して修学資金を貸与し、県内定
着を促進した。一方、看護の質の向上や早期離職の防止のため、
新人看護職員研修をはじめとした看護職員資質向上研修や、雇用
の質の向上の取り組みとして、病院内保育所補助事業等、看護職
員が働きやすい環境整備に取り組んでいる。さらに、職業紹介や
復職研修等を行うナースセンター事業により再就業の促進を図っ
ている。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　未就業看護職員の把握のためのナースセンター機能の強化

○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

・(公社)徳島県看護協
会と連携し事業を推
進。

・南部、西部圏域に就
業アドバイザーを配置
し、ナースセンター機
能の拡大を図る。

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・薬局等に対する立入指導
・管理者に対する指導
  対象602店舗のうち423店舗について実施の確認をした。
(70.3%)
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　様々な研修機会の有効活用の促進

・薬局等に対する立入
指導等により推進

・各店舗における従業
員研修の実施を呼びか
ける。

保健

○指針の策定及び研修の実施率
    [21] － →[26]100％

保健

保
健・
病院

Ｂ

Ｃ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

133 推進 → → →

7,300
人

7,600
人

7,900
人

8,200
人

7,026人 7,201人

1,400
人

1,600
人

※
1,800
人

※
2,000
人

1,753人 2,152人

3－5　3－5　3－5　3－5　生涯健康生涯健康生涯健康生涯健康とくしまづくりとくしまづくりとくしまづくりとくしまづくり

134

●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。

＜＜＜＜H23・H24H23・H24H23・H24H23・H24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・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。
・高校生の学内献血の実施校を拡充するため、各高校を県関係者
と血液センター職員が赴き、学内献血再開への説明を実施。15校
で再開。
・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調整。２
回実施。
・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、
H26年度の目標数値を2,300人に上方修正。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　若年層人口の減少、高校生献血は400ml全血献血のみの採血

・高校生の学内献血の
再開を進め、若年層に
献血の経験をしてもら
い今後の継続した献血
に繋げる。

・若年層の集まるイベ
ントを活用した献血の
啓発

保健

○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]2,000人

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 → →

・｢一団体一活動｣
「チャレンジ、健康寿
命アップ事業」等の実
施・推進により、県民
へのより一層の周知啓
発を図る。

→

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
「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
を実践するために
・｢健康とくしま応援団｣の登録推進
　(H23実績 1,245事業所　H24実績 1,710事業所）（累計）
・｢阿波踊り体操｣の推進
　(H23実績　493件　H24実績 783件）※普及事業所数（累計）
・｢ヘルシー阿波レシピ｣の普及啓発
等に取り組んだ。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
｢県民総ぐるみ｣活動を広げるためにさらなる周知が必要。

保健

Ｂ

Ｂ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

135 推進 → → →

2,500
人

5,000
人

7,500
人

10,00
0　人
以上

2,600人 5,174人

50人 100人 150人
200人
以上

52人 105人

136 推進 → → →

650人 750人 850人 950人 653人 757人

137 推進 → → →

167.7 165.3 162.8 160.4 179.2 －

●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。

＜＜＜＜H23･24H23･24H23･24H23･24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・保健所を通じて県民等への普及啓発を実施し、自主的に目標を
立て、「健康づくり運動」を実施する県民を「とくしま健康づく
りチャレンジャー」として登録
（H23実績　2,600人，H24実績　2,574人)。
・養成講座を実施し、「とくしま健康づくりサポーター」として
人材を養成（H23実績 52人，H24実績 53人)。
・健康づくりチャレンジカードを利用して、登録者数増加につな
げるためのモデル事業を実施し、課題、問題点の把握。
（H23実績：石井町・阿南市・美馬市等，H24実績：石井町･K-
Friends(勝浦町))
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
若い世代を中心に健康づくりチャレンジャー登録者数を増加させ
る必要がある。

・サポーターによる地
域における健康づくり
リーダーとしての活動
を支援するため、フォ
ローアップ研修を実
施。

・体育学校安全課と連
携し、親子で健康づく
りに取り組む｢親子チャ
レンジ｣を実施。

・県民に対する事業の
周知啓発を図る。

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

●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・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞

H23・24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名を養成し
た。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　高齢者数の増加に見合った介護予防リーダーの養成

引き続き、介護予防
リーダーの養成を行
う。

保健

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

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
｢健康徳島21｣に基づき、生活習慣病対策を推進。
H23（H24実績はH25.10頃公表予定）実績 179.2 (内訳）がん
116.7 心疾患39.1 脳卒中23.4
「生活習慣病予防週間」にあわせて、県民に対して「脳卒中」
「心筋梗塞」についてロビー展での啓発活動を行った。
さらに、脳卒中については、研究会や講演会、パネルディスカッ
ションを開催し住民への普及啓発を行った。
また、がん対策については、商業施設においてがん検診受診率の
向上を目的とした啓発活動を行うとともに、生活習慣病管理指導
等事業における各がん部会において協議を行い、より精度の高い
がん対策を行った。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
H22とH23を比較すると、心疾患と脳卒中の死亡率が上がってい
る。

・平成25年3月に改定し
た新たな「健康徳島
21」や「徳島県がん対
策推進計画」に基づ
き、生活習慣予防対策
（食事・運動・禁煙
等）及びがん対策のよ
り一層の推進を図る。
・引き続き、県民に対
し「脳卒中」「心筋梗
塞」「がん対策」に対
し、普及啓発等実施す
る。

保健

○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

Ａ

Ａ

Ｃ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

138 推進 → → →

77.7 75.9 74.2 72.4 79.8 －

すべ
て

50％
－ －

139 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

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

450
事業
所

480
事業
所

520
事業
所

550
事業
所

493事業
所

783事業
所

140 推進 → → →

2,000
人

3,000
人

4,000
人

5,000
人

4,754人 7,518人

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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・がん診療連携拠点病院等の機能強化を通じたがん医療の提供体
制の整備
・とくしま未来健康づくり機構における検診車の整備、がんに携
わる医療従事者の育成。
・患者手帳の作成による医療機関間のスムーズな治療等の医療連
携
・がんの早期発見を進めるため、患者団体や民間団体と協力しが
ん検診受診の啓発活動、大型商業施設において無料乳がん検診の
実施
※実績値判明予定時期
平成24年がんの75歳未満年齢調整死亡率：平成25年9月ごろ
平成25年がん検診受診率：平成26年秋ごろ（厚生労働省公表予
定）　　　　　　　　　平成25年3月に改定した新たな「徳島県
がん対策推進計画」に基づき、がん検診受診率の目標値を胃・大
腸・肺は当面40%、乳房・子宮50%とした。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
がん検診受診率の向上に向けては継続した取組みが必要であり、
今後も医療提供体制の整備や普及啓発、市町村との連携を推進し
ていく必要がある。

　

・がん診療連携拠点病
院等の機能強化

・大学生、高校生に対
するがんをテーマとし
た出前講座の実施及び
大切な人へがん検診を
勧めるメッセージカー
ド作成による啓発活動

・市町村が実施する受
診率向上に向けた効果
的な取組に対する補助

保健

○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]すべて50％

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

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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・「糖尿病克服県民会議｣との連携、｢知的クラスター創成事業｣
などの研究成果の活用
・｢とくしままるごと健康づくり事業｣による地域医療連携体制、
保健指導実践者の育成、職域保健との連携。
・｢健康とくしま運動応援ロゴマークの普及｣｢禁煙宣言事業所の
募集・登録｣などの｢健康とくしま運動｣の充実
○H23･24実績値は人口動態統計における糖尿病死亡率の全国順位
標準化死亡比は設定翌年に結果が公表されていないため、毎年公
表される粗死亡率に変更した。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
事業の周知や参加事業所の拡大が必要。

・各種健康イベントに
おいて事業の周知・事
業所や関係団体への参
加を働きかける。

○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

○糖尿病の標準化死亡比
    [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

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
今後も、さらに多くの県民の参加を促す。

・今後も、事業を実施
し、県民への周知・啓
発に努める。

保健

保健

Ｃ

Ｂ

Ａ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

141 制定 推進 → →

制定 制定 推進

142 推進 → → →

0.9本
以下

1.03 －

4　歯科保健の充実
●「とくしま歯科保健推進条例（仮称）」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・H24H23・H24H23・H24H23・H24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
平成24年2月29日付けで、議員提案により、「笑顔が踊るとくし
ま歯と口腔の健康づくり推進条例」が公布・施行された。
・平成24年6月10日に「条例制定記念フォーラム」を開催
・平成25年3月に徳島県歯科口腔保健推進計画を策定。
・条例周知リーフレットの作成・配布
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
県民に対し条例の周知を図るとともに、基本的施策を推進してい
く必要がある。

「笑顔が踊るとくしま
歯と口腔の健康づくり
推進条例」とともに、
平成25年3月に策定した
「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～について
の周知及び推進を行っ
ていく。

保健

○「とくしま歯科保健推進条例（仮称）」の制定
     [23]制定

●「徳島県歯科保健推進条例（仮称）」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。

＜＜＜＜H23・H24H23・H24H23・H24H23・H24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・市町村での1歳6か児歯科健診及び3歳歯科健診の実施。
・H23実績：0.97　　H24実績　H26年3月予定
・市町村で母子保健手帳とともに「えがおがおどる健口手帳」の
配付
・18市町村の1歳6か児健診、3歳児健診でフッ化物塗布を実施。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
妊娠期と乳幼児期からの歯科保健対策を推進する必要がある。

・とくしま・歯の健康
アップ事業（要介護者
等の口腔ケア推進事業
等）の実施

・今後も、県歯科医師
会、市町村等関係機関
と連携し推進を図る。

保健

○3歳児の一人平均う歯数
　 [21]1.1本→[26]0.9本以下

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 → → →

＜＜＜＜H23・H24H23・H24H23・H24H23・H24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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の
作成
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
結核における高齢者施設等の集団発生のハイリスク施設への啓
発、指導

保健

・感染症発生状況等関
係機関へ適時適切に情
報提供

・高齢者施設における
集団発生防止につなが
るチェックリストの利
用状況調査

Ａ

Ｂ

Ａ143
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

145 推進 → → →

300
人

600
人

900
人

1,200
人

621人 894人

146 推進 → → →

1,000
人

2,000
人

※
3,000
人

※
4,000
人

3,553
　人

7,481
　人

144

＜＜＜＜H23・H24H23・H24H23・H24H23・H24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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対応マニュアルの改定（H24.3）
３医療機関対象の研修会
４抗インフルエンザ薬の備蓄
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
新型インフルエンザ特別措置法の周知

→ → → 保健

●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。

＜＜＜＜H23・H24H23・H24H23・H24H23・H24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
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件H24：1箇所、43件）
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）
５ 市民公開講座（H23　1回）
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
肝炎検査実施機関（市町村、医療機関）と連携した啓発

・医療機関における肝
炎無料検査を開始（142
医療機関）

・肝炎対策協議会を通
じて医療機関との連携
を図る。

・肝炎対策推進計画に
基づき、医療体制の連
携推進を図る。

保健

○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
特別措置法関連の関係
機関への協力依頼、説
明会

・徳島県新型インフル
エンザ対応マニュアル
の見直し

・医療機関対象研修会
の開催

・抗インフルエンザウ
イルス薬の追加備蓄

●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

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。

＜＜＜＜H23H23H23H23取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
１　「とくしま自殺予防センター」での面接・電話相談の実施
   (H23 2,754件  H24 3,002件)
２　ハローワーク等での心の健康相談・法律問題等相談会の実施
　 (H23 延べ14日実施・118件、 H24 延べ18日実施・154件 )
３　徳島県自殺予防協会における電話・メール・面接相談員養成
の支援
　 (H23 88人  H24 60人)
４　県主催による自殺予防研修会・シンポジウム等の開催の他、
市町村においても人材育成事業を実施
   (H23 3,553人  H24 3,928人の自殺予防サポーターを養成）
５　・自殺予防サポーター養成の進捗状況が良好なため、平成26
年度までの養成者数を12,000人に上方修正
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞　◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
基礎的な研修によるサポーター数の拡大に加え、研修内容を充実
させ、サポーターのスキルアップを図る必要がある。

・県内の自殺予防活動
協力団体との連携によ
るサポーターのさらな
る拡大

・研修内容の質的充実
による、より対応力の
あるサポーターの養成

保健

○自殺予防サポーター養成者数（累計）
    [21] － →[26]4,000人

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

148 推進 → → →

実施 調査 調査

引き続き本人・家族の
ためのプログラムの活
用により、継続的な支
援を行っていく。

保健

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
ひきこもり状態にある本人や家族の支援を推進するため、平成22
年度に設置した「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。
来所相談211件、電話相談148件、本人・家族のためのプログラム
201件、ひきこもり対策連絡協議会の開催１回
 
徳島大学に委託して家族支援プログラム等を開発し、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。
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞　＞　＞　＞　◎◎◎◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
安定的な参加やひきこもり状態の改善のためには、長期的な支援
が必要である。

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 → → →

・他部局(交通戦略課、
環境首都課)との連携に
向けた調整
・公共交通機関の利用
状況の把握

県土

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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・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)
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞○○○○
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
・社会実験に向けての公共交通機関等との調整○サイクル・アンド・ライド*の社会実験の実施

    [26]実施

147 Ａ

Ｂ
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今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 （（（（箇条書箇条書箇条書箇条書きききき）））） 評価評価評価評価 特記事項特記事項特記事項特記事項

部局部局部局部局主要事業名主要事業名主要事業名主要事業名・・・・事業概要事業概要事業概要事業概要・・・・数値目標数値目標数値目標数値目標

工程工程工程工程（（（（年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画年度別事業計画））））
実績値実績値実績値実績値
（23（23（23（23年年年年
度度度度））））

Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23・24・24・24・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込み・み・み・み・課題課題課題課題
実績値実績値実績値実績値
（24（24（24（24年年年年
度度度度））））

番号番号番号番号

委員意見委員意見委員意見委員意見

149 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

2箇所 4箇所

ルート
設定方
針の決

定

２箇所

開催

ルート
設定方
針の決

定

開催

2箇所 3箇所 4箇所

ルート
設定方
針の決

定

４箇所

150 整備 完成 → →

完成 整備 完成

151 推進 → → →

1箇所 2箇所 3箇所 4箇所 1箇所 ２箇所

・周遊コース案内板等
の設置
・ホームページによる
情報発信等

・「道の駅」等を拠点
施設に「自転車ラッ
ク」、「空気入れ（ス
ポーツ用）」、「修理
工具」等を設置して、
Ｔラインの休憩施設と
して整備
・「自転車王国」（県
民スポーツ課）との連
携に向け、役割分担を
明確にし、また両課が
所管する協議会につい
ても調整を行う。

県土

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
・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3000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」、ウチノ海総
合公園の２箇所に自転車ラック等を設置。(H24)
＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎
＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　「自転車王国」（県民スポーツ課）との連携

○Ｔラインの休憩施設
    [21] － →[26]4箇所

○Ｔラインのルート設定
　 [24]ルート設定

●県民の健康増進を図るため、東環状大橋（仮称）を
中心とした散歩周遊コースの整備を推進します。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
　阿波しらさぎ大橋の整備に合わせて、当橋梁を中心とした周遊
コースの案内板や距離標、ベンチを設置。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞ ＞ ＞ ＞ ◎◎◎◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　案内板等の増設、県内外へのPRの実施。

県土

○東環状大橋（仮称）を中心とした周遊コース案
内板等の整備（再掲）
    [24]完成

●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。

＜＜＜＜H23・24H23・24H23・24H23・24取組内容取組内容取組内容取組内容とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞＞＞＞
H24年3月に月見が丘海浜公園、Ｈ25年3月に鳴門ウチノ海総合公
園において、ウォーキングマップを作成、園内に案内表示を設
置。

＜＜＜＜現状現状現状現状でのでのでのでの達成見込達成見込達成見込達成見込みみみみ＞＞＞＞◎◎◎◎

＜＜＜＜課題課題課題課題＞＞＞＞
　特になし。

　平成２５年度は、文
化の森総合公園におい
て周遊コースを設定す
る。

県土

○周遊コース設定公園数（累計）
    [21] － →[26]4箇所

Ａ

Ａ

Ａ

○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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