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保健福祉部 



     
オンリーワン徳島行動計画（第2幕)における保健福祉部の取組スキーム 

系統図 

  基本目標５ 
〝まなびや〟 
   とくしま体制づくり 

5-1〝まなびや〟とくしま 
     体制づくり 

5-6 子どもを育てるなら 
    〝とくしま〟づくり 

・次世代育成推進法に基づく行動計画 
 の策定・推進 
 
・徳島県少子化対応県民会議における 
  少子化社会対策の協議･検討 
 
・徳島はぐくみ子育て憲章の普及啓発 

・男女の出逢いの場づくり  
・ひとり親家庭等への対策  
・児童虐待防止対策の推進  
・次代の親づくり  
・保育サービスの充実  
・放課後児童の健全育成  
・不妊治療の経済的負担の軽減  
・乳幼児等の医療に係る経済的負担 
  の軽減    等 



基本目標５ 「〝まなびや〟とくしま」の実現 

重点施策１  〝まなびや〟とくしま体制づくり 

 

◆「徳島はぐくみプラン」に基づく次世代育成支援施策を全庁 
 的・計画的に推進 
 ・徳島県少子化対応県民会議の開催 
 ・前期計画の推進(～H21) 
 ・はぐくみプランの周知 
 ･｢徳島はぐくみ子育て憲章｣の普及啓発 
 ・少子化対策企画員室会議での全庁的な調整 
 ・後期計画(H22～H26)の策定 

  

 はぐくみプラン（前期計画）では、 
 重点目標33中20項目で目標達成 
 など概ね順調に推移、合計特殊出生 
 率も改善傾向となっている。 
 ただし、今後とも改善を要する課題も存在 
 

 
 
 

 

◆徳島はぐくみプラン後期計画 
 
・ 子育ての喜びが実感でき る家庭づく り  
・ 地域の子育て力の充実 
・ 仕事と 子育ての両立と 働き 方の見直し  
・ 子ど もの生命と 心を 守り 育てる  
・ 徳島の未来を 創る 若者への支援 
 

◆子育て協働支援社会の推進 
 
◆仕事と 社会の調和の実現 
 
◆未来を 創る 若者づく り  

子育て支援の推進体制づくり 

４年間の取組(背景)  
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本県では、平成17年に徳島県次世代育成支援行動計画 

徳島はぐくみプラン策定 

後期計画の新たな視点 
少子高齢化の急激な進行 
合計特殊出生率大幅減 

新たな視点等を踏まえ 

新計画での取組  

官民一丸と なり 後期計画を強力に 
推進 

子どもたちを大切に育み、 
子育ての喜びを分かち合える 
徳島の実現 



◆不妊治療費の助成の拡充 
◆乳幼児等医療費助成制度の拡充 

◆「出逢いきらめきセンター」を中心として  
  官民協働で出逢いの場づくりを推進 

男女の出逢いの場づく り  

◆男女の出会いの場づくり 
・ ｢出逢いき ら めき センタ ー｣会員団体 
 登録数 
 目標 140団体 → 実績 206団体 

・出逢いの場の参加者数 3,240人（H22)       
・カップル成立数 214組（H22) 

達成 

◆積極的な若者の育成 
 ・未婚化・晩婚化の解消 
 ・若者に対し、結婚や子育て、地域活 
  動が人生を豊かにするという意識の 
  浸透 
 ・学校教育を通じた次代の親づくり 
 
◆次世代育成のための経済的負担 
 の軽減 

◆男女の出逢いの場づくりの支援 
 目標：参加者数 H26 累計15,000人 
 

◆徳島の未来を担う若者づくり 
 目標：｢若者未来創造塾｣の開講 
 目標：｢若者未来創造塾｣参加者数 100人 
 

◆保健所と大学が連携した次代  
  の親づくりの推進 
 

◆不妊治療の負担軽減 
 目標：不妊治療費助成件数(累計） 
      H21 1,517件→H26 3,500件 
 
◆乳幼児医療費等助成 
 目標：制度内容の全国トップクラス堅持 

 

◆保健所を 中心と し て高校生等に妊婦 
 体験、 子育て体験、 ふれあい体験等 
 の機会を 提供 
◆結婚子育てを テ ー マにし た若者に向 
 けた啓発の実施 

次代を担う若者の育成 

◆次代を担う若者の育成 
・ 妊婦体験等の実施 
 Ｈ２２は６保健所が１５校で実施 

４年間の取組(背景）  

基本目標５ 「〝まなびや〟とくしま」の実現 

重点施策６ 子どもを育てるなら〝とくしま〟づくり 未来を創る若者への支援（次世代育成支援） 

未婚化、 晩婚化の急速な進行 

少子化の一層の加速 

次世代育成のための経済的負担
の軽減 

成果  

達成 

◆次世代育成のための経済的負担 
  の軽減 
 
・ 不妊治療費助成制度の拡充 
 目標:年間30万円助成→実績:年間30万円助成 
   目標:助成件数1,500件→実績 1,939件 
 

・ 乳幼児等医療費助成制度の拡充 
 入・通院とも対象を拡大 
 Ｈ１８：７歳未満 → Ｈ２１：小学校3年修了 
 （目標：全国トップクラス堅持 Ｈ２２ 第６位） 

   

未婚化・晩婚化を 
食い止めるため  

達成 

達成 

課題  

新計画での取組  



 
◆ワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンスの展開 
 ・「GO!GO!くっつき隊」事業の実施 

◆徳島はぐ く みプラ ンの策定・ 推進 
◆ひと り 親家庭等自立促進計画の策定 

推進体制 

 
◆はぐ く みプラ ン後期計画策定 
 目標 H２１策定  → 実績 Ｈ２１策定 

 

◆ひと り 親家庭等自立促進計画 
 目標 H２１策定 → 実績 Ｈ２１策定 
 
 
 
 
 
 
 

  

達成 

◆｢く っ つき 隊｣協賛店舗数 
 目標 17,000事業所 → 実績 25,423事業所 

  ※四国･関西広域連携で実施 

 

◆計画の着実な推進  
◆子育て機能の向上  
◆地域子育て支援センタ ー の全市 
 町村で平日・ 常時利用可能な環 
 境整備  
◆子育て協働支援社会の推進 

 
◆計画の着実な推進 
◆子育て機能の充実 
 ・「みらい」の支援団体数 
  目標：H21 ３９０団体→H26 440団体 
 ・地域子育て支援センター 
   目標：H21 ２２市町村→H26 全市町村 

◆子育て協働支援社会の推進 
 ・「くっつき隊」協賛店舗数 
  目標：H26  ２８，０００事業所 
 ・とくしまイクメン大賞の創設 
 
 
 
 
 
 
 
 

新計画での取組 

 
◆子育て総合支援センタ ー「 みら い」  
 の設置・ 運営 
◆地域子育て支援センタ ーの設置促進 

官民協働で子育て支援 

◆「 みら い」 の支援対象団体数 
 目標 H22：４１０団体 → 
       実績 H22：４１０団体 
 

◆地域子育て支援センタ ー 設置数 
 目標 県下１００カ所 → 実績７５カ所 
 ※２２市町で整備済 

子育て機能の向上 

子育て協働支援社会の推進 

４年間の取組(背景）  
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  ひと り 親家庭の増加 
  出生率の低下 

重点施策６ 子どもを育てるなら〝とくしま〟づくり 

成果  

達成 

子育て機能の向上 

達成 

未達成 

官民協働で子育て支援 

推進体制 

課題   

達成 



◆ニーズの高い一時・ 特定保育の  
 拡充 

保育サービスの拡充 

 
◆一時・ 特定保育事業の実施 
 目標 H22 全市町村で実施 

       →実績 １９市町村 
 ※需要の多い都市部は実施 

◆保育・ 放課後対策の未実施 
 地域の解消 
◆多様な保育需要への対応 
◆待機児童の解消 
◆職種に応じ た人材育成 

受入体制の整備 

◆保育サービ スの拡充 
 ・一時・特定保育 
  目標 H21 16市町村→H26 全市町村 
 ・病児・病後児保育   
  目標  H21 ９市町村→H26 全市町村 

◆放課後児童ク ラ ブの拡充 
  目標 H21 132クラブ→H26 146クラブ 

◆人材育成に向けた研修機会の 
 確保 
 ・児童福祉業務に携わる人材育成研修会 
   受講者数 
  目標 H23～H26 2,000人以上 
 

 

新計画での取組 

◆放課後児童ク ラ ブの拡充 

放課後児童の健全育成 

◆児童福祉業務に携わる人材の 
 総合的な育成 
  ・研修会等の開催 

人材の育成 

保育サービスの充実 

◆放課後児童ク ラ ブの設置数 
 目標 H22 １３９クラブ 

    →実績 １４４クラブ 

放課後児童の健全育成 

◆研修会受講者数 
 目標 毎年 2,000人 
 実績 毎年2,000人を超過、 
     また、４年間延べ12,703人 

※リーダー的職員及び専門的職員に対する 
  研修を実施 

人材の育成 

４年間の取組(背景）  

仕事と子育ての調和の実現 

成果  課題   

生活･就労形態が多種多様となり、保護 
者からは、幅広いニーズへの対応（保育 

に対する質の向上等）を求められている。 

県の取り組み 

未達成 

達成 

達成 

重点施策６ 子どもを育てるなら〝とくしま〟づくり 
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女性の年齢別就業率の推移 



◆こ ど も女性相談センタ ー（ 児童相 
 談所） による支援  
   ・中央に続き、H22.4南部・西部にこども 

  女性相談センター設置 
   ・家庭での養育が困難な児童を施設や 
  里親制度を活用して保護 
 ・「子ども何でもダイヤル」等子どもの健 
  全な育成に係る相談業務の実施 
 ・児童虐待に関する普及啓発(通報･相 

   談） 

◆市町村と 連携し た支援 
 ・児童虐待に対し、早期発見・早期対応 
  を図るための組織的対応 

県の対応（要保護児童への支援） 

◆里親委託の実施 
 目標 里親登録数６０人 
         →実績４２人 
 ※里親制度に加えファミリーホーム（小規模住  
   居型児童養育事業）で児童保護も実施 
 

◆市町村要保護児童対策地域協議 
 会の設置 
  目標  設置率 １００％  
          → 実績  設置率 ９６％ 
 ※未設置町には既存の児童虐待防止ネット  
   ワーク有り 
 

◆社会的養護の充実 
 ・家庭的養護の推進 
 

◆人材の育成 
 
◆児童に関する適切な相談の継続 
  
◆児童虐待防止に向けた普及啓発  

◆より 家庭的な環境での養育 
  ・里親等委託率 
  目標 H21 8.9% →H26 １１％ 

◆児童虐待を 未然に防止するた   
 め｢養育支援訪問事業｣の実施 
  目標 H21 13市町村→H26 全市町村  
◆児童福祉施設職員等への研修 
 の実施  
◆こ ど も 女性相談センタ ー にお  
 ける適切な相談・ 助言 

 

新計画での取組等今後の取組 

要保護児童への支援 

【中央こども女性相談センター】 
 

児童の保護等 

４年間の取組(背景）  成果  課題   

重点施策６ 子どもを育てるなら〝とくしま〟づくり 
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児童虐待相談対応件数(徳島県） 

 ◆虐待相談対応件数の増加◆  
※虐待数自体の増加も考えられるが、効果 
  的な啓発により、通報等の増加による虐 
   待への早期対応が図られているという一 
   面もあり 



    保健福祉部では、子育て、高齢者・障害者福祉など、県民 
の暮らしに直結する多くの事業を所管しています。 
 
 第二幕の行動計画における事業進捗の反省を踏まえ、新た 
な行動計画では、職員一丸となった取組の推進により、県民 
の方が「幸福を実感できる暮らし」の実現を目指します。 


