
県政運営評価戦略会議プレゼンテーション 

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６ 
｢〝みんなが〟 
   とくしま」の実現 

６-1 〝みんなが〟とくしま 
     体制づくり 

・ユニバーサルデザインの推進  
・高齢者対策の推進  
・障害者対策の推進  
・こども・女性対策の一体的な推進 

・障害福祉サービスの充実  
・障害者の社会参加の促進  
・障害者の自立と地域生活への移行の支援  
・発達障害者への支援     等 

６-２ 男女共同参画立県 
     とくしまづくり 

６-３ 高齢者いきいき 
     「生涯現役」とくしま 
           づくり 

６-４ 障害者「自立と社会 
           参加」のとくしまづくり 

６-５ 共助・共生のまちづ 
     くり 

６-６ ユニバーサルデザ 
     インとくしまづくり 

・配偶者等からの暴力対策の推進  
・女性が働きやすい 
 「ワークライフ・バランス」の展開 

・地域福祉のリーダーの養成  
・「徳島県健康福祉祭」によるスポーツ・ 
 文化活動の推進  
・介護サービスの人材育成  等 

・認知症高齢者に対する支援  
・障害者のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援体制の充実  
・人と動物がともに暮らせる地域づくり 等 

・「徳島県ユニバーサルデザインによる 
 まちづくりの推進に関する条例」の推進 

 



 
 

 
 

基本目標６ 「〝みんなが〟とくしま」の実現 

重点施策１  〝みんなが〟とくしま体制づくり 高齢者対策の推進体制づくり 

４年間の取組(背景)   ４年間の取組(背景)   
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徳島県

全国

全国及び本県の高齢化率の推移 
（％） 

高齢化の急速な進行 特に本県の高齢化率は 
全国平均を大きく上回っている 

 県の推進体制 

オンリーワン第2幕の計画期間中においては、 

とくしま長寿プラン（２００６～２００８） 
とくしま長寿プラン（２００９～２０１１） 
に基づき高齢者福祉施策等を効果的・計画的 
に推進 

  とくしま長寿プラン（２００９～２０１１）    とくしま長寿プラン（２００９～２０１１）  

高齢者いきいき｢生涯現役｣とくしまづくり 

①幸齢(幸福に年齢を 重ねる)社会づく り の
推進 

②幸献(幸福づく り に貢献する )社会づく り の
推進 
○高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる
環境づくりの推進など 

③幸流(幸福感が高ま る交流)社会づく り の
推進 
○介護を要する状態になっても地域や家庭で自立した生活が
できる居宅サービスの充実など 

･老人クラブの活動支援(友愛訪問等)  
･シルバ－大学校・大学院の充実                  
･生きがいづくり推進員の活躍（シルバ－大学校講師等) 等 

・地域支援事業の推進 
・ひとり暮らし高齢者対策  
 （H22徳島県ひとり暮らし高齢者等見守りﾈｯﾄﾜｰｸ支援 
 協議会の設置） 
・相談体制の連携強化 
 （シルバ－110番、地域包括支援センター等） 

・介護サービスの充実 
・人材育成（介護支援専門員、地域包括支援センタｰ等） 
・介護給付費用の適正化 

基本理念 

重点課題及び施策の基本方針 

○年齢にとらわれず、自分ならではの幸せを追求することが
できる社会づくりの推進など 

 



 

 

◆シルバ－大学校・ 大学院開講事業の
充実と 生き がいづく り 推進員の養成 
・ｼﾙﾊﾞｰ大学院ICT講座の拡充 
・ｼﾙﾊﾞｰ大学校に韓国語会話ｺｰｽの新設 
・ｼﾆｱ応援ｻｲﾄの開設  

◆長寿社会についての県民意識の高揚、
健康と 生き がいづく り を 支援 
・徳島県健康福祉祭の開催 
・敬老理念の普及を推進  

◆介護支援専門員の養成や介護サービ
ス従事者の研修によるサー ビ スの質の
向上  
◆高齢者等の身体機能に応じ た住宅改
修等の推進 
 
 
 
 

◆地域福祉リーダーの養成 
  シルバー大学校・大学院において豊かな高齢期を創造できる能力 
の再開発を援助するとともに、地域福祉を推進するリーダーを養成した。 

･｢シルバー人材バンク (生き がいづく り 推進員)｣ 
 の登録者数  
 （目標）H22:累計500人   （実績）H22:累計718人  
･シルバー 大学院サテ ラ イ ト 講座の開設  
 （目標）   H19：開設 
 （実績）   ＊四国観光検定講座(H19,H20） 
       ＊とくしま観光講座（H21,H22) 

◆介護サービ スの人材育成 
･介護支援専門員の人材育成 
  （目標）H22:累計5,000人   （実績）H22:累計5,224人   

◆高齢者の身体機能に応じ た住宅改修等の推進 
･高齢者等住宅改修等給付(助成)件数 
  （目標）H22:累計12,000件   （実績）H22:累計12,376件  

達成  

４年間の取組 

基本目標６ 「〝みんなが〟とくしま」の実現 

重点施策３ 高齢者いきいき｢生涯現役｣とくしまづくり 高齢者の「生涯現役」施策の推進 

成果  

本格的な高齢社会においても、 すべて
の県民が安心し て高齢期を 迎えら れ、
生涯にわたり 健康で生き がいを持ち、
安心し て暮らせる環境づく り を推進 

達成  

達成  

達成  

新計画での取組 

高齢化の急速な進展 H22:全国8位 

 

◆地域福祉のリ ーダーの養成 
・｢健康寿命！長寿県とくしま｣指導者認定講座の新設（H24） 

◆「 生涯現役」 の｢元気高齢者｣づく り の推進 
 ・｢活き活きシニア放送講座｣の開設（H23） 

  ・県健康福祉祭県南部・県西部サテライト大会開催 

◆介護基盤の整備 
・｢介護支援専門員｣の養成者数   （目標）H26:累計5,900人 
・中高生のための「介護講座」参加者数 (目標）H26:累計240人 

◆高齢者の身体機能に応じ た住宅改修等の推進  



 
 
 

◆ひと り 暮ら し 高齢者及び認知症高齢者支援体制の推進  
・ 「 ひと り 暮ら し 高齢者等支援ネ ッ ト ワー ク 」 の設置率 
    （目標）H22:100％    （実績）H22:100％   
 
・ 認知症サポータ ー 数 
    （目標）H22:10,000人  （実績）H22:13,198人   
 
◆介護予防に重点を 置いた健康づく り の推進  
・ 介護予防リ ーダー の養成者数 
   （目標）累計H22:400人 （実績）累計H22:550人  

達成  

◆ひと り 暮ら し 高齢者や認知症高
齢者が、 安心し て暮ら せるための
支援体制の推進 
・徳島県ひとり暮らし高齢者等支援ネットワーク   
 の設置 
・認知症に関する普及啓発  
・相談支援体制の充実 
 

◆積極的な介護予防の普及や、 介
護予防リ ーダーの養成(徳島県老人ク
ラ ブ連合会と 連携)  
 
・県内４箇所で「介護予防リーダー」の養成研修           
 を実施     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

達成  

達成  

地域による共助の仕組みづくり(高齢者施策） 

４年間の取組 成果  

重点施策５ 共助・共生のまちづくり 

 

高齢者が住み慣れた地域の中で自立し 、 安 
心し て暮ら し ていく ため、 行政等が行う サ  
ービ スだけでなく 、 地域住民等による地域 
住民等のための共助の仕組みづく り を 推進 

◆ひと り 暮ら し 高齢者を 見守るためのネッ ト ワーク の充実強化  
・｢ふれあい見守り｣安否確認システム導入市町村数 
 （目標）H24：全市町村  
◆認知症高齢者を 地域全体で支えていく ための支援体制の推進  
・｢認知症サポーター｣数（累計） 
  （目標）H26：16,000人 
 
◆介護予防に重点を 置いた健康づく り の更なる推進  
・｢介護予防リーダー｣の養成者数（累計） 
 (目標)H26：950人 
 
◆｢介護予防リ ーダー｣技能向上研修の創設・ 推進  
・技能向上研修の創設 (目標)H23：創設 
・技能向上研修の受講者数(累計)  (目標)H26：500人 

新計画での取組 

 



  

 
 
 全国障害者芸術・文化祭を一過性の
ものとせず、スポーツ・芸術・文化を通じ

た「 障害者の生活を 豊かにする  
取組」 を推進する。 
 

・ 障害者交流プラ ザ利用者数 
（ 累計）   
 
(目標）Ｈ２６： １００万人 

 

 

障害福祉サービスの充実 

４年間の取組 成果  

【サービス提供体制の充実】 
障害者の福祉の向上を図るため、  
“障害の種別にかかわら ないサー  
ビ ス提供体制の充実”を 図っ た。  

 

【人材の養成】 
障害福祉サービ スを 充実する  
ための“人材の養成”を 図っ た。  

【サービス提供体制の充実】 

・ 指定サービ ス提供事業所の指定件数 
(目標）H22：680事業所 (実績)H22:686事業所 

 
【人材の養成】 

・ サービ ス管理責任者研修(累計）  
(目標）H22：600人 (実績)H22:630人 

・ 相談支援従事者研修(累計) 
 (目標）H22：1,500人 (実績)H22:1,464人 

  

 
 
 
 
･サービ ス管理責任者研修(累計)   
(目標）Ｈ26： １，０８０人 

･相談支援従事者研修(累計)  
(目標）H26： １，９００人 

障害者の自立と地域移行に必要と 
なる多様なサービスが各地域で利用 
できるよう、事業所の指定を推進する 
とともに、更なる研修受講者数の増 
加を図り、人材の養成を推進する。 

今後の取組 

障害者の社会参加の推進 

４年間の取組  

達成  

達成  

未達成   

成果   

【障害者交流プラザの活用】 
スポーツや芸術・ 文化活動等を 通じ  
た、 障害者の「 社会参加」 と 「 交流」  
を 推進し た。  
 

【全国障害者芸術・文化祭の開催】 
「 障害に対する理解」 を 深めるため、  
全国に向け情報発信。  
 

今後の取組  

◆障害者交流プラ ザ利用者数が累計 
 ５０万人を突破！（平成２２年７月）  
◆「 第10回全国障害者芸術･文化祭 

 と く し ま 大会」  
・日時  
平成22年12月10日～12日 
・会場 
アスティとくしま ほか 
・参加者数 
 約１２，０００人 
 
 

重点施策４ 障害者「自立と社会参加」のとくしまづくり 

 



  

 
 
 
 
  
 引き続き、障害者に対し総合的な支
援を行うための相談支援体制の充実
に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①施設の基盤整備により生産力・営業力を強
化 
②共同受注窓口を設置し、販路拡大を実施 

  平均工賃月額の全国順位 
平成１９年度  平成２０年度  平成２１年度 
 全国６位 →  全国３位 →  全国３位  

着実に増加！ 

 

  「徳島県工賃倍増計画」の推進   「徳島県工賃倍増計画」の推進 

工賃アッ プのためには、 中
長期的取組が必要！ 

１ 商品の高付加価値化 
l共同受注・共同生産・共同販売と
ブランド戦略による効果的な販売
促進 
l共通コア商品のレベルアップと新
製品の開発 

２ 販売の場と 機会の創出 
lアンテナショップや授産製品取扱
店の設置 

３ 支えるﾈｯﾄﾜｰｸづく り  
l企業等との連携を推進する支援
ネットワークの構築 

 

障害者が抱え る「 不安」 を
解決する ためには相談支援
が重要！ 

重点施策４ 障害者「自立と社会参加」のとくしまづくり 

障害者の自立と地域生活への移行の支援 

４年間の取組 

【相談支援体制の充実】  
障害者の地域生活を支えるため、療育指導 
や相談を実施する体制の充実を図った。  
 
【施設利用者の工賃アップ】  
◆授産製品ブラ ンド 化の推進  
・生産品のブランド化  
・経営コンサルタントの派遣  
・藍や和三盆など、徳島らしさを生かした共 
 通コア商品の開発  
・インターネット販売サイト 
 「あわ商店あるんじょ」の開設  
・共同展示即売会の実施 
 
◆一般就労へのチャ レ ンジ支援 
・研修会・交流会等の推進 
 
◆障害者の「 働き たい！」 を 支援  
 （ゼロ予算事業） 
・県官公需の発注促進 
・県関係施設等での販売実演 
 
 
 
 
 

 

統一ブランド 

“あわのわ” 
 の推進 

成果  

◆障害児等療育支援事業による  
 障害児に対する療育相談件数 
 (目標）H22：2,500件 (実績)H22:2,977件 
 

◆障害者から の相談に応じ 必要 
 な助言等を 行う 指定相談支援 
 事業所の指定件数（ 累計）  
 (目標）H22：50事業所 (実績）H22：47事業所 

達成  

未達成   

今後の取組 

「工賃月額全国１位」 
 達成へ！  



  

重点施策４ 障害者「自立と社会参加」のとくしまづくり 

発達障害者への支援 

 
 
 

 
 
 
 
 

「 発達障害者支援法」 施行(H17) 

発達障害者の支援体制 
の整備が急務 

 

 

◆来所、 電話及びイ ンタ ー ネッ  
 ト による相談の実施 
 
◆冊子、 イ ンタ ーネ ッ ト による  
   情報提供の実施 
  
◆通園療育部門(ひま わり 学級・  
 ひよこ 学級)の実施 
 
◆公共職業安定所等と 連携し た  
   就労支援の実施 
 
◆発達障害についての普及啓発 
   及び研修の実施 
 

【発達障害者支援ｾﾝﾀｰの充実強化】 

発達障害者支援センター
における支援 

４年間の取組 成果及び今後の取組  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

オンリーワンの成果 

達成  
◆発達障害者支援センタ ー の相談件数（ 累計）   
(目標）H22：2,000件 (実績）H22：2,466件 

 

●小松島市の旧徳島赤十字病院(跡地)を 活用し て、 発達障害者支援センタ ー、  

みなと 高等学園、 徳島赤十字ひのみね総合療育センタ ー、 徳島赤十字乳児院 
を 集約し た、 全国に先駆けた「 発達障害者総合支援ゾーン」 を 整備する  
「 ハナミ ズキ・ プロ ジェ ク ト 」 を 推進。   
ゾーン開設： 平成２ ４ 年４ 月１ 日予定 
 
●「 発達障害者総合支援ゾーン」 では、  
福祉・ 教育・ 医療施設を 集約し 、 各施設 
がそれぞれの専門性に応じ た支援を 行う  
と と もに、 相互に連携し た支援を 実施。  
 
●発達障害者支援センタ ーは、 福祉部門を 担う 施設と し ての役割に加え、  
ゾーンにおける基幹施設と し て、 発達障害者に対する支援の総合窓口と  
なり 、 「 生活支援」 や「 就労支援」 など を 実施。  
 
●発達障害者の自立と 社会参加の一層の促進を 図るため、 ゾーン内各施設を  
はじ め、 関係各機関が一体と なっ て、 一人ひと り の特性に応じ た総合的な就 
労支援を 行い、 就労につなげる。  
 
 
・ 発達障害者支援センタ ーの相談件数(累計)  H26： ７ ， ０ ０ ０ 件 
 
・ 発達障害者支援センタ ーの就労支援件数(累計) H26： ４ ０ ０ 件 

発達障害者支援の更なる充実のため 

ハナミズキ・プロジェクトの推進 

発達障害者総合支援ゾーン 

発達障害者支援センターの移転 と 機能強化 発達障害者支援センターの移転 と 機能強化 

新計画での目標 

 



ユニバーサルデザインの推進 

４年間の取組 成果及び今後の取組  

 

推進体制 

と く し ま ユニバーサル県民会議 

 

県民    ＮＰＯ・関係団体 
事業者  学識経験者 
行政 

 

官民一体となったユニバーサル 
デザインによるまちづくり推進 

◆「 と く し ま ユニバーサルデザイ ン  
  によるま ち づく り 賞」   
 先駆的・モデル的取り組みを表彰し、事業主等の 
 意識啓発、県民への普及啓発を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成22年度受賞 徳島県難聴者と支援者の会 
 難聴者理解のための演劇「幸子」 

◆ユニバーサルデザイ ン未来リ ー ダ ー  
 育成講座 

◆パーキング パーミ ッ ト 制度の導入 

小学生にユニバーサルデザインによるまちづくり 
の普及 

平成21年7月1日導入、平成23年２月１日から 

中国四国地方での相互利用が実現 

重点施策６ ユニバーサルデザインとくしまづくり 

◆「 と く し ま ユニバーサルデザイ ン  
 による ま ち づく り 賞」   
・表彰数 
 （目標）H22：３０件 (実績)H22：３３件 

 

◆パーキング パーミ ッ ト (身体障害 

 者等用駐車場利用証） の交付   
・(目標)H21：交付開始 (実績)H21：交付開始 
 
※(参考) 
  交付件数 H22(累計)：２，７５４件 
  利用可能駐車場台数 H22(累計)：７６７箇所  
 

◆ユニバーサルデザイ ン未来 
 リ ーダ ー育成講座 
※(参考) 
  講座受講者数 H22(累計)：１６０名 

身体障害者等用駐車場利用証 

今後の取組 

 

ユニバーサルデザインの考え方に基 
づき、障害の有無、年齢、性別、国籍 
等に関わらず、地域に暮らすすべて 
の人が住みやすいまちづくりを目指す 
ため、これまでの施策の推進に加え、 
新たに「観光ユニバーサル大賞」を 
創設、観光・交流で訪れる外国人を 
含めた県外客も過ごしやすくなるよう 
な取組等を推進する。 

◆ユニバーサルデザイ ン  
 表彰数(累計)  
  (目標）H26：60件 
 

◆観光ユニバーサル大賞の 
 創設  
  (目標）H24：創設 
 

◆パーキング パーミ ッ ト 利 
 用可能駐車台数(累計)  
  (目標）H26：１，２００台 
 

◆パーキング パーミ ッ ト  
 交付件数(累計)  
  (目標）H26：３，５００件 

新計画での取組 

達成 

達成 

 



    保健福祉部では、医療、健康、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。 

 


