
「新未来『創造』とくしま行動計画」主要施策等評価シート 資料３

基本目標６　「まなび・成長とくしま」の実現

重点戦略
数値目標
達成状況

評価案 ページ

１　世界で活躍する人材の育成 1 グローバル人材の育成 ☆ C 1

1 徳島ならではの教育の振興 ☆☆☆ A 3

2 充実した学びの推進 ☆ C 7

3 豊かな心と健やかな体の育成 ☆ C 8

4 地域に開かれた学校づくり ☆ C 10

5 安全･安心な学校づくり ☆ C 12

1 「６次産業化教育プログラム」の充実 ☆☆☆ A 13

2 特別支援教育の推進 ☆ B 15

3 発達障がい者（児）への支援 ☆☆☆ A 17

1 「文化芸術教育」の強化 ☆☆☆ A 18

2 トップアスリートの育成 ☆ C 19

1 未来をつくる若者の創造 ☆☆☆ A 20

2 若者の県内就職促進 ☆☆☆ A 22

3 青少年の健全育成 ☆ C 23

4 若者目線の情報発信 ☆☆☆ A 25

３　徳島の強みを活かす教育の展開

４　地域がにぎわう文化・スポーツ教育の推進

５　若者が創るとくしまの推進

主要施策

２　とくしまオンリーワンスクールの創造



「新未来『創造』とくしま行動計画」（主要指標に係る数値目標の達成状況）

基本目標６　「まなび・成長とくしま」の実現

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

１　世界で活躍する人材の育成 1 グローバル人材の育成

　○高校生の留学（疑似留学体験、海外語学研修
　　を含む）者数
　　　㉕１０６人→㉚３００人

190人 230人 270人 300人 220人 178人 174人 200人 △ 教育 ☆ C

1 徳島ならではの教育の振興

　○学校分散型「チェーンスクール※」
　　実施地域数
　　　㉕１地域→㉙６地域

5地域 5地域 6地域 6地域 5地域 5地域 6地域 6地域 ◎ 教育 ☆☆☆ A

2 充実した学びの推進

　○「全国学力・学習状況調査」における
　　県平均正答率
　　　㉙調査で対象となっている国語・
　　　　算数（数学）で全国平均正答率以上

- -
全国平均
正答率
以上

-

小学校国語
Ｂ算数Ｂ、
中学校数学
Ａで全国平
均を上回っ
た。

小学校国語
Ａ中学校数
学Ａで全国
平均を上
回った。
中学校国語
Ａ数学Ｂは
同率だっ
た。

小学校国語
Ａ算数Ａ・
Ｂ，中学校
国語Ａ数学
Ａ・Ｂで全
国平均を上
回った。

中学校国語
Ａ数学Ａ・
Ｂで全国平
均を上回っ
た。

△ 教育 ☆ C

3 豊かな心と健やかな体の育成

　○「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
　　結果において全国平均以上の種目数（全
　　３４種目中）
　　　㉕９種目→㉚１７種目

11種目 13種目 15種目 17種目 14種目 12種目 11種目 10種目 △ 教育 ☆ C

4 地域に開かれた学校づくり

　○「スーパーオンリーワンハイスクール事業」
　　実施校のうち、各分野の全国大会に出場した
　　取組み
　　　㉕４事例→㉗～㉚年間４事例

4事例 4事例 4事例 4事例 3事例 5事例 ６事例 4事例 ○ 教育 ☆ C

5 安全･安心な学校づくり

　○県立高等学校施設耐震化率（再掲）
　　　㉕８４％→㉗１００％ 100% - - - 95.9% 96.2% 96.2% 100% ○ 教育 ☆ C

1
「６次産業化教育プログラ
ム」の充実

　○６次産業化商品のプロデュース数（累計）
　　　㉕－→㉚１０件 1件 4件 7件 10件 3件 5件 7件 10件 ◎ 教育 ☆☆☆ A

2 特別支援教育の推進

　○「発達障がい教育・自立促進アドバイザー
　　チーム」と連携した実践研究の事例数
　　（累計）
　　　㉕－→㉚８０件

- 20件 50件 80件 27件 50件 74件 87件 ◎ 教育 ☆ B

3 発達障がい者（児）への支援

　○「発達障がい者総合支援センター」の
　　就労支援件数
　　　㉕９６８件→㉚１，５００件 1,200件 1,300件 1,400件 1,500件 1,237件 1,478件 1,839件 2,057件 ◎

保健
・

商工
☆☆☆ A

1 「文化芸術教育」の強化

　○高校生による地域連携事業に参加した
　　地域住民等の満足度〈アンケート調査〉
　　　㉕－→㉚９５％ 70% 75% 92% 95% 89% 96% 94.5% 97.8% ◎ 教育 ☆☆☆ A

2 トップアスリートの育成

　○全国高等学校総合体育大会の入賞
　　（団体・個人）数
　　　㉕１１団体・個人→㉚２２団体・個人

17団体
・個人

18団体
・個人

20団体
・個人

22団体
・個人

20団体
・個人

5団体
・個人

12団体
・個人

13団体
・個人

△ 教育 ☆ C

1 未来をつくる若者の創造

　○「地域連携フィールドワーク講座」
　　延べ参加人数（年間）
　　　㉕－→㉚５００人 400人 430人 500人 500人 525人 530人 514人 520人 ◎ 政策 ☆☆☆ A

2 若者の県内就職促進

　○農業系大学生等による
　　インターンシップ参加者数（累計）
　　　㉕１０６人→㉚５２５人 150人 275人 400人 525人 152人 276人 452人 698人 ◎ 農林 ☆☆☆ A

3 青少年の健全育成

　○青少年指導者養成講座参加者数
　　　㉕５１人→㉚７０人 55人 60人 65人 70人 60人 81人 92人 74人 ◎ 県民 ☆ C

4 若者目線の情報発信

　○「徳島県ＳＮＳ」利用登録数
　　　㉕１３，６００件→㉚１３６，０００件 24,000

件
35,000

件
102,000

件
136,000

件
86,788

件
124,337

件
129,584

件
136,308

件
◎ 経営 ☆☆☆ A

評価案
数値目標
達成状況

４　地域がにぎわう文化・
　　スポーツ教育の推進

【注記】　「数値目標の達成度」の区分 …… ◎：達成（１００％以上）　　○：ほぼ達成（８０％以上１００％未満）　　△：未達成（８０％未満）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  －：目標値設定なし等

数値目標
の達成度

部局重点戦略 主要施策 主要指標

工程（年度別事業計画） 実績値

５　若者が創るとくしまの推進

２　とくしまオンリーワン
　　スクールの創造

３　徳島の強みを活かす教育の
　　展開



このシートの見方

基本目標1「ふるさと回帰・加速とくしま」の実現 　 　 (１－１－１)

 
1－1　とくしま回帰！魅力あふれる「まち」の創生

評価

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

●

　○

　○

●

　○

　○

「新未来『創造』とくしま行動計画」主要施策等評価シート

数値目標
達成状況主要施策：１　魅力ある地域づくりの推進

2

特記事項

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）

1

実績値
（H28）

H27～H30の成果及び取組

委員意見

実績値
（H30）

実績値
（H29）

部局

部局
数値目標
の達成度

「新未来『創造』とくしま行動計画」（平成30年度版）の主要事業
の概要・数値目標及び工程（年度別事業計画）を記載しています。

●：主要事業の概要
○：数値目標

当該主要施策の「主要指標」には
網掛けしています。

①
「数値目標の達成度」の考え方

数値目標の達成率により，次の区分で整理しています。

◎：達成 １００％以上
○：ほぼ達成 ８０％以上１００％未満
△：未達成 ８０％未満
―：目標値設定なし等

主要事業の平成27年度から同30年度までの成果及び取組を
記載しています。

③
代表委員による評価（案）です。次の区分で整理しています。

A：計画目標を達成 B：計画目標をほぼ達成 C：計画目標を未達成

② 「数値目標達成状況」の考え方

当該主要施策を構成する主要事業の「数値目標の達成度」の◎を２点，○を１点，
△を０点として合計し，その平均点を算出の上，次の区分で整理しています。

☆☆☆：１．８点以上～２．０点
☆☆ ：１．６点以上～１．８点未満
☆ ：１．６点未満



基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現 　 　 (６－１－１)

 
６-１ 世界で活躍する人材の育成

評価

☆ C

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 国際性豊かな児童生徒を育むため、日本人としての
アイデンティティの確立や英語教育の充実を図ると
ともに、海外留学の支援や、欧米諸国、アジア諸国
等との学校間交流促進や教育旅行受入の拡充によ
り、異文化理解やコミュニケーション能力の育成な
どを推進します。
また、平成30年度から小学校英語教育の早期化・教
科化が段階的に先行実施されることを踏まえ、授業
で活用できる本県の特色を活かした「ふるさと教
材」デジタルコンテンツを活用し、児童の英語によ
るコミュニケーション能力の育成などを推進しま
す。
＜教育＞

推進 → → →

　○「ＡＬＴ※と徳島を学ぶデイキャンプ」
　　の小学生参加者数（累計）
　　　㉕６９人→㉚４９０人 220人 310人 400人 490人 224人 313人 371人 455人 ○

　○中学生の留学、英語体験宿泊活動の
　　年間参加者数
　　　㉕４２人→㉚１２０人 90人 100人 110人 120人 129人 128人 136人 67人 △

　○高校生の留学（疑似留学体験、海外語学研修
　　を含む）者数
　　　㉕１０６人→㉚３００人 190人 230人 270人 300人 220人 178人 174人 200人 △

　○「英語学習デジタルコンテンツ」の作成
　　　㉙作成

- - 作成 - - - 作成 - ◎

H27～H30の成果及び取組

委員意見

特記事項

563

主要施策：１　グローバル人材の育成

商工・教育

部局
数値目標
達成状況

数値目標
の達成度

実績値
（H30）

実績値
（H29）

部局番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）

教育

実績値
（H28）

１「ＡＬＴとともに徳島を学ぶデイキャンプ事業」
　・県央部、県南部、県西部の３コースで実施
　・小学生が参加（H27 95名、H28 89名、H29 58名、H30 84名）
　　※H29は台風の影響により県西部コースを中止

２「グローバルコミュニケーション向上事業」
　・県内３地域（上勝、美馬、牟岐）で実施
　・１泊２日の英語漬け体験プログラム
   ・中学生が参加（H27 70名、H28 67名、H29 66名、H30 42名）
　   ※H30は台風の影響により上勝コースを中止

３「県立中学校海外語学研修支援事業」
　・H27 ３校59名、H28 １校16名、H29 ３校47名、H30 １校25名に支援

４「JENESYS2016｣（「対日理解促進交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」）で県立１中学校の45名が参加
（H28)

５「徳島サマースクール」
　・県内高校生30名が１週間の擬似留学を体験（H27、H28、H29、H30)

６「徳島グローバルスタンダード人材育成事業」
　・海外の学校との生徒間交流を促進

７「高校生の留学促進事業」
　・長期留学2名、短期留学20名に経費を支援（H27)
　・短期留学20名に経費を支援（H28、H29、H30)

８「トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム高校生コース」
　・H27（第１期生）1名、H28 5名、H29 3名、H30 3名参加

９小学生英語デジタルコンテンツ「HAVE FUN in TOKUSHIMA」を作成し、県内全小学
校に配布

　上記の取組等により、外国人との交流や体験活動への参加及び留学を促進し、児童生徒に
生きた英語を使う機会を提供することができた。高校生の留学者数については、H28、29
年度の実績値から改善を図るべく、様々な啓発活動や支援に関する積極的な情報提供を行っ
た結果、H30は改善が見られ、今後目標に近づくための取組の方向性を見いだすことができ
た。

1



(６－１－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 優れた「国際感覚」を持つ人材を育成するために、
学校の枠を越えて切磋琢磨する「徳島ウインター
キャンプ」を創設し、ウィンターキャンプで構築し
たネットワークを生かしながら、知・徳・体の調和
がとれた、将来的に社会の各分野を牽引していく人
間力を備えた「Super Student」の育成を図りま
す。
＜教育＞

推進 → → →

　○主要大学（スーパーグローバル大学※）
　　進学者数
　　　㉕２８０人→㉚３４０人 295人 310人 325人 340人 300人 297人 290人

8月末
判明

△

　○東京大学、京都大学進学者数
　　　㉕２２人→㉚４４人

27人 32人 38人 44人 18人 26人 28人
8月末
判明

△

● 貿易・投資関連情報の収集・提供や国際ビジネスの
即戦力となる人材育成、商談会開催や海外見本市へ
の支援等を通じたビジネスチャンスの創出により、
県内企業のグローバル展開を支援します。（再掲）
＜商工＞ 実施 → → →

　○徳島県の輸出額
　　（徳島県貿易・国際事業実態調査、
　　中小企業分）
　　  ㉕１５０億円→㉚１７０億円

158億円 162億円 166億円 170億円 174億円 175億円 194億円
９月頃
判明

◎

　○徳島県の輸出企業数
　　（徳島県貿易・国際事業実態調査、
　　中小企業分）
　　　㉕９５社→㉚１２６社

106社 112社 119社 126社 92社 116社 123社 129社 ◎

　○県内大学生への留学支援人数（累計）
　　　㉕－→㉚７５人

12人 25人 50人 75人 12人 30人 50人 75人 ◎

● 学校へ日本語講師を派遣したり、研修会を開催した
りすることにより、帰国・外国人児童生徒に対する
教育を推進します。
＜教育＞

推進 → → →

　○日本語講師を派遣する対象の児童生徒数
　　　㉕３９人→㉘～㉚年間６０人

50人 60人 60人 60人 65人 69人 72人 64人 ◎

565

566

番号

教育

商工

564

主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）

１　帰国・外国人児童生徒に、手厚く持続可能な支援をするため、日本語講師派遣事業の
　実施主体を市町村とし、県が補助事業として支援
２　市町村・学校からの支援要請を受けて民間の日本語講師を派遣
３　教員等を対象とした日本語指導研修の実施
　　（Ｈ27、H28、H29、H30 １回開催)
４　鳴門教育大学と連携した日本語教育研修会の実施
　　（Ｈ27、H28、H29、H30 １回開催)
５　「帰国・外国人児童生徒支援連絡協議会」の開催
　　（Ｈ27１回開催、H28、H29、H30 ２回開催)

　上記の取組等により、支援要請のあった全ての学校に対して、日本語講師・通訳を派遣す
ることができた。各研修会や連絡協議会の実施により、支援に当たる教員や日本語講師が帰
国･外国人児童生徒に対する理解を深めるとともに､指導力の向上を図ることができた。

・海外でのフェアの開催、見本市等への出展支援
　米国及び中国、香港、ベトナム等東アジア・東南アジアで計44回
　（H27:11回、H28:9回、H29:12回、H30:12回）開催

・県内でのバイヤー等招へい商談会
　中国、香港、台湾、タイ、米国、EU諸国等のバイヤー等を招へいし、計25回
　（H27:7回、H28:9回、H29:4回、H30:5回）開催

・留学した学生による報告会
　（H27:1回、H28:1回、H29:1回、H30:1回）開催
　
　上記取組により、ビジネスチャンスの創出等県内企業を支援した結果、輸出額が伸びてお
り、海外販路開拓・拡大することができた。

教育

部局
実績値

（H30）
実績値

（H28）

「徳島ウインターキャンプ実施」
・キャンプＡ：
　＜H27＞12月12･13日 参加生徒50名、＜H28＞12月10･11日 参加生徒98名
　＜H29＞12月 9･10日 参加生徒103名、＜H30＞12月 8･ 9日 参加生徒74名
　①県外スーパーティーチャ―による特別講座
　②県内高校教員による教科別実践講義
　③県外スーパーティーチャ―と県内教員による研究協議
・キャンプＢ：
　＜H27＞12月19･20日 参加生徒36名、＜H28＞12月17･18日 参加生徒56名
　＜H29＞12月16･17日 参加生徒74名、＜H30＞12月15･16日 参加生徒60名
　①各界の第一線で活躍されている本県ゆかりの社会人によるフォーラム
　②東京大学の教授による学問分野別セミナー
　③本県高校卒業の大学生・大学院生等による座談会
　④参加生徒による高校生ミーティング・ワークショップ
　⑤キャリア教育の視点からの基調講演
　⑥京都大学の教授による学問分野別セミナー
　⑦東京大学院生（本県高校卒業者）の基調講演
　⑧東京・京都大学の学生・講師による文理別セミナー
　⑨難関大学を目指す意義についての特別講演

　上記の取組等により、目標値を達成することはできなかったが、「ウインターキャンプ」
参加者は、キャンプを通して、同じ目標に向かって切磋琢磨する同志とつながることによっ
て、目標とする大学への進学のためのモチベーションを維持することができた。

実績値
（H29）

数値目標
の達成度

H27～H30の成果及び取組

2



基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現 　 　 (６－２－１)

 
６-２ とくしまオンリーワンスクールの創造

評価

☆☆☆ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 教育、学術及び文化の振興に関する施策の総合的な
推進を図るため、「総合教育会議」を設置し、本県
教育行政の羅針盤となる「徳島教育大綱」を策定し
ます。
また、一貫した学習環境の下で学ぶ機会を選択でき
る中高一貫教育のさらなる充実とともに、人口減少
社会に対応した新しい教育として、小規模化する学
校を教育資源や地域の社会教育施設等を相互に活用
することにより、多様な学びを保障する「新しい小
中一貫教育（徳島モデル）」として県内に普及する
など、地域の特性を活かした新たな教育モデルの実
践に取り組みます。
＜政策・教育＞

推進 → → →

　○「徳島教育大綱」の策定・推進
　　　㉗策定

策定 - - - 策定 - - - ◎

　○学校分散型「チェーンスクール※」
　　実施地域数
　　　㉕１地域→㉙６地域 5地域 5地域 6地域 6地域 5地域 5地域 6地域 6地域 ◎

　○学校一体型「パッケージスクール※」
　　実施地域数
　　　㉕１地域→㉙３地域 1地域 2地域 3地域 3地域 １地域 ２地域 ２地域 ３地域 ◎

● 大学との連携のもと、授業改善による指導力向上に
向けた実践研究を実施し、その成果を県内全域に普
及することにより、本県児童生徒の学力の向上を推
進します。
＜教育＞

設置 推進 → →

　○「学力･学校力向上拠点校」の設置
　　　㉗設置

設置 - - - 設置 推進 推進 推進 ◎

１　阿南市、美馬市、徳島市、藍住町の域内１中学校とその校区内の小学校において、「学
力・学校力向上拠点校」を設置

２　年２回（前期・後期）の学校訪問により、授業改善による指導力向上に向けた実践研究
を実施

３　年２回、拠点地域ごとに「連絡協議会」を開催し、取組の説明・成果と課題についての
話し合いを実施

４　夏季期休業日中にヒアリングを実施し、校長から取組の進捗状況の説明を受け、指導助
言を実施。

５　年３回の学校訪問改善委員会を開催し、拠点校の取組説明等を実施

　上記の取組等により、大学との連携のもと、各拠点校において授業改善による指導力向上
に向けた実践研究を実施することができた。
　また、その成果を機会を捉えて県内全域に普及することができ、本県の児童生徒の学力の
向上を推進できた。

H27～H30の成果及び取組

教育

政策・教育

部局

政策
教育

【チェーンスクール】
○平成２７年度に４地域が追加され、５地域で実施
○平成２９年度に１地域が追加され、６地域で実施
※Ｈ３０実践地域
　阿南市椿町中学校区、北島町北島中学校区、東みよし町三好中学校区、
   東みよし町三加茂中学校区、三好市西祖谷中学校区、鳴門市瀬戸中学校区

【パッケージスクール】
○平成２８年度に１地域が追加され、２地域で実施
○平成３０年度に１地域が追加され、３地域で実施
※Ｈ３０実践地域
　牟岐町牟岐小中学校、佐那河内村佐那河内小中学校、那賀町木頭小中学校

　上記のように順調に事業が進み、各実践地域においては、乗り入れ授業の質の向上、特性
を生かしたつながりのある教育活動の推進等、小規模化する学校の良さを生かした取組が展
開されている。

567

568

部局

実績値
（H30）

実績値
（H29）

実績値
（H27）

工程（年度別事業計画）

委員意見

特記事項

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

主要施策：１　徳島ならではの教育の振興

番号 主要事業の概要・数値目標

数値目標
達成状況

3



(６－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 子供の学びの連続性を踏まえ、教育の質の向上を図
るため、小・中学校間における教員の人事交流を推
進します。
また、グローバル人材の育成に向け、新しい教育課
程に対応した英語教育の充実を図るため、小学校英
語専科教員の配置を推進するとともに、小・中・
高・特別支援学校の教員を対象に、英語教育充実の
ための研修を推進します。特に、小学校の教科化を
踏まえ、小学校教員の受講者数を拡大します。
＜教育＞

推進 → → →

　○小・中学校間における教員の人事交流の推進
　　　㉕－→㉚１５人

6人 9人 12人 15人 6人 12人 18人 19人 ◎

　○小学校英語専科教員の配置
　　　㉕４人→㉚１２人

6人 8人 10人 12人 8人 8人 10人 13人 ◎

　○英語教育充実のための研修における
　　小学校教員の受講者数（累計）
　　　㉕－→㉚５８０人 120人 180人 380人 580人 122人 182人 436人 678人 ◎

● 各高等学校が将来にわたり多様な教育や部活動を実
施し、活力ある教育活動を展開していくため、県下
２地域で高校再編を進めます。また、地域活性化や
地域に根ざした教育を展開するため、時代に対応し
た新学科等の設置や学科再編等を行います。
＜教育＞

推進 → → →

　○高校の再編地域数
　　　㉙㉚１地域

- - 1地域 1地域 推進 推進 1地域 1地域 ◎

● 生徒の社会的・職業的自立に向けた基礎的な能力の
向上や勤労観・職業観の育成を図るため、インター
ンシップや資格取得を促進するなど、県下全域にお
けるキャリア教育を推進します。
＜教育＞

推進 → → →

　○高校におけるインターンシップの実施率
　　（全日制・定時制）
　　　㉕８２．９％→㉚１００．０％ 92% 95% 97% 100% 92.7% 95.1% 97.6% 100.0% ◎

H27～H30の成果及び取組

１　小・中学校間における教員の人事交流を推進した。
　　（H27：6人、H28：12人、H29：18人、Ｈ30：19人）

２　小学校英語専科教員の配置を推進した。
　　（H27：8人、H28：8人、H29：10人、Ｈ30：13人）

３　小学校の外国語（英語）が教科化されることを踏まえ、英語教育充実のための研修対象
を平成２９年、平成３０年で３～６年生担任、受講者数を６０名から２５０名に拡大すると
ともに、研修内容を再構築した。
　　（H27：122人　H28：182人　H29：436人　H30：678人）

　上記の取組等により、小・中学校間の人事交流・小学校英語専科教員の配置が進み、教育
の質の向上や英語教育の充実が順調に図られた。

○三好市・東みよし町
１　池田・辻・三好高校再編統合準備委員会を開催（H27：4回）
２　池田高校辻校及び三好校を開設するための高校再編統合推進委員会を開催（H28：4
回）
３　池田高校辻校、三好校が開校（H29.4.1）

○阿南市
１　「阿南工業高校・新野高校の再編統合に係る計画」（H27：策定）
２　阿南工業高校・新野高校の再編統合による新高校開校のための準備委員会を開催
（H28：5回）
３　阿南光高校を開設するための再編推進委員会を開催（H29：4回）
４　阿南光高校開校（H30.4.1）

○新学科の設置等
１　地域活性化及び地方創生を担う人材を育成するため、那賀高校に「森林クリエイト科」
（H28）、城西高校に「アグリビジネス科」（H29）を設置した。

　上記の取組等により、平成18年3月に策定した「高校再編方針」に基づく県下７地域にお
ける高校再編が完了し、学校規模を確保するとともに、教育内容の充実・教育環境の整備が
図られ、活力と魅力ある学校づくりが進んだ。
　また、新学科設置や学科再編により、様々な教育的ニーズに応えることのできる学校づく
りが進んだ。

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

実績値
（H28）

実績値
（H30）

実績値
（H29）

教育

１　「キャリア教育パイロット校事業」(H27)や「『みんなが主役』！小中高校生起業塾」
(H28～30)等の事業により、各学校種に応じたキャリア教育推進に向けた取組を実施

２　職場体験・インターンシップの受入先企業情報を一元化した「あわ教育サポーター企業
等データベースシステム」を構築するとともに、『「職場体験・インターンシップ」実施の
手引』(H28.3)を作成し、各学校のインターンシップ実施を支援

３　小中高校キャリア教育担当教員を対象とした「キャリア教育推進フォーラム」を開催
（企業関係者、文科省調査官による講演等、研究校発表）

　上記の取組等により、生徒の社会的・職業的自立に向けた基礎的な能力の向上や勤労観・
職業観の育成を図るキャリア教育の重要性に対する理解が深まった。

569

570

工程（年度別事業計画）
部局

教育

教育

番号 主要事業の概要・数値目標

571

4



(６－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

572

● 小・中・高等学校のそれぞれの段階において、政治
や選挙に関する理解と参加意識を高めるとともに、
模擬選挙などの体験的学習を実施することにより、
社会に参加し、自ら考え、自ら判断する主権者を育
成する教育の充実を図ります。
＜教育＞

推進 → 教育

● 自らの消費行動が人や社会・環境に与える影響につ
いて理解し、持続可能な社会の実現に向けて、他者
と協働して行動することができる力を育成するた
め、「徳島ならでは」の社会を創る消費者教育を推
進します。
＜教育＞

推進 →

　○県立高校における「エシカルクラブ」設置率
　　　㉕－→㉚６６％

- - 33% 66% - - 33.0% 66.0% ◎

● テレビ会議システム等のＩＣＴを活用した公立学校
での遠隔指導・授業や交流学習、研修、会議等を推
進します。
＜教育＞

　○テレビ会議システムの利用回数
　　　㉕５１４回→㉗～㉚年間５５０回

550回 550回 550回 550回 558回 569回 551回 559回 ◎

　○高校での双方向遠隔授業・講座の実施回数
　　　㉕－ →㉚２０回

5回 10回 15回 20回 5回 12回 15回 20回 ◎

H27～H30の成果及び取組
実績値

（H27）
実績値

（H28）
実績値

（H29）
部局

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

教育

・県内４大学（徳島大学、鳴門教育大学、徳島文理大学、四国大学）や各市町村選挙管理
　委員会と連携を図り、児童生徒、保護者、教職員を対象とした主権者教育出前講座開催
・「主権者教育に関する教員研修会」を実施
・ジャンプアップ研修で主権者教育に関する講座を実施するなど、主権者意識を高める
　教育の充実を支援するための研修を実施
・私がかわる「社会（ＹＯＮＯＮＡＫＡ）」がかわる！私がかえる
　「社会（ＹＯＮＯＮＡＫＡ）」をかえる！はじめの一歩！！を県内全高校１年生に配布
・教育委員会ＬＩＮＥ「Ｇｏ！Ｔｏｍｏｒｒｏｗ」事業において、「投票呼びかけ」に
　ついて発信

などの取組により、主権者教育を推進した。

1 ｢エシカル消費｣リーディングスクール校の指定（県立高等学校３校）
2 「エシカルクラブ」の設置（県立高等学校２７校）
3 ｢次世代エシカルフェス｣の開催
4 パネル展の開催
5 成果報告書及びリーフレットの作成及び配布

　上記の取組により高校生に消費者市民としての意識が醸成されるとともに、｢エシカル消
費」の周知を進めることができた。

１　テレビ会議システムの利用
　テレビ会議システムによる公立学校での遠隔授業や交流学習、研修、会議等を実施した。
［内容］
　・遠隔授業（海部高校、池田高校の本・分校）
　・各種会議（県内高校の家庭クラブ総会）
　・本校・分校間の連絡会議（池田支援学校）
　・那賀地域の中・高校連絡会議
　・県教委事務局コンプライアンス・人権研修（県庁・県立総合教育センター・文化の森）
２　高校での双方向遠隔授業・講座の実施
　県立総合教育センターと池田高校（本校・辻校・三好校）において、大学教授等による双方向遠隔
授業を実施した。（H27：5回、H28：12回、H29：15回、H30：20回）
［H27内容］
　・徳島大学（保健体育、マインドマップ入門）
　・徳島文理大学（子どもの発達と保育、地理）
　・四国大学（地域資源の活用と地域活性化）
［H28内容］
　・徳島大学（商品開発）
　・徳島文理大学（社会福祉基礎、キャリア教育）
　・香川大学（食料生産）
　・民間（フラワーデザイン）
　・みなと高等学園・川島高校・若年サポートステーション（特別支援教育）
［H29内容］
　・徳島文理大学（キャリア教育、保育、数学）
　・四国大学（経営学、食料経済学）
　・香川大学（食料生産）
　・東北芸術工科大学（三好地域の観光産業）
　・中国四国農政局（農林水産業の現状）
　・徳島新聞社（NIE）
［H30内容］
　・徳島大学（マインドマップ入門）
　・徳島文理大学（社会福祉基礎、保育、キャリア教育）
　・四国大学（地域資源の活用と地域活性化）
　・香川大学（食料生産）
　・東北芸術工科大学（三好地域の観光産業）
　・県地方創生推進課（RESAS活用）
　・徳島ニュービジネス協議会（キャリア教育）
　・日本年金機構（年金教育）
　・徳島新聞社（NIE）
３　テレビ会議システム利用や遠隔授業のための環境整備を行った。
［内容］
　・遠隔授業のための備品を整備
　　（H27：総合教育センター及び辻高校、H28：三好高校）
　・海部高校の遠隔授業のために、総合教育センターに学習情報専門員を配置
　　（H27～H30）
　・教職員研修のため、遠隔授業先進地（北海道、長崎県、長野県）を視察（H27）

　上記の取組により、遠隔地にある大学や中・高校間の交流・連携が図られるとともに、校務の効率
化を実現することができた。

教育

574

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

573

推進 → → →

5



(６－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● ＩＣＴ活用教育の充実を図るため、ＩＣＴを活用し
た授業実践についての教員研修を推進します。
＜教育＞

推進 → → →

　○ＩＣＴを活用した授業実践の研修参加者数
　　　㉕３７７人→㉗～㉚年間４００人

400人 400人 400人 400人 423人 412人 505人 444人 ◎

● 「徳島県幼児教育振興アクションプランⅡ」によ
り、幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性を
踏まえた幼児教育の充実を図ります。また、幼稚
園・保育所・認定こども園・家庭・地域・行政等が
連携し、幼保合同の教員研修や行事の実施など総合
的な幼児教育の展開を図ります。
＜教育＞ 促進 → → →

　○幼稚園と保育所の連携の実施の割合
　　　㉕８５．２％→㉚９５．0％

86.0% 87.0% 94.0% 95.0% 93.0% 95.0% 93.0% 91.0% △

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

推進 → → →

　○スクールカウンセラーの配置
　　　㉕緊急事態に対してのスクール
　　　　カウンセラーの緊急支援体制の整備
　　　　→㉚県立学校への派遣拡充

- - -
派遣
拡充

- - -
派遣
拡充

◎

　○スクールソーシャルワーカー配置数（再掲）
　　　㉕９人→㉚２３人

11人 12人 15人 23人 14人 15人 22人 23人 ◎

　○徳島版予防教育
　　　㉕実践研究→㉘県内小中学校に普及

-
県内

小中学校
に普及

- - - ５校 ３校 ５校 ◎

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

H27～H30の成果及び取組 部局

教育

実績値
（H30）

実績値
（H29）

１　スクールカウンセラーの配置
　・スクールカウンセラー人数
       （Ｈ27:４２人、Ｈ28:４５人、Ｈ29:５１人、Ｈ３０:５２人）
　・スクールカウンセラー拠点校数
　　（Ｈ27:６７校、Ｈ28:７０校、Ｈ29:７８校、Ｈ３０:７９校）
２　スクールソーシャルワーカーの配置数
   ・スクールソーシャルワーカー人数
　　（Ｈ27:１４人、Ｈ28:１５人、Ｈ29:２２人、H30:２３人）
　・H29年度よりスクールソーシャルワーカーを市町村教育委員会に定期的に配置し、教育
相談体制の充実を図った。
     （H29：13市町教育委員会、H30:1６市町教育委員会）
　・学校問題解決支援チーム派遣事業としてスクールソーシャルワーカーを学校等からの要
請により派遣した。
     （Ｈ27:１４回、Ｈ28:７回、Ｈ29:７回、Ｈ３０:8回）
３　徳島版予防教育
　・小、中学校での取組実施校(累計）
　（H27：７校、H28：１２校、H29：１５校、 H30：20校）
　（新規実践校　H28：５校、H29：３校、H30：5校）
　・教員向け予防教育研修会の開催
　　H27から毎年夏休みに実施

　上記の取組等により、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの全小中学校
及び県立学校での配置・派遣の拡充を行うことができた。また、徳島版予防教育の普及を図
ることができた。

577

教育

１　学校においてICTを活用した教育の推進を目的とした教員研修を総合教育センターで実
施
［内容］
・教職経験年数に応じた「フレッシュ研修Ⅰ（初任者）」「ミドルリーダー研修Ⅰ（10年
次）」
　（参加者数　H27：260人、H28：273人、H29：298人、H30：307人）
・職員各自の教育課題の解決やスキル等の向上を目的とした希望研修である「ICT活用指導
力向上研修」
　（参加者数　H27：163人、H28：139人、H29：207人、H30：137人）

　上記の取組により、教員の授業におけるICTの活用について理解とスキルを深めることが
でき、また、文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」（平成30年3
月実施）において、ICT活用指導力に関して、「わりにできる」「ややできる」と回答した
本県の教員の割合も90.2％（全国3位）に向上した。

・「徳島県幼児教育振興アクションプランⅡ」の基本方針に掲げた「発達や学びの連続性」
　「保育者の資質及び専門性の向上」に関する内容について啓発する場を増やす等、取組の
充実を推進した。
・「徳島県幼児教育振興アクションプランⅡ」推進協議会を、継続して定期的に実施した。
・幼小中連携推進事業「学びのかけ橋」プロジェクトを中心に、県内で実施されている幼保
交流の取組を広報した。
・文部科学省の委託事業「幼児教育の推進体制構築事業」を活用し、県保育・幼児教育アド
バイザーによる幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所に訪問指導する研修体制を推進し
た。
　
　上記の取組により、目標達成はできなかったが、「徳島県幼児教育振興アクションプラン
Ⅱ」推進協議会や認定こども園の周知に関する研修会を実施したことで、幼児教育に関わる
者が同じ場で研修し、互いの保育・教育の理解促進につながった。今後も保・幼の理解促進
や連携に努めていく。

教育

576

575

工程（年度別事業計画）
番号 主要事業の概要・数値目標

実績値
（H27）

6



(６－２－２)

評価

☆ C

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● すべての学校・園に学力向上検討委員会を設置し、
学力向上推進員を中心に児童生徒の学力向上を図る
とともに、各学校の取組みを情報発信します。
＜教育＞

推進 →

全国
平均

正答率
以上

→

　○「全国学力・学習状況調査」における
　　県平均正答率
　　　㉙調査で対象となっている国語・
　　　　算数（数学）で全国平均正答率以上

- -
全国平均
正答率
以上

-

小学校国語
Ｂ算数Ｂ、
中学校数学
Ａで全国平
均を上回っ
た。

小学校国語
Ａ中学校数
学Ａで全国
平均を上
回った。
中学校国語
Ａ数学Ｂは
同率だっ
た。

小学校国語
Ａ算数Ａ・
Ｂ，中学校
国語Ａ数学
Ａ・Ｂで全
国平均を上
回った。

中学校国語
Ａ数学Ａ・
Ｂで全国平
均を上回っ
た。

△

● 子どもの読書活動推進計画に基づき、子どもの主体
的な読書活動を促すために、書評合戦（ビブリオバ
トル）を校種別に実施し、読書の喜びを体感させる
とともに、学校図書館と家庭・地域及び各市町立図
書館との連携、地域の図書館ボランティアの活用な
ど読書環境の整備強化を図ります。
＜教育＞

推進 → → →

　○一日１０分以上読書（新聞等を含む）をする
　　児童生徒の割合
　　　小５ ㉕８６．５％→㉚９０．０％
　　　中２ ㉕７９．８％→㉚８５．０％

87.0%
80.0%

88.0%
83.0%

89.0%
84.0%

90.0%
85.0%

小５
84.2％

中２
75.8％

小５
87.2％

中２
76.1％

小５
88.5％

中２
78.9％

小５
90.1％

中２
80.2％

△

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

　○幼小の教師間の合同会議や研修会を行う割合
　　　㉕８０．９%→㉚９２．０％

82.0% 84.0% 91.0% 92.0% 89.0% 87.2% 89.0% 96.0% ◎

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

推進 → → →

　○小・中学校の教師間で
　　合同の会議や研修会を行う割合
　　　㉕６３．０%→㉚９０．０％ 65.0% 73.0% 81.0% 90.0% 70.7% 76.5% 87.2% 97.6% ◎

数値目標
達成状況

教育

部局

１　読書の生活化プロジェクトⅤの実施
・読書の生活化プロジェクトⅤの新たな取組の推進
・本や新聞記事についての語り合い活動
・中学生、高校生による｢書評合戦（ビブリオバトル）｣県大会実施と小学生参戦への推進及
び各学校での書評合戦への取組支援
・｢家庭読書の日（毎月２３日）」、｢家庭読書推進週間（２３日の週）｣に家庭読書に関わる
情報を学校内・各家庭に広報した。
・｢特色ある取組｣の優秀実践校・園を表彰した。
・読書の生活化につながる調査の継続（読書時間、学校図書館の貸出冊数、特色ある取組
等）
・子どもの読書活動推進計画に基づき、子どもの主体的な読書活動のため、一層、学校・家
庭・地域が連携し、読書活動の重要性への理解とその魅力について発信し、県内全域で読書
習慣の定着を図る。

　上記の取組により、目標達成できなかったが、今後、校内だけでなく各家庭において友達
や家庭に｢すすめたい本｣のブックリスト作成や読み聞かせ活動、地域の図書館との連携など
を一層推進していく。

・県内2地域をモデル地域（阿南市・石井町）として、幼小連携事業を進めており、事業の
取組や成果を広報した。
・文部科学省の委託事業「幼児教育の推進体制構築事業」を活用し、県保育・幼児教育アド
バイザーが幼稚園等に訪問指導する研修体制を推進し、幼小連携の具体的な意義について啓
発した。
・小学校においては、研修会の中で「学びの連続性」を踏まえた新学習指導要領及び新教育
要領等の周知を図った。
　上記の取組により、幼小連携の重要性に対する関係者の理解が深まり、小１プロブレムの
解消や幼小の円滑な接続につながった。

１　小中一貫教育の指定校の拡大
　　・平成２６年度２地域→平成３０年度９地域
２　小中一貫教育推進会議での研究協議
　　・地域の実態・特性を生かしたつながりのある教育活動について
３　小中一貫教育実践地区交流研修会の実施
　　・平成３０年度は鳴門市・牟岐町・佐那河内村・那賀町で実施
４　あわ（OUR）教育発表会においての啓発
　　・平成３０年度は，鳴門市・佐那河内村が実践研究を発表

　上記の取組のとおり，合同の会議等を行う時間を確保して小中学校の教員が連携，教育活
動に取り組み、教育の質の向上に努めた。

１　学力向上推進員研修会を開催し、各幼・小・中・高・特別支援学校の担当に対し、学力
向上に関する実践的な取組や指導方法について説明等を実施
２　全国学力調査や県ステップアップテストの問題の考察等行う研修を実施
３　各校において学力向上検討委員会を開き、日々の授業改善に取り組み、学力向上実行プ
ランに基づきＰＤＣＡサイクルの確立に努めた。
４　学力向上実行プランを各学校のＨＰにアップし、取組状況等を情報発信した。
５　授業の手引「阿波っ子のみらい」を作成し、県全体へ活用促進を図った。
６　学力向上確認プリントの作成・配布を行い、各学校において、年に複数回のＰＤＣＡサ
イクルの推進を図った。
　

　上記の取組等により、目標達成はできなかったが、研修会の工夫・充実や、学力向上推進
員を中心とした各校においての様々な取組を充実させることにより、学力の一層の向上に努
める。

H27～H30の成果及び取組

委員意見

特記事項

教育

教育

実績値
（H28）

主要施策：２　充実した学びの推進

数値目標
の達成度

実績値
（H30）

主要事業の概要・数値目標
実績値

（H27）
番号

実績値
（H29）

581

580

教育

教育

部局

578

579

工程（年度別事業計画）
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(６－２－３)

評価

☆ C

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 児童生徒の実態把握をもとに、学校・家庭・地域が
連携した取組みを実施し、児童生徒の体力向上を図
ります。
また、「元気なあわっ子憲章」を制定し、子供たち
が健康について学び、自ら考え、実践できるよう、
学校・家庭・地域・専門機関等が連携して取り組み
ます。特に、子供たちの望ましい生活習慣の定着を
図るため、すべての小中高校で生活習慣改善計画を
策定し、実践に取り組むことにより、肥満予防・肥
満対策、生活習慣病予防対策を推進します。
さらに、地場産物を活用した学校給食の推進や、食
に関する指導の充実のために、栄養教諭の配置を拡
充し、徳島の産物や食文化への理解を深めるなど、
徳島ならではの魅力ある食育を推進します。
＜教育＞

　○「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
　　結果において全国平均以上の種目数（全
　　３４種目中）
　　　㉕９種目→㉚１７種目

11種目 13種目 15種目 17種目 14種目 12種目 11種目 10種目 △

　○「元気なあわっ子憲章」の制定（再掲）
　　　㉗制定

制定 - - - 制定 - - - ◎

　○肥満傾向の児童生徒数（小中学校）（再掲）
　　　㉕５，４３７人→㉚Ｈ２５年度比８％減

2%減 4%減 6%減 8%減 4.7%減 5.3%減 4.6%減 5.1%減 △

　○学校給食に地場産物を活用する割合（再掲）
　　　過去１０年間の平均３２．７％
　　　　→ ㉗～㉚３５％ 35% 35% 35% 35% 36.5% 43.2% 42.1％ 43.8% ◎

　○小中学校への栄養教諭の配置人数（再掲）
　　　㉕４９人→㉚６０人

52人 54人 57人 60人 52人 54人 57人 60人 ◎

　○栄養教諭・学校栄養職員による
　　食に関する授業を実施する学年の割合（再掲）
　　　㉕１１．１％→㉙５５．５％ 33.3% 44.4% 55.5% 55.5% 33.3% 44.4% 55.5% 55.5% ◎

推進 → → →

数値目標
の達成度

教育

部局

部局

H27～H30の成果及び取組

委員意見

特記事項

実績値
（H30）

教育

実績値
（H29）

主要施策：３　豊かな心と健やかな体の育成

実績値
（H28）

数値目標
達成状況

工程（年度別事業計画） 実績値
（H27）

番号 主要事業の概要・数値目標

・学校体育の充実
　全ての学校で「体力向上計画」を策定し各校の課題に応じた取組を推進するとともに、低
年齢期からの「体力アップ運動」の継続的な実施を図った。
　また、小学校の体育授業に専門性の高い大学教員や県内プロスポーツ団体を派遣し、運動
の苦手な児童に目を向けた授業を展開することにより、体力向上及び教員の指導力向上を
図った。

・運動習慣の確立
　ICTランキングシステムを活用して、運動習慣が確立できていない児童生徒も友達や家族
と手軽に継続して取り組むことができる種目を提供するほか、運動量の可視化（見える化）
を図り、子供が自分の運動習慣を知り、その改善ができるよう学校の体力向上の取組を支援
した。

・専門性の高い大学教員等を幼稚園、小・中学校のＰＴＡ・学校行事等に派遣し、運動好き
の園児、児童生徒の育成、望ましい生活習慣の形成、保護者への啓発及び教員の指導力向上
を図った。

・学校・家庭・地域が連携して、徳島県の子供たちの健康課題を改善することを目指す｢元気
なあわっ子憲章」をH27年度に制定

・｢元気なあわっ子応援事業｣として、その普及啓発とともに、家庭での生活・食事・運動習
慣等の見直しを図るため、小学生と保護者を対象として｢健康道場｣等を実施した。

・全ての学校で「生活習慣改善計画」を作成し、年間を通じてその取組を推進するととも
に、児童生徒が健康について自ら考え実践できるように、中高では「健康力アップ30日作
戦」、小学校では「体力アップ100日作戦」として、児童生徒が自ら目標を立て、生活習慣
改善に取り組んだ。

・PTAや教職員を対象とした運動習慣や生活習慣に関する講習会等に、医師や大学教授等の
専門的な指導者を派遣するほか、県医師会と連携し「肥満傾向児に対する二次検診」を実施
した。

・地域の食材を用いた「学校給食用レシピ＆調理技術マニュアル集」等を作成し、学校給食
の献立に利用するなど、安心安全な地場産物の活用を推進した。

・小中学校への栄養教諭の配置を推進した。
　（Ｈ27：52人、Ｈ28：54人、 Ｈ29：57人、Ｈ30：60人）

・平成28年度実施の採用審査から栄養教諭の新規採用を開始した。
　（H28実施：３人、H29実施：３人、H30実施：３人）

・小中学校への栄養教諭の配置人数を確保するために、採用志願者増に向け、大学等関係機
関へ働きかけ等を行った。（H28、Ｈ２９、H30実施）

・特別選考を実施し、栄養教諭の任用を推進した。
　（H27実施：８人、H28実施：２人、H29実施：４人、H30実施：2人）

・望ましい食習慣の形成や、郷土の食文化に対する理解を深めるため、栄養教諭・学校栄養
職員が、担当市町村内において、小学校で3つの学年、中学校で2つの学年において、担任教
諭等とともに「食に関する授業」を実施した。

　上記の取組により、H30年度の｢全国体力・運動能力等調査｣では、体力合計得点が、小学
校男女、中学校男女ともに　前年度を上回り、小学校男女、中学校女子で過去最高値となる
など、全国平均との差は縮まっており、本県の児童生徒の体力・運動能力は改善傾向にあ
る。
　また、子供たちが自ら望ましい生活習慣について考え、行動する意識が高まり、学校・家
庭・地域が連携して、継続的に健康課題の解決を目指す気運が醸成された。小中学生におけ
る、肥満傾向児童のうち、肥満度50％以上の高度肥満については減少傾向にある。
　また、給食における地場産物の活用や、子供たちの食に関する理解が深まった。

582

8



(６－２－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 牟岐少年自然の家を活用し、地域住民の参画を得
て、地域の自然や文化活動を活かした自然体験、交
流体験、食育等を推進します。
＜教育＞

推進 → → →

　○牟岐少年自然の家を拠点とし、地元住民
　　との交流を含む自然体験・交流体験等へ
　　の参加者数
　　　㉕１００人→ ㉚９００人

250人 300人 800人 900人 962人 801人 875人 929人 ◎

● 道徳教育の充実に引き続き取り組むとともに、家族
と一緒に話し合うなど家庭や地域と連携して道徳教
育を推進します。
＜教育＞

推進 → → →

　○道徳の時間の授業参観を実施している学校の
　　割合
　　　小㉕９３．０％→㉚１００．０％
　　　中㉕８３．５％→㉚９０．０％

94.0%
84.0%

96.0%
86.0%

98.0%
88.0%

100%
90.0%

小　96%
中　84%

小 100％
中　96％

小95%
中81%

小97.0%
中89.0%

△

● ＩＣＴを活用した「手軽にできる運動」のランキン
グ判定システムを運用し、楽しみながら、児童生徒
の運動習慣の確立を図ります。
＜教育＞

推進 → → →

　○小・中学生の「ランキング判定システム」
　　の参加グループ数
　　　㉕８０５グループ→㉚３，０００グループ

1,500
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

2,000
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

2,500
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

3,000
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

2,620
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

3,343
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

3,782
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

3,835
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

◎

部局

教育

教育

教育

番号 主要事業の概要・数値目標

584

工程（年度別事業計画）

585

583

・第三者運営委員会、運営協議会
  (H27:3回、H28:3回、H29:2回、H30:３回)
・事業のうち、地域住民の参画を得て行われた主催事業
（めっちゃ夏遊び！、もうすぐお正月等）を実施

　上記の取組等により、地域住民の参画を得て、地域の自然を活かした体験活動や交流体験
など、幅広い活動を取り入れ、青少年の健全な育成に資することができた。

　道徳教育は，学校・家庭・地域社会が共通理解をもって推進していくことが大切であるこ
とや，道徳授業を公開し道徳教育の充実を図ることが重要であることを，機会を捉え発信を
した。
・小・中学校校長会
・学校計画訪問
・道徳教育研修会　　など

　上記の取組により，目標は達成できなかったが，小学校は９０％台後半，中学校8０％台
後半と比較的高い数字を示しており，目標まであとわずかとなっている。
　今後，研修会の充実や伝達方法の工夫改善を行うなど，教委や学校へ働きかけを行い，学
校・家庭との連携を推進していく。

　子供たちが、縄跳びやボールを使って気軽に取り組める運動種目を設定し，パソコンを
使って、学校や家族でランキングを確認しながら，繰り返し記録に挑戦できる運動プログラ
ムを提供した。
　提供した運動ブログラムによる｢キッズわんぱくランキング大会｣を毎年開催し、取組が顕
著な団体や学校を表彰することで、スポーツに親しむ気運を高めた。

　以上の取組等により、H30年度「全国体力・運動能力，運動習慣等調査」の結果、本県の
児童生徒は、｢運動やスポーツが好き｣｢体育の授業は楽しい｣とする割合が全国平均よりも高
く、運動やスポーツに対する良好な意識が見られ、体力・運動能力も，改善傾向にある。

実績値
（H30）

実績値
（H28）

実績値
（H27）

H27～H30の成果及び取組
数値目標
の達成度

実績値
（H29）

9



(６－２－４)

評価

☆ C

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 「地域の教育・文化の創造拠点」として、全国そし
て世界を目指す学校独自に企画した徳島ならではの
取組みや研究活動を展開することにより、特色ある
教育活動のレベルアップとグローバル人材の育成を
図ります。
＜教育＞

推進 → → →

　○「スーパーオンリーワンハイスクール事業」
　　実施校のうち、各分野の全国大会に出場した
　　取組み
　　　㉕４事例→㉗～㉚年間４事例

4事例 4事例 4事例 4事例 3事例 5事例 ６事例 4事例 ○

● 公立学校に「コミュニティ・スクール※」を導入す
るために、県内外の好事例を発信し、地域に開かれ
た学校づくりを進めます。
＜教育＞

推進 → → →

　○「コミュニティ・スクール」モデル校数
　　（累計）
　　　㉕２１校→㉚３３校 24校 27校 30校 33校 22校 25校 25校 28校 △

● 子供たちが、放課後や土曜日、休日等における多様
な学習や体験活動及び地域住民との交流活動等を行
う豊かな環境づくりを推進します。
＜教育＞

推進 → → →

　○放課後や週末等における教育・体験活動の
　　実施率
　　　㉕３５％→㉚９０％ 45% 60% 75% 90% 47% 70% 81% 91% ◎

数値目標
の達成度

教育

教育

H27～H30の成果及び取組

委員意見

特記事項

実績値
（H29）

実績値
（H30）

教育

教育

部局

平成２７年度
　全国に発信できる徳島ならではの取組を行う｢全国展開枠｣実施校４校と、
   その４校の中から、世界に通用するグローバル人材の育成を目指した活動を
   積極的に行う｢グローバル展開枠｣実施校１校を選定
平成２８年度実施校
　次年度、上位ステージへの応募を目指す｢チャレンジ｣ステージ実施２校、
  全国に発信できる徳島ならではの取組を行う｢スタンダード｣ステージ実施３校、
  全国のみならず世界を目指し、世界に通用するグローバル人材の育成を目指した
  活動を積極的に行う｢グローバル｣ステージ実施１校を選定
平成２９年度実施校
　｢チャレンジ｣ステージ実施２校、｢スタンダード｣ステージ実施２校、
   ｢グローバル｣ステージ実施２校を選定
平成３０年度実施校
　｢チャレンジ｣ステージ実施２校、｢スタンダード｣ステージ実施２校、
   ｢グローバル｣ステージ実施２校を選定

　上記の取組等により、特色ある教育活動のレベルアップとグローバル人材の育成が図られ
た。

１　「コミュニティ・スクール」指定校として，H28年度新規につるぎ町立貞光中学校を，
またH29年度につるぎ町立貞光小学校を指定，H30年度に海陽町立宍喰小学校，宍喰中学
校を指定。
２　首長部局等との協働による「新たな学校モデルの構築事業」及び「チーム学校の実現に
向けた業務改善等の推進事業」として，東みよし町６校を継続指定
３　H29年度「地域と共にある学校づくりフォーラム徳島会場」において，県内外の好事例
を発信。地域に開かれた学校づくりを推進した。

　上記の取組により，目標達成はできなかったが，導入校においては，保護者や地域住民と
目指す子ども像を共有することで，協議が活発になり，「地域とともにある学校」という意
識が定着し，風通しの良い学校運営が図られている。
　今後は，このような具体的な成果を発信するとともに，校長会や市町村教育委員会訪問等
において，コミュニティ・スクールの意義や有用性，導入に向けての具体的な手順等につい
て理解を図っていく。

・放課後等における子供の活動場所づくりを促進するため、市町村教育委員会訪問時や研修
会等において、子供の学習・体験活動の実施を働きかけた。

・H27の放課後や週末等における教育・体験活動の小学校区における実施率
（87/182=47%）
・H28実施率（125/178=70.2%）
・H29実施率（140/171=81.8%）
・H30実施率（152/166=91.5％）

　上記の取組等により、放課後の子供の安全・安心な活動拠点づくりを行う「放課後子供教
室」等において、地域の人々の参画を得ながら学習やスポーツ、地域の自然や歴史、文化等
の体験活動の機会を提供できた。

部局
実績値

（H27）
実績値

（H28）

主要施策：４　地域に開かれた学校づくり
数値目標
達成状況

587

番号 主要事業の概要・数値目標

588

586

工程（年度別事業計画）
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(６－２－４)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 地域の小・中学校区で、読み聞かせや昔遊びなどの
教育支援活動、登下校の見守り、学校施設の環境整
備などを行う団体を、｢学校サポーターズクラブ｣と
して認証し、学校支援の体制づくりを推進します。
＜教育＞

推進 → → →

　○学校サポーターズクラブの登録数
　　　㉕５２団体→㉚９３団体

69団体 76団体 83団体 93団体 74団体 79団体 89団体 93団体 ◎

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

推進 → → →

　○学校関係者評価の実施率
　　（幼稚園、小・中・高校、特別支援学校）
　　　㉕１００％→㉗～㉚１００% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12月判明 ◎

　平成２７年度から平成３０年度において、学校関係者評価の実施状況調査を実施し、各学
校の取組を支援する体制作りを進めた。

　上記の取組等により、地域に開かれた信頼される学校作りを推進することができた。

実績値
（H29）

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30の成果及び取組 部局

・未認証の学校に積極的に連絡し、団体の申請を依頼
　(サポーターズクラブ登録数 H27･74団体 H28･79団体　H29･89団体　H30･93団
体）

・学校支援に取り組む地域団体等に認証書とサポーターズクラブフラッグの授与を行った。

　上記の取組等により、地域の住民団体等の連携による、継続的で一体的な学校支援活動の
推進につながった。 教育

実績値
（H28）

教育

589

590

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）
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(６－２－５)

評価

☆ C

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 学校施設を「よく・ながく」使い続けるために、計
画的に長寿命化対策や耐震改修、エコ改修等を推進
します。
＜教育＞ 推進 → → →

　○県立高等学校施設耐震化率（再掲）
　　　㉕８４％→㉗１００％

100% - - - 95.9% 96.2% 96.2% 100% ○

　○市町村立小・中学校施設耐震化率（再掲）
　　　㉕９７％→㉗１００％

100% - - - 99.1% 99.2% 99.4%
公表時期

未定
△

　○エコスクール化県立学校数（再掲）
　　　㉕２９校→㉚４５校（全校）

38校 40校 42校 45校 40校 40校 42校 42校 ○

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

推進 → → →

　○学校安全ボランティア数
　　　㉕１２，６６１人→㉗～㉚１２，０００人 12,000

人
12,000

人
12,000

人
12,000

人
14,756

人
14,352

人
14,473

人
13,904

人
◎

　○児童生徒の交通事故発生件数
　　　㉕３４９件→㉗～㉚年間３００件以下 300件

以下
300件
以下

300件
以下

300件
以下

263件 216件 204件 209件 ◎

　○地域と学校が連携した防災活動の実施率
　　　㉕１００％→㉗～㉚１００％

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ◎

593

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

推進 → → → 警察

実績値
（H29）

○【県立高等学校施設耐震化率】
　・平成27年度　耐震診断改修実施　７校
　・平成28年度　耐震診断改修実施　１校
　・平成29年度　耐震診断改修実施　１校
　・平成30年度　耐震診断改修実施　１校
○【市町村立小中学校施設耐震化率】
　・平成27年度　耐震診断改修実施　６市町村
　・平成28年度　耐震診断改修実施　２市町村
　・平成29年度　耐震診断改修実施　２市町村
○【エコスクール】
【取組内容】　　　　　　　(H27) (H28) (H29) (H30)
・太陽光発電装置の設置　　 ４校　10校　２校　１校
・LED太陽光照明灯の設置　７校　　　　  １校　４校
・内装木質化、木造化　　 　１校        　　４校　３校
　
　上記の取組等により、学校施設を「よく・ながく」使い続けられるように、耐震改修やエ
コ改修等が進んだ。

１　学校安全の取組
・登下校中の子供たちの安全を確保するため，家庭や地域と連携を図り，通学路の点検や、
安全マップの作成のほか、全ての小学校区において，学校安全ボランティア（スクールガー
ド）等による見守り活動が行われた。
・「地域学校安全指導員（スクールガードリーダー）連絡協議会」を開催し，県内の不審者
情報の共有や子どもを犯罪から守る対策等，警察や関係機関との連携を図った。さらに，安
全マップの活用や子ども110番の家の周知徹底，不審者情報の連絡体制の整備等について指
導し，学校安全体制の整備を行った。
・各学校において、交通安全教室等を実施し，交通ルール遵守や自転車安全利用等について
交通安全教育に取り組むとともに，教職員等による交通危険個所や交差点等での街頭指導を
行った。

２　学校防災の取組
・学校防災研修会を年２回開催し，地域と連携した防災活動について事例を交え解説・指導
を行い，各学校での実施を促進した。
　また，「防災クラブ」を中心に地域の防災活動に積極的に参画した。

　以上の取組により、重大事案の発生の予防が図られたほか、県内での児童生徒の交通事故
発生件数は減少傾向にある。
　また、地域と連携した学校防災体制の充実が図られた。

１　子ども110番の家会員や自主防犯活動用自動
　車のボランティア団体員に対して安心メールで不審者情報や地域安全情報を提供
　　（H27:114回、H28:70回、H29:75回、H30:72回）
２　自主防犯活動用自動車のボランティア団体員等に対する防犯講習の実施
　　（H27:21回、H28:29回、H29:26回、H30:25回）
３　子ども110番の家会員や自主防犯活動用自動車のボランティア団体員と協働した
　見守り活動や学校における防犯講習の実施
　　（H27:205回、H28:187回、H29:202回、H30:251回）

〈成果〉
　以上のような取組により、子ども見守り活動の強化を図り、通学路等における児童・生徒
の安全対策が進んだ。

委員意見

特記事項

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

教育

部局

教育・警察

H27～H30の成果及び取組

教育

部局

実績値
（H28）

数値目標
達成状況

592

主要施策：５　安全・安心な学校づくり

実績値
（H27）

591

番号
工程（年度別事業計画）

主要事業の概要・数値目標
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　 　 (６－３－１)

 

評価

☆☆☆ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 農工商教育の活性化を図るため、平成２７年３月に
策定した「徳島県農工商教育活性化方針」に基づ
き、高校における農工商教育の活性化に取り組むと
ともに、農工商が連携し、徳島ならではの地域資源
を十分に生かした６次産業化に対応した教育を推進
します。
＜教育＞

推進 → → →

　○６次産業化商品のプロデュース数（累計）
　　　㉕－→㉚１０件

1件 4件 7件 10件 3件 5件 7件 10件 ◎

● 徳島大学「生物資源産業学部」や、農業系のコース
を持つ専門高校、農業大学校、アグリビジネスス
クールとの連携を強化し、６次産業化を担う人材を
育成します。（再掲）
＜政策・農林＞

→ 創設 推進 →

　○「生物資源産業学部」の創設
　　　㉘創設

- 創設 - -
設置
認可

創設 - - ◎

政策
農林

部局

教育

政策・農林・教育

H27～H30の成果及び取組 部局

１　「徳島大学生物資源産業学部」設置認可(H27)
２　「生物資源産業学部新設キックオフシンポジウム」の開催(徳島大学との共催)(H27)
３　県と徳島大学が「徳島県農林水産業の成長産業化及び関連産業の振興に関する協定」を
締結(Ｈ27)
４　「生物資源産業学部」による県内５高校への出前講座の実施(H27)
５　「生物資源産業学部」を創設(H28)
６　県，徳島大学，タキイ種苗(株)及びＴファームいしい(株)で「産学官連携による次世代型
農業研究実証事業の実施に関する協定」を締結(H28)
７　県、徳島大学及び阿南工業高等専門学校で「徳島県水産業の成長産業化及び関連産業の
振興に関する協定」を締結(H28)
８　県，徳島大学，鳴門教育大学，徳島県建築士会及び徳島森林づくり推進機構との「徳島
県林業の成長産業化及び関連産業の振興に関する協定」を締結(H28)
９　県，徳島大学，石井町，みのる産業(株)及びみのるファーム(株)との「産学官連携による
徳島県農業の成長産業化及び関連産業の振興に関する協定」を締(H29）
10　「徳島アグリサイエンスゾーン推進委員会人材育成プロジェクトチーム」を発足(H29)
11  県にオープンラボ機能を備えた「六次産業化研究施設」を整備(H29)
12  気候変動に対応した果樹栽培研究施設を整備(H30)
13  県、徳島大学、阿南工業高等専門学校、徳島文理大学、四国大学で「徳島県水産業の成
長産業化及び関連産業の振興に関する協定」を拡充し締結(H30)

　上記の協定の締結等により、産官学のそれぞれの強みを生かして、連携した取組が進み、
６次産業化を担う人材の育成と、地域産業の活性化につながった。

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

実績値
（H30）

委員意見

特記事項

数値目標
の達成度

実績値
（H29）

　学校間連携(協働)による生産・加工・商品開発・販売への実践的な取組を実施
・【県央】テーマ「阿波藍」
　　城西高校（農業）、徳島科学技術高校（工業）、徳島商業高校（商業）
・【県南】テーマ「ゆこう」
　　小松島西高校勝浦校・新野高校（農業）、阿南工業高校（工業）、富岡東高校（商業）
・【県西】テーマ「アロマオイル」
　　池田高校三好校（農業）・辻校（商業）、つるぎ高校（工業・商業）

１　あわ（OUR）教育研究発表会（H27、H28）
２　成果報告会（H27、H28、H29、H30）
３　プロデュース商品（10件）
　　・食べる「藍」和菓子、餃子、洋菓子
　　・藍染（阿波和紙）行灯
　　・ゆこうケーキ、ゆこうマーマレード、ゆこうどら焼き
　　・アロマキャンドル
　　・アロマオイルの香る写真立て（未利用木材活用）
　　・アロマ石けん
４　生産における改善成果物等
　　・藍刈り取り機、すくも温度管理システム
　　・ゆこう収穫ばさみ、搾り器
　　・収穫ばさみ、アロマオイル抽出機
５　販売・市場調査
　　・東京オリ・パラ1000日前イベントでの販売
　　・スタジアム学園祭での販売
　　・東京交通会館での販売

　平成27年度から全国に先駆けて実施してきた上記の学校間連携による取組等により、地域
資源を活用し、学科の枠を超えた生徒協働による６次産業化に対応した教育を進めることが
できた。

基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現

６-３ 徳島の強みを活かす教育の展開

番号

594

595

工程（年度別事業計画）
主要事業の概要・数値目標

主要施策：１　「６次産業化教育プログラム」の
　　　　　　　充実

実績値
（H27）

13



(６－３－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 農工商連携による生産・加工・販売が一体化した６
次産業化に対応した教育を行うとともに、高等教育
機関等との接続も視野に入れた専門学科を設置し、
地域活性化を担う即戦力を育成します。（再掲）
＜教育＞

準備 → 設置 推進

   ○県立高校「６次産業化専門学科」の設置
　　　㉙設置

- - 設置 - 準備 準備 設置 - ◎

● 豊かな森林資源の未来を創造し、次代の循環型成長
産業を担う人材を育成するため、地域資源に恵まれ
た地域において、林業に関する新たな教育を展開し
ます。（再掲）
＜教育＞

推進 → → →

　○県立高校卒業者のうち、林業関連従事者数
　　（累計）
　　　㉕－→㉚１５人 3人 6人 10人 15人 5人 9人 11人 22人 ◎

　○県立高校「林業関係学科」の設置
　　　㉘設置

- 設置 - - 準備 設置 - - ◎

● 産業技術の進展や企業が求める人材の育成を図るた
め、産業界や大学と連携し、専門教育の充実に取り
組むとともに、高校生の活動を広く県民にアピール
します。
＜教育＞

推進 → → →

　○高校生産業教育展における来場者数
　　　㉕１，０００人→㉚１，９００人

1,200人 1,300人 1,800人 1,900人 1,700人 1,850人 1,850人 1,910人 ◎

教育

教育

H27～H30の成果及び取組

教育

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H29）

１　６次産業化専門学科である「アグリビジネス科」を、平成29年４月に、徳島県立城西高
等学校へ新設した。
２　平成29年度にはＬＥＤ植物工場を備えた生産・加工・販売の一連の流れを実践的に取り
組むためのアグリビジネス実習棟を整備した。
３　平成30年度には、アグリビジネス実習棟を活用し、高付加価値のある商品開発から販売
実習まで、実践的な教育を展開した。

　上記の取組等により、従来の学科の枠を超えた６次産業化に対応した農工商融合による専
門教育を行う環境が創出され、地方創生につながる６次産業化を総合的にプロデュースでき
る人材の育成が図られた。

○池田高校三好校における取組
１　林業インターンシップ
　（H27:７日、H28:６日、H29:７日、H30:７日）
２　西部総合県民局の出前授業を活用した資格取得講習会等の実施
　（H27:５日、H28:５日、H29:５日、H30:５日）

○那賀高校における取組
１　平成２８年度に「森林クリエイト科」を設置し、南部総合県民局・山武者（若手林業従
事者会）と連携した林業実習に取り組むとともに、地域小中学校への啓発学習や県内外への
広報活動を行った。
２　「森林クリエイト科」初めての卒業生（H31.3月）のうち９人が林業関連産業に就職が
決定した。

　上記の取組等により、林業関連従事者数22人（累計）を輩出し、次代の循環型成長産業で
ある林業を担う人材の育成を図ることができた。

1.平成２７年度高校生産業教育展
   平成２７年１１月2１日（土）場所：ときわプラザ（アスティー徳島２階）
2.平成２８年度高校生産業教育展
   平成２８年１１月2３日（水）
   場所：シビックセンター４階ホール，そごう徳島６階大催事場
3.平成２９年度高校生産業教育展
   平成２９年１１月2３日（木）
   場所：ホテルグランドパレス徳島，そごう徳島６階大催事場
4.平成３０年度高校生産業教育展
   平成３０年１１月１０日（土）場所：イオンモール徳島

　上記の取組等により，専門教育の充実に取り組むとともに，高校生の活動を広く県民にア
ピールできた。

実績値
（H30）

実績値
（H28）

597

598

工程（年度別事業計画）

596

主要事業の概要・数値目標
実績値

（H27）
番号

14



(６－３－２)

評価

☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 障がいのある子供とない子供が、共に学ぶインク
ルーシブ教育システムの構築に向け、多様な学びの
場の充実や、特別支援学校のセンター的機能の充実
と専門性向上を図るため、専門家と連携するなど、
県下全域におけるきめ細かな特別支援教育の充実を
図ります。
＜教育＞

推進 → → →

　○「発達障がい教育・自立促進アドバイザー
　　チーム」と連携した実践研究の事例数
　　（累計）
　　　㉕－→㉚８０件

- 20件 50件 80件 27件 50件 74件 87件 ◎

● 教員が幼児・児童生徒一人一人の教育的ニーズに応
じた適切な指導や必要な支援ができるように、研修
内容の充実を図り、専門性の向上に取り組みます。
＜教育＞

推進 → → →

　○特別支援教育に関するe-ラーニング研修
　　システムへの年間延べアクセス数
　　　㉕－→㉚６，０００件 -

1,000
件

1,200
件

6,000
件

作問
公開準備

2,103
件

6,271
件

7,173
件

◎

教育

部局

H27～H30の成果及び取組

委員意見

特記事項

教育

599

600

番号

教育

実績値
（H28）

実績値
（H30）

主要事業の概要・数値目標
数値目標
の達成度

数値目標
達成状況

実績値
（H29）

部局

　幼児・児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた支援ができる専門性を高めるために、特
別支援教育に関するe-ラーニング研修システムを開発した。
　ｅｰラーニング問題については、特別支援教育の専門性の高い教員による問題作成委員会が
68領域833問の問題を作成し、徳島県教育情報ネットワークｅｰラーニングシステムに公開
した。その問題を教員研修の事前課題として設定し、研修に必要な知識を事前に学習してお
くようにしたり、研修後の事後課題として設定し、研修内容の振り返りができるようにした
りするなど、効果的な研修が実施できた。
　また、校内研修での活用や教員の専門性向上に生かせるように広く広報することで、ｅｰ
ラーニングシステムへのアクセスも多くなった。

　このような取組を通して、特別支援教育に関する知識が高まり、教員の専門性の向上に繋
がった。

【取組】
1.「多様な学びの場の充実」
・発達障がいの可能性のある幼児児童生徒を含めた集団指導における指導教材と指導マニュ
アルの活用と開発（H27:クラスワイドの取組、H28:スクールワイドの取組、H29～30:実
践事例の蓄積と拡充）
・総合教育センターホームページに、スクールワイドの取組に関する指導教材や指導マニュ
アル、開発した学習教材を公開
2.「特別支援学校のセンター的機能の充実」
・総合教育センターホームページに、学校コンサルテーションの各実践事例を公開
・様々な事例への対応力を高める校内担当リーダーを育成
3「専門性の向上」
・専門家と連携した自律型学習教材の開発（H27年度～30年度問題作成数累計3644問）
・自律型学習教材を作成できる教員の育成（H29～:小学校3校、中学校1校、支援学校１
校）
・教職員の専門性向上を目指した学校コンサルテーションの実施

【成果】
　上記の取組等により、発達障がい教育・アドバイザーチームと連携し発達障がいの可能性
のある幼児児童生徒を含めた集団指導の取組を拡充した。取組について総合教育センター
ホームページに公開し、県内外に発信した。発達障がい教育・自立促進アドバイザーチーム
と連携した実践研究の事例数も87件となり、特別支援教育の充実を図ることができた。

実績値
（H27）

主要施策：２　特別支援教育の推進

工程（年度別事業計画）

15



(６－３－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 企業の障がい者雇用への理解を推進するとともに、
生徒の就労意欲や技能向上を図るなど、特別支援学
校生徒の自立のための取組みを強化します。
＜教育＞

推進 → → →

　○県立特別支援学校高等部卒業生のうち、
　　就職を希望する生徒の就職率
　　　㉕９７％→㉗～㉚1００％ 100% 100% 100% 100% 96.6% 100% 100% 100% ○

● 併置する２つの学校としてスタートした徳島視覚支
援学校、徳島聴覚支援学校において、両校教員の連
携による幼児・児童生徒一人一人のニーズに応じた
特別支援教育を展開します。
＜教育＞

推進 → → →

　○徳島視覚支援学校・徳島聴覚支援学校両校
　　教員の連携・協働による、地域の学校等へ
　　の相談支援回数
　　　㉕連携準備→㉚４００回

350回 400回 400回 400回 360回 323回 322回 304回 △

● 高等学校において、発達障がい等のある生徒の支援
充実を図るため、新たに将来の社会的自立に向けた
新たな学習内容を取り入れた教育（自立活動）を推
進します。
＜教育＞

推進 → → →

　○「自立活動」の内容を取り入れた
　　学習活動実施校数
　　　㉕－→㉚１０校 1校 3校 5校 10校 1校 3校 5校 11校 ◎

番号

教育

教育

工程（年度別事業計画） 実績値
（H27）

数値目標
の達成度

603

602

部局

教育

601

主要事業の概要・数値目標

・H27は､高等学校１校で自立活動を取り入れたモデル事業を実施
・H28は､上記モデル校のほか特別支援教育支援員配置校２校の計３校で実施
・H29は､28年度の３校に加え「通級による指導」実施予定校１校､ほか１校の５校で実施
・H30は､「通級による指導」実施校１校のほか､特別支援教育支援員配置校をはじめ１０校
で実施。

　この取組により、高等学校において、自立活動を取り入れた教育への関心が高まるととも
に、取組の拡大が見られ、生徒の将来の自立に向けた支援につながった。

＜今後＞
　高等学校における「通級による指導」や特別支援教育支援員配置校での取り組みについて､
教材や研究成果等の広報を引き続き行う。

・徳島視覚支援学校、徳島聴覚支援学校において、両校教員の連携による幼児・児童生徒一
人ひとりのニーズに応じた特別支援教育を展開するため、それぞれの学校での来校、出張相
談事例において、視覚・聴覚両方の問題が見られた場合に、互いに情報交換や助言を行うな
ど、より個別のニーズに応じた教育相談の実現を図った。

・児童生徒数の減少に伴い、視覚及び聴覚障がいの特別支援学級在籍者数も減少し、相談件
数は全体的に減少傾向であるが、発達障がいの可能性のある児童生徒の見え方、聞こえ方へ
の相談は増加傾向である。
　教員研修や巡回相談活動を通して、見え方や聞こえ方の問題に気づくポイント等について
教員の理解を促す取組を行った結果、通常の学級に在籍する発達障がいの可能性のある児童
生徒の見え方、聞こえ方の両面から幅広く支援することの理解が進んだ。

　特別支援学級（弱視、難聴）児童生徒数の推移　H27：３８人　→　H30：２７人

「企業の理解推進」
・ゆめチャレンジフェスティバルの開催
　（H27:2回実施、H28:2回実施、H29:3回実施、H30:3回実施）
・ジョブサポーター配置による職場開拓（H27:3名、H28:3名、H29:2名、H30:1名）
　就業体験協力の了解事業所
　　H27:285事業所、H28:262事業所、H29:136事業所、H30:110事業所
・障がいに対する理解推進を図る企業対象セミナー実施
　（H29:参加者40団体95名、H30:参加者64団体185名）

「生徒の就労意欲や技能向上」
・とくしま特別支援学校技能検定の実施
　のべ受検者数
　　H27:423名、H28:452名（4分野合計）、
　　H29:512名(5分野合計:H29新分野流通を追加)、H30:574名(5分野合計)
・H28 企業及び業界団体との徳島県立特別支援学校の生徒等の就労支援活動に関する協定
の締結
　（徳島ビルメンテナンス協会及び徳島ビルメンテナンス協同組合、
　　（株）キョーエイ、徳島県老人福祉施設協議会）
・協定を生かした就業体験の実施
　（H28:ビルメン3校13名、H29:ビルメン5校21名、キョーエイ6校14名、
　　H30:ビルメン４校21名、キョーエイ6校18名、老施協４校5名 ）

・県庁における就業体験
　（H27年12月実施、H28年11月実施、H29年11月実施、H30年11月実施）

　これらの取組により、障がい者雇用に関する企業等への理解が進み、特別支援学校高等部
を卒業する生徒のうち、就職を希望する生徒の就職率が高まるなど、自立に向けた取組の成
果が見られた。

H27～H30の成果及び取組
実績値

（H30）
実績値

（H28）
実績値

（H29）
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(６－３－３)

評価

☆☆☆ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 発達障がい者（児）を支援する施設を集約した「全
国に先駆けた」総合的な支援体制（ゾーン）の充実
を図るとともに、県西部に新たな拠点を整備し、県
下全域で発達障がい者（児）とその家族が抱える
「不安の軽減」及び発達障がい者の「自立と社会参
加」の促進のため、医療・福祉・教育・就労の各関
係機関が連携しきめ細やかな発達障がい者（児）の
支援を推進します。
＜保健・商工＞

推進 → → →

　○「発達障がい者総合支援センター」の
　　就労支援件数
　　　㉕９６８件→㉚１，５００件 1,200件 1,300件 1,400件 1,500件 1,237件 1,478件 1,839件 2,057件 ◎

　○「発達障がい者総合支援センター」の
　　相談件数
　　　㉕２，４６９件→㉚３，５００件 2,900件 3,100件 3,300件 3,500件 2,962件 3,265件 4,004件 4,241件 ◎

　○発達障がい児支援専門員養成数
　　　㉕－→㉚年間２５人

15人 15人 25人 25人 15人 26人 24人 27人 ◎

   ○「発達障がい者総合支援プラン」の策定
　　　㉗策定

策定 - - - 策定 - - 改定 ◎

　○「発達障がい者総合支援センターアイリス
　　（美馬市）」の開設
　　　㉗開設 開設 - - - 開設 - - - ◎

　○「アイリス」と「西部テクノスクール」が
　　連携した職業訓練の実施
　　　㉗実施 実施 - - - 実施 - - - ◎

実績値
（H30）

特記事項

H27～H30の成果及び取組

委員意見

実績値
（H29）

【保健】
１．発達障がい者支援の専門機関（発達障がい者総合支援センター）として、関係機関と連
携を強化し、各ライフステージに応じた支援や相談の充実を図った。
　・相談支援（移動相談・医療相談等）
　・発達支援（ペアレント・トレーニング事業、ペアレント・メンターによる
　　子育てサポート推進事業等）
　・就労支援（就労移行サポート事業等）
２．福祉・教育・医療・就労等関係機関からの要望に応え専門的な助言支援を行うととも
に、支援者・一般向けの研修会を開催し、地域支援の充実と理解の促進を図った。
　・発達障がい児支援専門員養成事業
　　専門員認定者　H27:15人　H28:26人　H29:24人 　H30:27人
　　基礎講座修了者　H27:29人　H28:30人　H29:38人　H30:39人
　　応用講座修了者　H27:15人　H28:26人　H29:24人　H30:27人
　　フォローアップ講座受講者　H28:9人　H29:16人　H30:11人
　・発達障がい支援従事者研修会　H27:143人　H28:94人　H29:49人　H30:93人
３．「発達障がい者総合支援プラン」
　　平成28年3月策定　平成31年3月改定
４．発達障がい者総合支援センター[アイリス]
　　平成27年5月1日開設

【商工】
○「アイリス」と「西部テクノスクール」が連携し、木工、車体整備などの作業経験を積む
ことで就労へのステップアップにつながった。
＜H27～H30取組＞
　○アイリスと「西部テクノスクール」が連携した職業訓練の実施
　　・H27･1名（スマホ立て製作や洗車作業などの職業訓練を実施）
　　・H28･3名（写真立て製作や電線の仕分け作業などの職業訓練を実施）
　　・H29･1名（スマホ立て製作や水栓の取り付け作業などの職業訓練を実施）
  　・H30･2名（建築模型での、建前体験や作業台製作などの職業訓練を実施）

　上記の取組等により、ライフステージに応じた相談支援体制が充実するとともに、地域の
支援者の人材育成や関係機関との連携が深まることで、発達障がい者及びその家族への支援
を総合的、計画的に進めることができた。

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）

604

保健・商工

部局

保健
商工

部局
数値目標
の達成度

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

主要施策：３　発達障がい者(児)への支援
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基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現 　 　 (６－４－１)

 
６-４ 地域がにぎわう文化・スポーツ教育の推進

評価

☆☆☆ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 文化芸術教育の拠点となる「文化芸術リーディング
ハイスクール」を指定し、芸術を学ぶ生徒の技術力
と教員の指導力を向上させ、地域の文化芸術を担う
人材を育成します。
また、高校生による地域活性化を図るため、文化芸
術やスポーツ、食育等による地域と連携した取組み
を推進します。
＜教育＞

指定・
推進

→ → →

　○「文化芸術リーディングハイスクール」の
　　指定
　　　㉗ 指定 指定 - - - 指定 - - - ◎

　○高校生による地域連携事業に参加した
　　地域住民等の満足度〈アンケート調査〉
　　　㉕－→㉚９５％ 70% 75% 92% 95% 89% 96% 94.5% 97.8% ◎

● 次代の「あわ文化」を担う人材を育むため、徳島県
中学校文化連盟と連携して、学校や市町村の枠を越
えた文化芸術の発表の場である「徳島県中学校総合
文化祭」を充実し、中学生の文化芸術力を高めると
ともに、全国へ向けて発信します。
＜教育＞

創設・
実施

推進 → →

　○「徳島県中学校総合文化祭」の創設
　　　㉗創設・実施 創設・

実施
- - -

創設・
実施

- - - ◎

教育

部局

教育

部局

１　プロの芸術家や第一線で活躍する指導者を招聘し継続的なスキルアップ講座を開講
　・名西高校スキルアップ講習の回数
　　H２８年度　２９回（音楽１１回・美術８回・書道１０回）
　　H２９年度　２１回（音楽７回・美術６回・書道８回）
　　H３０年度　３１回（音楽９回・美術１１回・書道１１回）
　・名西高校入賞実績数
　　H３０年度　３３２（音楽１４・美術８４・書道２３４）

２　文化芸術の地域への普及
　・巡回展、美術・書道展の実施
　・学校での公開講座の実施
　・住友紀人さんとのコンサート共演

３　音楽サポーター制度の実施（H３０年度より）
　H３０年度　地域の小中学生を中心に２０人程度で実施
　H31年度入試で希望者が増加する等の成果があり、H31年度からは美術・書道にも拡充

　上記の取組等により，芸術を学ぶ高校生の技術力と教員の指導力向上が図られるととも
に，文化芸術の魅力を地域に発信することで，県民の芸術に親しむ機会が確保された。

１　「徳島県中学校文化連盟」を設立（H27年度）
　　同年度より文化芸術の発表の場である「第１回徳島県中学校総合文化祭」を実施

○中央大会
　・作品展（美術・書道・特別支援学校・社会・数学・理科・技術家庭科）を開催し，多く
の方々に来場いただいた。
　・舞台発表を行い，生徒の日々の文化活動の発信の場とした。
　・中学校総合文化祭の入場者数
　　第１回（H27年度）　１，６２９人
　　第２回（H28年度）　２，２０７人
　　第３回（H29年度）　２，５７８人
　　第４回（H30年度）　２，５７２人
　・H29年度より「中学生小倉百人一首競技かるた大会」を実施し，開催部門の拡充を図っ
た。
○関連事業
　・県下の各会場で，英語弁論大会や作品展，音楽会等を実施し，文化芸術力の向上を図っ
ている。
○組織の拡充　H30年度より私立中学校2校が徳島県中学校文化連盟に加入

2　全国中学校総合文化祭への派遣（H27,H28,H29,H30）

　上記の取組等により，県内中学生の芸術文化や文化遺産に触れる機会が充実し，生徒の豊
かな感性や情操を養うとともに，地域への理解と愛情を育み，誇りを持ってふるさとの魅力
を発信することができた。

委員意見

特記事項

H27～H30の成果及び取組
数値目標
の達成度

実績値
（H30）

実績値
（H29）

教育

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

実績値
（H27）

主要施策：１　「文化芸術教育」の強化

605

606

番号
工程（年度別事業計画）

主要事業の概要・数値目標
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(６－４－２)

評価

☆ C

 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 有力選手を特定の高校へ集め、指導体制を整備する
とともに、指導者を招聘しての選手への講習会や県
内指導者に対しての研修会等を、中学校、高校及び
各競技団体等関係機関の三者間で連携しながら実施
するなど、競技力向上のための基盤強化を図りま
す。また、早い段階での有力選手の発掘・育成を進
めるため、活躍が期待できる競技を選考した上で中
学校段階での指導体制強化を図ります。
＜教育＞

推進 → → →

　○全国高等学校総合体育大会の入賞
　　（団体・個人）数
　　　㉕１１団体・個人→㉚２２団体・個人

17団体
・個人

18団体
・個人

20団体
・個人

22団体
・個人

20団体
・個人

5団体
・個人

12団体
・個人

13団体
・個人

△

　○全国中学校体育大会等の入賞
　　（団体・個人）数
　　　㉕９団体・個人→㉚１３団体・個人

10団体
・個人

11団体
・個人

12団体
・個人

13団体
・個人

6団体
・個人

5団体
・個人

5団体
・個人

5団体
・個人

△

● 全国高校総体や国民体育大会において上位入賞を目
指す高校生トップアスリートを育成するため、全国
大会上位成績の他県強豪チームを招待し、交流試合
等を実施します。トップレベルの競技力を体感する
ことにより、チームや個人の競技力向上を推進する
とともに、指導者の育成を図ります。
＜教育＞

創設 推進 → →

　○「とくしまスポーツキャンプ」の創設
　　　㉗創設

創設 - - - 創設 - - - ◎

● 平成２４年度に開校した鳴門渦潮高校「スポーツ科
学科」の充実した施設・設備を活用し、スポーツの
拠点校としてより高度で質の高いスポーツ教育を行
い、本県スポーツ科学の普及・振興を図ります。
＜教育＞

推進 → → →

　○徳島県高等学校総合体育大会等での
　　鳴門渦潮高校の優勝種目数
　　　㉕１種目→㉚８種目 5種目 6種目 7種目 8種目 ７種目 8種目 10種目 10種目 ◎

教育

部局

数値目標
の達成度

工程（年度別事業計画） 実績値
（H27）

教育

教育

部局H27～H30の成果及び取組

609

主要施策：２　トップアスリートの育成

実績値
（H30）

実績値
（H29）

番号

607

608

実績値
（H28）

主要事業の概要・数値目標

委員意見

特記事項

１　高校スポーツ
・「トップスポーツ校育成事業」（H27～30年度実施）において、公立高校２０校の３６
部を指定し、指導者の配置や、指定枠による有力選手の確保、遠征費等の強化費支援を行っ
た。
・スポーツ分野のリーディングハイスクールである鳴門渦潮高校を拠点とし、大学や関係団
体と連携して、高校生アスリートへの医科学的なサポートや、指導者のスキルアップ研修、
県外の強豪校を招へいしてスポーツキャンプ等を実施した。

２　中学校スポーツ
・｢中学校トップスポーツ競技育成事業｣において、競技団体と連携し、強化する競技専門部
を指定し、集中強化に取り組んだ。

　以上の取組により、高校スポーツにおいては、ウェイトリフティングやライフル射撃等、
高校総体以外の全国大会等においても、継続して入賞できる団体競技や活躍する選手が育成
された。
　また、中学校スポーツにおいては、弓道や柔道など、全国で継続して入賞できる競技が育
成された。

【スポーツキャンプ実施状況】
　鳴門渦潮高校や鳴門・大塚スポーツパーク等の施設を活用し、競技団体と連携のうえ、全
国大会等で優秀な成績を上げた学校等と、競技ごとの合同練習会や合同合宿，練習試合を実
施した。
　H27年度7競技（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･ﾗｲﾌﾙ射撃･ﾗｸﾞﾋﾞｰ･弓道･空手道･剣道･柔道)
　H28年度5競技（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･ﾗｲﾌﾙ射撃･空手道･剣道･柔道)
　H29年度8競技（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ･ﾗｲﾌﾙ射撃･ﾗｸﾞﾋﾞｰ･空手道･剣道･柔道)
　H30年度5競技（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ･ﾗｲﾌﾙ射撃･剣道)

　以上の取組により、選手の競技力向上と指導者のスキルアップが図られた。

　「渦潮スポーツアカデミー推進事業」において、鳴門渦潮高校をスポーツ分野の拠点校と
して集中強化したほか、大学や関係団体と連携して、医科学的なサポート、指導者のスキル
アップ研修、県外の強豪校を招へいしてスポーツキャンプ等を実施した。

　以上の取組により、鳴門渦潮高校においては、H27～30年度の間に、専攻実技８種目
（陸上競技、男子野球、男子バスケットボール、女子サッカー、柔道、ウェイトリフティン
グ、女子ラグビー、男子剣道）全てで県大会優勝の実績を上げたほか、女子サッカー、女子
ラグビー等複数の競技が全国大会で入賞した。

教育

数値目標
達成状況
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基本目標６「まなび・成長とくしま」の実現 　 　 (６－５－１)

 
６-５ 若者が創るとくしまの推進

評価

☆☆☆ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 大学などの高等教育機関との連携強化を進め、高等
教育機関の有する知的・人的資源及び社会貢献機能
を地域づくりに活かすとともに、包括協定締結大学
と連携した「地域連携フィールドワーク講座」を拡
充し、大学生による地域の課題解決や活性化に向け
た取組みを推進することで、地域の未来を創造する
人材を育成します。（再掲）
＜政策＞

推進 → → →

　○「地域連携フィールドワーク講座」
　　延べ参加人数（年間）
　　　㉕－→㉚５００人 400人 430人 500人 500人 525人 530人 514人 520人 ◎

● 県内大学と連携して、新たに「ボランティアパス
ポート制度」を創設し、県がボランティアメニュー
を提供するとともに、大学は学生のボランティア活
動を単位に認めることで、学生による地域でのボラ
ンティア活動を促進します。（再掲）
＜政策＞

創設
・

先行
実施

推進 拡充 →

　○「ボランティアパスポート制度」の
　　創設・推進
　　　㉗先行実施→㉙拡充

先行
実施

- 拡充 - 先行実施 拡充 - - ◎

● 「若者に身近な課題」をテーマに、「カフェ」など
リラックスした場所で、若者が会社員やＮＰＯ職員
など、「世代や立場の異なる多様な参加者」と未来
志向で対話することによって、課題解決のための新
しい視点やアイデアを創出するとともに、地方創生
の若手リーダーを育成します。
＜県民＞

創設 推進 → →

　○「とくしま若者未来夢づくりセンター※」
　　の創設
　　　㉗創設 創設 - - - 創設 - - - ◎

　○「とくしま若者未来夢づくりセンター」
　　参加人数
　　   ㉕－→㉚１２０人 - 100人 110人 120人

創設
188人

161人 131人 106人 ○

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

推進 → → →

　○「県審議会等委員に占める若者
　　（４０歳未満）」の割合
　　　㉚１０％以上 - - -

10％
以上

10.1%
(H28.4.1)

10.7%
(H29.4.1)

11.2%
(H30.4.1)

10.4％
(H31.4.1)

◎

部局

政策・県民・南部

政策

県民

H27～H30の成果及び取組 部局

政策

県民

主要施策：１　未来をつくる若者の創造

610

実績値
（H27）

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

委員意見

特記事項

実績値
（H29）

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画） 実績値

（H30）

611

613

612

１　県内高等教育機関の長と知事の懇談会を開催
　　（H27:1回、H28:1回、H29:1回、H30:1回）
２　徳島県・高等教育機関連携協議会を開催
　　（H27:1回、H28:1回、H29:1回、H30:1回）
３　「地域連携フィールドワーク講座」の実施
　　H27：講座数13講座　参加人数延べ525名
　　H28：講座数11講座　参加人数延べ530名
　　H29：講座数13講座　参加人数延べ514名
　　H30：講座数16講座　参加人数延べ520名

　上記の取組等により、大学生が地域の課題解決に向けたフィールドワークを実施すること
で、地方創生を担う人材育成が図られた。

１　平成27年度は、「ボランティアパスポート制度」を徳島大学と共同で開発、徳島大学で
先行実施し、49人が参加、うち11人が修了
２　平成28年度は、徳島文理大学に拡充し、徳島大学、徳島文理大学の学生合計315名が
参加し、うち168名が修了
３　平成29年度は、青のパスポート（上級編）を6名が初めて修了
４　平成30年度は、青のパスポート（上級編）を８名が修了

　上記の取組等により、学生のボランティア活動への参加が促進され、高等教育機関と連携
して地域社会に貢献できる人材の育成が図られた。

　ファシリテーター養成講座や課題解決のための新しい視点や手法を生み出す場（フュー
チャーセッション）を開催した。
○平成２７年度　開催回数　４回　　参加者１８８人
○平成２８年度　開催回数　４回　　参加者１６１人
○平成２９年度　開催回数　３回　　参加者数１３１人
○平成３０年度　開催回数　４回　　参加者数１０６人
　
（成果）
　課題解決のための「新しい視点」や「参加者同士の協調的なアクション」を創出するとと
もに、若者の定住促進や地方創生の若手リーダーを育成することができた。

 「とくしま青少年プラン２０１７」において、県審議会等への若年者委員の割合の目標値を
１０％以上とし、若年者の積極的な選任を促進した。
　平成２８年４月１日現在：１０．１％
　平成２９年４月１日現在：１０．７％
　平成３０年４月１日現在：１１．２％
　平成３１年４月１日現在：１０．４％

（成果）
　上記取組等により、県の政策・方針決定の場への若年者の参画を推進することができた。
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(６－５－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 若者の発想や視点を活かした新たな地域活性化の取
組み及び交流人口の拡大を図るため、南部圏域を
フィールドとした大学生による研究等を実施すると
ともに、県外大学生による南部圏域ならではの農山
漁村体験や実習の実施、さらに、大学サテライト
キャンパスの誘致促進や大学間交流・連携による
フィールドワークの実施により、地域振興策の検討
や移住・定住のきっかけづくりとします。（再掲）
＜南部＞ 推進 → → →

　○フィールドワーク参加学生数（延べ参加人数）
　　　㉕３９９人→㉗～㉚年間５００人

500人 500人 500人 500人 814人 574人 535人 803人 ◎

　○参加大学間で交流・連携する
　　フィールドワークの実施
　　　㉚実施 - - - 実施 - - - 実施 ◎

数値目標
の達成度

実績値
（H30）

実績値
（H29）

部局H27～H30の成果及び取組

614

実績値
（H27）

工程（年度別事業計画）
主要事業の概要・数値目標番号

南部

・H27.4.9「県南地域づくりキャンパス」推進協議会設立

・H30.3.26「四国の右下」若者創生協議会と統合

・H27は県内3大学・県外5大学，H28は県内3大学・阿南高専・県外6大学，H29は県内
3大学・阿南高専・県外3大学，H30は県内３大学・阿南高専・県外５大学の学生が県南を
訪れ、若者と地元との交流が図られるとともに、文化財調査や地域特有の文化，農業に関す
る調査等により地域資源が発掘され、若者の発想や視点を活かした新たな地域活性化に向け
た取組みが進められた。

・参加大学間で交流・連携するフィールドワークの実施については、他大学の学生もあわせ
て参加することで、大学間の連携が図れた。

　上記の取組等により、地域振興策の検討などの取組が進められるとともに、学生と地域と
の交流が行われ、地域に継続的に関わる若者の増加につながった。

実績値
（H28）
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(６－５－２)

評価

☆☆☆ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 産学官が連携した学習プログラムやインターンシッ
プを通じて農林水産業や関連産業に対するキャリア
を広げ、本県農林水産業を担う人材の育成・確保を
進めます。（再掲）
＜農林＞

推進 → → →

　○農業系大学生等による
　　インターンシップ参加者数（累計）
　　　㉕１０６人→㉚５２５人 150人 275人 400人 525人 152人 276人 452人 698人 ◎

　○インターンシップ受入登録事業者数
　　　㉕－→㉚８０箇所

40箇所 45箇所 50箇所 60箇所 36箇所 70箇所 81箇所 85箇所 ◎

　○「産学官連携による次世代型農業研究
　　実証事業の実施に関する協定」の締結
　　　㉘締結 - 締結 - - - 締結 - - ◎

● 就職支援協定を締結している関西圏の大学の学生
や、東京圏在住の大学生と、県内企業等のインター
ンシップを促進し、学生の職業観の育成を図り、就
職のミスマッチを防ぐとともに、県内企業の魅力を
認識してもらうことで、県内へのＵＩＪターン就職
を促進します。（再掲）
＜商工＞ 調整 促進 →

全大学で
実施

　○就職支援協定締結大学と連携した
　　インターンシップの促進
　　　㉚全大学で実施 - - -

全大学で
実施

- -
全大学
で実施

- ◎

　○地方創生インターンシップ推進事業
　　推進組織の設置
　　　㉙設置

- - 設置 - - - 設置 - ◎

委員意見

特記事項

農林615

H27～H30の成果及び取組

主要施策：２　若者の県内就職促進
部局

数値目標
の達成度

農林・商工

実績値
（H29）

実績値
（H30）

主要事業の概要・数値目標
実績値

（H27）

数値目標
達成状況

商工

部局

616

工程（年度別事業計画）
番号

実績値
（H28）

１　農業系大学生等によるインターンシップ参加者数
　県内外農業系大学等へパンフレットの配布や事業説明を実施し、インターンシップ参加者
数の目標を達成した。
（H27：26名、H28：124名、H29：176名、H30：246名）

２　インターンシップ受入登録事業者数
　　農業法人等を対象に意向調査を実施し、85箇所の受入事業体を登録した。
新規受入登録事業者数
（H27：36、H28：34、H29：11、H30：4）

３　徳島大学，タキイ種苗(株)及びＴファームいしい(株)との「産学官連携による次世代型農
業研究実証事業の実施に関する協定」を締結し、次世代農業や６次産業を担う実践力の高い
人材を育成することにより、これらの人材の関連産業への就業を促進するための枠組みがで
きた。（H28）

　上記の関係機関と連携した取組を進めた結果、本県農林水産業を担う人材の育成・確保に
つながった。

＜H27～H30取組＞
○就職支援協定大学への「インターンシップ受け入れ可能企業リスト」の提供
　＜H27＞ ９大学へ 22社、＜H28＞10大学へ 28社、＜H29＞11大学へ 56社、
　＜H30＞68大学へ 97社　※就職支援協定大学のみならず、県内外の大学へ広く提供
○県内企業見学バスツアーの実施
　＜H27＞1回 参加者18名、＜H28＞4回 参加者71名、＜H29＞4回 参加者35名
　＜H30＞4回 参加者 37名
○県HP「ジョブナビとくしま」に相談窓口を開設（相談員5名）
○既存会議の活用（働き方改革推進統括本部会議：働き方改革ﾀｽｸﾌｫｰｽ会議）
○インターンシップ実施状況調査の実施
　「インターンシップ実施企業リスト」掲載企業を対象に、実施状況に関するアンケート調
査を行った。

　上記の取組等により、県内企業の積極的なインターンシップ実施を促進するとともに、イ
ンターンシップ参加学生の参加企業の採用試験受験及び採用につながっている。
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(６－５－３)

評価

☆ C

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

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

実施 → → →

　○青少年指導者養成講座参加者数
　　　㉕５１人→㉚７０人

55人 60人 65人 70人 60人 81人 92人 74人 ◎

● 徳島県青少年センターの魅力的な運営を行うことに
より、青少年のニーズやライフスタイルの多様化に
対応し、更なる利用促進に取り組みます。
＜県民＞

推進 → → →

　○徳島県青少年センター利用者数
　　　㉕２１９，８７６人
　　　　→㉗～㉚年間２１０，０００人 21万人 21万人 21万人 21万人

202,132
人

202,426
人

206,729
人

244,371
人

○

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

実施 → → →

　○少年の日事業、青少年センターまつり等
　　参加者数
　　　㉕２，３３１人→㉚３，０００人 2,400人 2,430人 3,000人 3,000人 2,889人 2,612人 2,682人 2,348人 △

● 学校、家庭、地域社会や関係機関が一体となって、
相互の連携や情報共有の強化を図りながら、街頭啓
発をはじめとする県民総ぐるみ運動を展開すること
により、非行防止と健全育成に取り組みます。
＜県民＞

推進 → → →

　○「防ごう！少年非行」県民総ぐるみ運動
　　参加者数
　　　㉕７００人→㉗～㉚年間７００人 700人 700人 700人 700人 500人 600人 700人 700人 ○

H27～H30の成果及び取組

委員意見

特記事項

県民

県民

県民

県民

部局

県民・教育・警察

部局

数値目標
の達成度

620

619

主要施策：３　青少年の健全育成

工程（年度別事業計画）

617

番号
実績値

（H29）

618

実績値
（H27）

主要事業の概要・数値目標

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

　コーディネーター養成講座として、青少年期の支援のための心理やインターネット社会の
現状や事例研究などを学ぶとともに自殺予防講座を実施した。
・平成２７年度
　講座２回　参加者のべ６０人
・平成２８年度
　講座４回　参加者のべ８１人
・平成２９年度
　講座４回　参加者のべ９２人
・平成３０年度
   講座３回　参加者のべ７４人

（成果）
　上記取組等により、青少年リーダーや青少年活動指導者を育成することができた。

　指定管理者において、青少年のニーズを踏まえた「インドア運動場」や「個室音楽室」、
「健康トレーニング室」を備えるとともに、ニーズの高い自習室の夜間開放や、様々な自主
企画事業を実施し、利用者のニーズに応える運営に取り組んだ。
　年間利用者数
　平成２７年度：202,132人
　平成２８年度：202,426人
　平成２９年度：206,729人
　平成３０年度：244,371人

（成果）
　上記取組等により、青少年のニーズやライフスタイルの多様化に対応し、利用促進を図る
ことができた。

　青少年育成徳島県民会議や市町村民会議、地域の青年団と連携し、青少年が様々な体験や
地域の人々との交流を可能にする事業を実施した。
　実施内容
　・青少年まつり
　・親と子のふれあいフォーラム
　・少年の主張他

（成果）
　上記取組等により、青少年に体験の場や機会を提供することで、自立心や社会性を育成し
た。
　事業実施主体である青少年育成徳島県民会議や市町村民会議が、地域の実情に合わせ実施
内容や参加しやすい日程を検討して実施している。夏休み時期を活用したキャンプや野外で
のふれあい交流（レクリエーション）については、平成３０年度は予定していた行事が台風
のため中止されるなどしたため、平成２９年度に比べ実績が減少した。

　県民総ぐるみ運動期間：７月１日から８月３１日
　７月初旬に街頭啓発活動、８月初旬に「県民総ぐるみ推進大会」を実施
　主な参加者：教育、警察、法務局、青少年補導センター等

（成果）
　上記取組等により、学校、家庭、地域社会や関係機関が相互の連携や情報共有の強化を図
るとともに、非行防止と健全育成に取り組んだ。

実績値
（H30）
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(６－５－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 様々な困難を抱える青少年やその家族を支援するた
め、地域において青少年の成長を支える支援者を養
成します。
＜県民＞

推進 →

　○ユースアドバイザー養成講習会参加者数
　　　㉕－→㉚１２０人

- - 120人 120人 - - 211人 201人 ◎

622

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

推進 → → → 県民

623

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

推進 → → → 県民

624

● 地域における子ども・若者の支援者として「ユース
サポーター」を養成し、ネットパトロール活動、
フィルタリング利用促進活動による有害環境の浄化
及び問題を抱えた子ども・若者への相談・支援活動
を行います。
＜県民＞

推進 → → → 県民

625

● 児童生徒による問題行動で課題を抱える小・中・高
等学校への支援を充実させるため、市町村教育委員
会、関係警察署、青少年育成補導センター、こども
女性相談センター等関係機関からなる「阿波っ子ス

クールサポートチーム（ＡＳＳＴ）※」活動の連携を
強化します。
＜教育・警察＞

推進 → → →
教育
警察

○ＡＳＳＴ会議実施回数
　Ｈ27：　９回（小学校３回、中学校６回）
　Ｈ28：　６回（小学校３回、中学校３回）
　Ｈ29：　６回（小学校１回、中学校５回）
　Ｈ30： １1回（小学校4回、中学校7回）

   上記の取組等により、関係機関との連携を通して、幅広い見地から助言を行うことで児童
生徒・家庭・学校の支援につなげることができた。

部局

県民

　青少年自身が非行防止や自ら取り組むべき課題について協議し、意見を発信する事業を
行った。

　平成２７年度：県内２箇所で開催
　平成２８年度：県内１箇所で開催
　平成２９年度：県内２箇所で開催
　平成３０年度：県内２箇所で開催

（成果）
　上記取組等により、非行防止メッセージを広く県民に発表することで、同世代の青少年や
保護者に非行防止をアピールし、地域に密着した青少年の健全育成を図ることができた。

　ユースサポーターを養成し、フィルタリングの利用促進活動及び子ども・若者の相談・支
援活動を行った。

ユースサポーター数：平成３１年３月３１日現在　２９名
　平成２７年度：フィルタリング活動　１１５回　　　相談・支援活動　３２１回
　平成２８年度：フィルタリング活動　１２６回　　　相談・支援活動　３０４回
　平成２９年度：フィルタリング活動　１３３回　　　相談・支援活動　２７２回
　平成３０年度：フィルタリング活動　１２２回　　　相談・支援活動　２７２回

（成果）
　上記取組等により、各地域で養成されたユースサポーターが、インターネットを介して青
少年が事件・事故に巻き込まれるリスクの軽減を図ることができた。

数値目標
の達成度

621

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画） 実績値

（H29）
実績値

（H28）
実績値

（H27）
実績値

（H30）
H27～H30の成果及び取組

　平成２９年度から５年間の施策の基本となる「とくしま青少年プラン２０１７」を策定
し、毎年度、成果目標の達成状況、施策の効果や課題等について、審議会において意見をい
ただき、点検・評価を行った。

　平成２７年度：審議会１回
　平成２８年度：審議会２回、計画策定部会２回
   平成２９年度：審議会１回
　平成３０年度：審議会１回

　上記取組等により、青少年健全育成施策に関する県民ニーズや社会環境の変化を的確に捉
え、各種施策を効果的に推進することができた。

　子ども・若者に関する地域課題等について、講演会及びワークショップを実施した。

　内容　　　　：子ども・若者支援やインターネットに関する専門家の講演
　参加者　　　：民間支援機関の子ども・若者支援者、地域ボランティア等
　平成２９年度：４回開催　参加者延べ２１１人
　平成３０年度：４回開催　参加者延べ２０１人

（成果）
　上記取組等により、地域において青少年の成長を支える支援者を養成するとともに、支援
力の強化を図ることができた。
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(６－５－４)

評価

☆☆☆ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

● 県民との意思疎通を図り、県勢の発展につなげるた
め、時代に即した広報媒体を有機的・効果的に活用
することで、利用者が必要とする情報を積極的かつ
きめ細やかに提供し、県民の利便性の更なる向上を
図ります。（再掲）
＜経営＞

　○「徳島県ＳＮＳ」利用登録数
　　　㉕１３，６００件→㉚１３６，０００件 24,000

件
35,000

件
102,000

件
136,000

件
86,788

件
124,337

件
129,584

件
136,308

件
◎

経営

H27～H30の成果及び取組

経営

部局

部局
委員意見

特記事項

626

番号 主要事業の概要・数値目標
数値目標
の達成度

実績値
（H29）

工程（年度別事業計画） 実績値
（H27）

主要施策：４　若者目線の情報発信
数値目標
達成状況

実績値
（H28）

実績値
（H30）

１　H27年度に徳島県公式Twitterを運用開始
２　H28年度より新たなＣＭＳによるホームページの再構築業務を開始し、H29年度には
ホームページをリニューアルした。
３　H30年度には広報紙をリニューアルした。また、テレビ広報番組についても、地上波再
放送や広報取材映像を利用してショートムービーを制作し、動画・ＳＮＳの更なる充実に取
り組んだ。
４　県民目線に立ち、ニーズに合った県政情報を的確に提供した。
５　即時性のある情報発信を実施した。

　上記の取組み等により、情報発信ツールが充実し、必要とする情報が積極的かつきめ細や
かに提供されたことで、県民の利便性がより向上し、「徳島県ＳＮＳ」利用登録数が大きく
増加した。
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