
「vs東京『とくしま回帰』総合戦略」主要事業等評価シート

基本目標３　結婚・出産・子育ての環境づくり

番号 主要事業の進捗状況を表す数値目標 評価案 ページ

①若い世代の結婚の希望をかなえる 56 結婚支援拠点が管理する男女の出逢いの場等への参加者数　ほか A 1

57 第3子以降の保育所・幼稚園等「保育料無料化制度」の創設 A 2

58 第3子以降及びひとり親家庭等の児童を対象とした放課後児童クラブ「利用料無料化制度」の創設 A 2

59 周産期死亡率 A 2

60 「小児救急電話相談事業（＃８０００）」の認知度 A 3

61 待機児童の解消　ほか B 4

62 病児・病後児保育実施市町村数 C 4

63 放課後児童クラブの設置数 B 4

64 とくしまジョブステーションに相談のあった求職者の就職率 A 5

65 若年者企業面接会等の参加者における就職内定率 C 5

66 プロフェッショナル人材戦略拠点における成約件数 A 6

67 高校におけるインターンシップの実施率 A 6

68 県内でテレワークを実施する事業所数（トライアル実施を含む） B 7

69 子育てや介護を支援する「県庁・在宅勤務制度」の導入 A 7

70 とくしま新未来「創造」オフィスの展開 A 7

71 「はぐくみ支援企業」認証事業所数 B 8

72 イクボス研修の実施回数 A 8

73 施設設置アドバイザー活用による企業主導型保育施設設置数 A 8

①テレワーク導入による新たな働き方の「とくし
まモデル」創出

具体的な施策

②出産・子育てを応援する

（イ）
若い世代の正規雇用のさらなる拡大

（ウ）
仕事と子育てが両立する
働き方の実現

②子育てしやすい職場環境づくり

（ア）
ライフステージに応じた
切れ目ない支援の強化

③世代を超え地域で支える子育て社会の実現



このシートの見方

【基本目標１】　新しい人の流れづくり

（ア）住みたい・働きたい「とくしま回帰」の加速

①移住交流の推進

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

●

○

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」主要事業等評価シート

実績値
（H27）

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）

■

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

実績値
（H28）

委員意見実績値
（H30）

部局

②

①

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」（２０１８改訂版）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。

■：重要業績評価指標（ＫＰＩ）
●：主要事業の概要
○：数値目標

「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

主要事業について，次の項目を記載しています。

・H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み（※）
・課題
・今後の取組方針
・H30→R1改善見直し箇所（ある場合のみ）

※数値目標の達成見込みの考え方

順調 ：計画最終年度（R1)末の数値目標の達成に向け順調に
進んでいる。

達成可能 ：計画最終年度（R1)末の数値目標を，今後の更なる
積極的な取組により達成可能である。

努力を要する：計画最終年度（R1)末の数値目標を達成するためには，
相当の努力が必要である。

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：順調 Ｂ：概ね順調 Ｃ：要見直し



【基本目標３】　結婚・出産・子育ての環境づくり

（ア）ライフステージに応じた切れ目ない支援の強化

①若い世代の結婚の希望をかなえる

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

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

推進 → → → →

○結婚支援拠点が管理する
　男女の出逢いの場等への参加者数
　　㉕－→R①２，０００人

- 500人 1,000人 1,500人 2,000人 - 605人 1,705人 2,052人 ◎

○男女の出逢いの場等におけるカップル成立数
　　㉕－→R①２８０組

- 50組 100組 250組 280組 - 111組 268組 400組 ◎

○婚活支援応援企業・団体登録数
　　㉕－→R①３００社

115社 145社 175社 280社 300社 109社 179社 260社 298社 ◎

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　平成28年7月に開設した結婚支援拠点「マリッサとくしま」に
おいて、１対１のマッチング、イベント開催、阿波の縁結びサ
ポーターによるサポートなど、結婚を希望する独身者の結婚支援
を行い、数値目標は達成した。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　「マリッサとくしま」の周知と登録会員増に向け、市町村、企
業・団体との連携や更なる積極的な働きかけが必要である。

＜今後の取組方針＞
若者からのアイデアも取り入れ、
「マリッサとくしま」をより多く
の人に知ってもらい、会員増につ
ながるような効果的な広報や、会
員登録のしやすさ、イベントへの
参加しやすさを工夫するととも
に、「個別相談会」を開催し、専
門家によるきめ細やかな支援を行
う。
　また、企業・団体間交流アドバ
イザーによる企業間交流イベント
の開催の支援や、結婚支援ネット
ワーク会議の開催により、市町
村、企業等における結婚支援の促
進を行う。

県民 A

■婚活支援応援企業・団体登録数
　：300社（ー）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

番号 主要事業の概要・数値目標
実績値

（H27）

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

■男女の出逢いの場等における
　カップル成立数：280組（ー）

委員意見実績値
（H29）

実績値
（H30）

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
実績値

（H28）

56

工程（年度別事業計画）

1



②出産・子育てを応援する

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

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

創設 推進 → → →

○第３子以降の保育所・幼稚園等
　「保育料無料化制度」の創設
　　㉗創設

創設 - - - - 創設 - - - ◎

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

創設 推進 → →

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

- 創設 - - - - 創設 - - ◎

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

推進 → → → →

○周産期死亡率
　　㉕４．４（出産千対）→R①減少

- - - - 減少 3.7 3.4 3.5
3.6

（概数）
◎

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　第３子以降の保育所・幼稚園等保育料無料化制度をH27年度に
創設し、H30.10月から「３歳から５歳の第２子」に拡充し無料
化に取り組む市町村に補助を行った。
保育所　H27 : 23／24市町村で実施
　　　　H28 : 全市町村で実施
　　　　H29 : 全市町村で実施
　　　　H30 : 全市町村で実施
幼稚園　H27 : 16／19市町で実施
　　　　H28 : 17／19市町で実施
　　　　H29 : 18／19市町で実施
　　　　H30 : 18／19市町で実施
         ※認定こども園については、機能により保育所か幼稚園
　　　　に振り分けしている。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　施設のある全ての市町村で取組を進める必要がある。

＜今後の取組方針＞
　全市町村で無料化に取り組まれ
るよう、未利用の自治体に対し、
働きかけを実施する。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●「３歳から５歳の第２子」及び
「第３子以降」の保育所・幼稚園
等保育料無料化制度を創設・推進
し,多子世帯における経済的負担の
軽減を図ります。
 ＜県民＞
○多子世帯の保育所・幼稚園等
「保育料無料化制度」の創設
　　㉗創設　㉚拡充

県民 A

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　平成２８年度に制度を創設し、市町村に制度活用を働きかけ
た。
　H28：6市町/18市町村
　H29：10市町/18市町村
　H30：11市町/18市町村

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　制度未利用市町村の参加
　放課後児童クラブが設置されていない地域や待機児童が発生し
ているクラブがあるため、受け皿の拡大を図る必要がある。

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
１　周産期医療協議会・専門部会
　　(H27:5回,H28:6回,H29:12回,H30:8回)
　　※H28災害対策部会,H29妊産婦メンタルケア部会を
　　　立ち上げ
２　周産期医療に関する情報提供・相談
　　（総合周産期母子医療ｾﾝﾀｰに委託）
３　総合･地域周産期母子医療ｾﾝﾀｰ運営費補助
４　胎児超音波精密ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ体制の整備･拡充
５　周産期母子医療ｾﾝﾀｰ機器整備に対する補助
６　周産期災害対策マニュアル、妊産婦メンタルヘルスガイド
　ラインの作成･配布等、周産期における災害対策及び妊産婦
　のメンタルケアに関する周知啓発等の実施

等の取組により、総合的な周産期医療体制を整備し、安心して子
どもを産み育てることができるよう環整づくりの推進を図った。

＜数値目標の達成見込み＞順調

＜課題＞
　引き続き、総合的な周産期医療体制の整備が必要

＜今後の取組方針＞
　放課後児童クラブ未設置の自治
体について、ニーズを把握し必要
が認められれば開設を促す。
　また、制度未利用の自治体に
は、制度活用を働きかける。

＜今後の取組方針＞
　総合周産期母子医療センターを
中核とした、総合的な周産期医療
体制の整備を推進する。

県民

保健

実績値
（H30）

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

実績値
（H28）

A

A

■第３子以降の保育所・幼稚園
　「保育料無料化制度」の創設：H27創設

■周産期死亡率
　：４．４（出産千対）より減少
　　（対H25年度比）

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

番号 主要事業の概要・数値目標
実績値

（H27）
部局

数値目標
の達成度

委員意見実績値
（H29）

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

57

58

59

工程（年度別事業計画）

2



Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

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

推進 → → → →

○＃８０００の認知度
　　㉕－→㉚８０％

50% 60% 70% 80% 80% 71% 78% 85% 85% ◎

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
   子どもの急な病気やけがで心配なとき、看護師や小児科医が電
話でアドバイスする「小児救急電話相談（＃８０００）」の周知
用パンフレットを作成し、市町村等へ配布するとともに、「お
ぎゃっと２１」会場で、直接、保護者に配布した。
　また、次の小児救急のイベントで＃８０００について周知を
図った。
・「子ども安全安心フェスタ」（H29）
・講演＆見学会「子どもの急病と災害への備え」（H29）
・「小児救急医療・小児救急講演会」（H30）

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　数値目標は達成しているが、引き続き周知・啓発に努める必要
がある。

＜今後の取組方針＞
　子育て支援関係機関と連携し、
周知方法を検討するなど「＃８０
００」の認知度向上・利用促進に
努めるとともに、より利便性の高
いサービスを提供できるよう引き
続き検討を行う。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●小児医療電話相談事業（＃８０
００）の利用促進のための周知を
図り、活用していただくことで、
保護者が安心して子育てができる
環境整備を図ります。
＜保健＞
○＃８０００の相談実績
　　㉕７，９２７件
　　　　→R①１１，０００件

保健

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

委員意見実績値
（H27）

実績値
（H28）

A

工程（年度別事業計画）

■「小児救急電話相談事業（＃８０００）」
　の認知度：80%以上（－）

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

番号 主要事業の概要・数値目標 部局
実績値

（H29）
H27～H30取組内容及び進捗状況

・数値目標の達成見込み・課題

60

3



③世代を超え地域で支える子育て社会の実現

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

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

推進 → → → →

○待機児童の解消
　　㉕４１人→㉙ゼロ

30人 15人 0人 0人 0人 57人 60人 94人 33人 △

○認定こども園設置数
　　㉕６箇所→R①６１箇所 30

箇所
36
箇所

40
箇所

54
箇所

61
箇所

30箇所 39箇所 46箇所 54箇所 ◎

○子育て支援員の認定数（累計）
　　㉕－→R①１，０００人

200人 400人 600人 800人 1,000人 255人 456人 638人 833人 ◎

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

推進 → → → →

○病児・病後児保育実施市町村数
　　㉕1６市町村→㉚全市町村 20

市町村
22

市町村
23

市町村
24

市町村
24

市町村
20

市町村
21

市町村
22

市町村
22

市町村
△

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

推進 → → → →

○放課後児童クラブの設置数
　　㉕１５０クラブ→R①１９２クラブ 154

クラブ
161

クラブ
172

クラブ
176

クラブ
192

クラブ
152

クラブ
161

クラブ
169

クラブ
174

クラブ
○

C

県民 B

県民

部局
工程（年度別事業計画）

B

＜H27～H30取組内容と進捗状況＞
　市町村及び医療機関と連携を図り、病気の児童の一時預かりや
保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行う病児・病後
児保育事業の実施を支援した。
　H27：20市町村／24市町村
　H28：21市町村／24市町村
　H29：22市町村／24市町村
　H30：22市町村／24市町村
 　　　 *広域連携実施を含む

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　未実施の２町においては、ファミリー・サポート・センターの
預かりにおいて実施しているが、医療機関等の関係機関の協力を
得ながら事業を進める必要がある。

＜今後の取組方針＞
　未実施市町村におけるニーズの
把握に努めるとともに、市町村と
協力して医療機関等に働きかける
など、市町村の取組みを支援し、
全市町村での実施を目指す。

＜今後の取組方針＞
　保育の実施主体である市町村と
連携し、引き続き、徳島県子ど
も・子育て支援事業支援計画に
沿った、保育施設の更なる整備充
実を支援するとともに、子育て支
援員の就職支援などによる保育の
担い手となる保育人材の確保・育
成に取り組む。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
○待機児童の数
　　㉕４１人→R①60人

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　放課後児童クラブのニーズを踏まえ、施設整備に係る助成等を
行う開設した。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
 放課後児童クラブのニーズをきめ細かく把握し、開設の支援に努
める必要がある。

＜今後の取組方針＞
　放課後児童クラブの実施主体で
ある市町村と連携し、引き続き徳
島県子ども・子育て支援事業支援
計画に沿った放課後児童クラブの
整備充実を支援するとともに放課
後児童支援員の養成に取り組む。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
○放課後児童クラブの登録児童数
　　㉕－→R①８，１００人

県民

■待機児童の解消：H29・0人（41人）

実績値
（H30）

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　保護者の就労等により、昼間保育を必要とする児童が受け入れ
られるよう、保育所や認定こども園の施設整備を推進するととも
に、保育の担い手となる保育人材の育成を図るため、子育て支援
員の認定等の取組みを行った。
（施設整備）
　平成27年度　認定こども園整備 　4施設補助
　　　　　　 　保育所整備　　 　　2施設補助
　平成28年度　認定こども園整備 　5施設補助
　平成29年度　認定こども園整備　 6施設補助
　　　　　　　 保育所整備　　 　　2施設補助
　平成30年度　認定こども園整備　 5施設補助
            　　　   ＊前年度繰越分を含む数字
 
（子育て支援員認定研修）
　平成27年度　303人受講、255人認定
　平成28年度　208人受講、201人認定
　平成29年度　185人受講、182人認定
　平成30年度　207人受講、195人認定

＜数値目標の達成見込み＞  達成可能

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

■病児・病後児保育実施市町村数
　：全市町村（16市町村）

■放課後児童クラブの設置数
　：192クラブ（150クラブ）

番号 主要事業の概要・数値目標
実績値

（H27）

■認定こども園設置数：61箇所（6箇所）

■子育て支援員の認定数（５か年の累計）
　：1,000人（－）

実績値
（H29）

実績値
（H28）

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

委員意見数値目標
の達成度

61

62

63

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

4



（イ）若い世代の正規雇用のさらなる拡大

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

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

実施 → → → →

○とくしまジョブステーションに相談の
　あった求職者の就職率
　　㉕３５．１％→R①４０．０％

36.0% 37.0% 38.0% 39.0% 40.0% 19.6% 27.7% 56.3% 50.0% ◎

● 企業の採用スケジュールに応じて企業面接会を
開催し、早い時期に企業と学生が出会える機会
を設けるとともに、企業説明会や企業研究セミ
ナー等のイベントをあわせて開催することで、
若者と企業のマッチングを推進し、若者の県内
企業への就職を促進します。
また、「ジョブナビとくしま」のメルマガ会員
を増やすことにより、県内企業の情報を広く発
信します。
さらに、若年無業者（ニート）等の就業を促進
するため、「地域若者サポートステーション」
において、専門家による個別相談等を実施する
とともに、国の事業と連携した進路決定者向け
のフォローアップなどを行うほか、ひきこもり
支援機関やハローワーク等の各関係機関と連携
し、ネットワークを活用した支援を行います。
＜商工＞

○若年者企業面接会等の参加者における
　就職内定率
　　㉕－→R①２７．０％

23.0% 24.0% 25.0% 26.0% 27.0% 17.6% 14.7% 21.3% 13.6% △

商工
西部

C

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
【商工】
・就職ガイダンス（H28:1回　H29:1回　H30:１回）
・就職マッチングフェアの開催
　（H27:２回　H28:１回　H29:１回　H30:２回）

【西部】
・H27に「にし阿波・地域連携ビジネス創出支援事業運営協議
会」を設立し、協議会構成員との連携により試作やフィールド
ワーク、セミナー開催などを実施
・商品試作や販路拡大への取り組みを推進

＜数値目標の達成見込み＞　努力を要する

＜課題＞
【商工】
　有効求人倍率が１を超える状況が続く中、就職支援機関の支援
を受けて就職しようとする者が減少傾向にある。
【西部】
　新たな事業を興す「人財」育成が重要である。

＜今後の取組方針＞
【商工】
・就職活動を始める前の速い時期
から、企業と学生が出会える機会
を設けるとともに、企業説明会や
企業研究セミナー等のイベントを
併せて開催することで、若者に対
して効果的に企業情報を提供す
る。

・「就職支援に関する協定」を締
結した大学等と連携し、大学内で
のＵターン就職相談会の開催な
ど、県外の大学生等に対して、積
極的に県内企業の情報提供を行
う。

【西部】
・西部圏域内の企業間の連携や圏
域内外の企業との連携を深め、
「人財」育成を強化し新たなビジ
ネス創出に繋げる。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●若年無業者（ニート）等の就業
を促進するため、「地域若者サ
ポートステーション」において、
専門家による個別相談等を実施す
るとともに、国の事業と連携した
進路決定者向けのフォローアップ
などを行うほか、ひきこもり支援
機関やハローワーク等の各関係機
関と連携することにより、ネット
ワークを活用した支援を行いま
す。
＜商工＞
○徳島県内の地域若者サポートス
テーションにおける新規登録者数
に対する進路決定率
　　㉙４５．７％→R①５４．０％

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　併設の「駅のハローワーク」や関係機関との連携を図りなが
ら、精力的にセミナーや職業相談を実施、求職者からの聞き取り
を丁寧に行う中、マッチすると思われる求人情報の提供などの就
職支援サービスを実施した。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　有効求人倍率が「１倍」を超える状況が続く中、就職支援機関
の支援を受けて就職しようとする者が減少傾向にある。

＜今後の取組方針＞
　 とくしまジョブステーションに
おいては、併設のハローワークと
連携し、若年求職者等に対する
フォローアップを実施するととも
に、すだちくんハローワークにお
いては、テクノスクールに加え、
定時制高校の生徒に対し、就職相
談を実施し、就職率の向上を目指
す。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●徳島県内における労働者不足の
解消のため、「とくしまジョブス
テーション」や「すだちくんハ
ローワーク」において、関係機関
と連携し、若年者、中高年齢者、
ＵＩＪターン希望者等を対象に職
業紹介や職業相談などを行いま
す。
　また、プロフェッショナル人材
戦略拠点において、地域金融機関
や民間人材サービス事業者等との
連携を図り、企業のニーズに応じ
た優秀な人材の確保に努めます。
＜商工＞
○「とくしまジョブステーショ
ン」及び 「すだちくんハロ－ワー
ク」の支援による就職率
　　㉕－→R①４５．０％

商工 A

部局
委員意見今後の取組方針・

H30→R1改善見直し箇所
H27～H30取組内容及び進捗状況

・数値目標の達成見込み・課題
実績値

（H28）
実績値

（H29）
実績値

（H30）
数値目標
の達成度

番号
工程（年度別事業計画）

主要事業の概要・数値目標
実績値

（H27）

64

65

■とくしまジョブステーションに相談の
　あった求職者の就職率
　：40.0%（35.1%）

■若年者企業面接会等の参加者における
　就職内定率：27.0%（－）

実施 → → → →

5



Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

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

実施 → → → →

○プロフェッショナル人材戦略拠点
　における成約件数
　　㉕－→㉙～R①１５件

- - 15件 15件 15件 - - 28件 28件 ◎

● 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％

92.0% 95.0% 97.0% 100.0% 100.0% 92.7% 95.1% 97.6% 100.0% ◎

A

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点を平成２７年１２月に
開設し、県内企業と都市部からのプロフェッショナル人材のマッ
チングのための支援を行った。拠点の認知度も向上してきてお
り、県内企業への事業説明数（社）もH３０年度は1５３社に及
び、成約件数も目標件数を上回る結果となった。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
・企業ニーズに合う都市部のプロフェッショナル人材の発掘及び
確保が難しい。
・サービス業を中心とした非製造業に対するプロ人材の雇用促進
を図る必要がある。

＜今後の取組方針＞
・都市圏にパイプを持つ民間人材
紹介事業者との連携を強化し、都
市圏での県内企業等の情報発信に
努めることで、人材の発掘及び獲
得を目指す。

・「プロフェッショナル人材確保
支援費補助金」をツールに、プロ
フェッショナル人材の活用を検討
する県内企業を支援する。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●徳島県内における労働者不足の
解消のため、「とくしまジョブス
テーション」や「すだちくんハ
ローワーク」において、関係機関
と連携し、若年者、中高年齢者、
ＵＩＪターン希望者等を対象に職
業紹介や職業相談などを行いま
す。
　また、プロフェッショナル人材
戦略拠点において、地域金融機関
や民間人材サービス事業者等との
連携を図り、企業のニーズに応じ
た優秀な人材の確保に努めます。
＜商工＞
○プロフェッショナル人材戦略拠
点における成約件数
　　㉕－→㉙～R①３０件

商工 A

委員意見工程（年度別事業計画）

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　「キャリア教育パイロット校事業」(H27)や「『みんなが主
役』！小中高校生起業塾」(H28･29･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
　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
　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。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　新学習指導要領(H30.3)を踏まえ，キャリア教育を組織的・体
系的に推進する必要がある。

＜今後の取組方針＞
・各種事業の研究校における成果
について、校内外に対して広く普
及を図る。
・高校生インターンシップ促進の
一環として、「県立施設における
インターンシップ促進事業」の活
用を推進するとともに、いわゆる
「アカデミック・インターンシッ
プ」の充実を図る。

教育

実績値
（H27）

実績値
（H28）

実績値
（H29）

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

番号

66

67

主要事業の概要・数値目標

■プロフェッショナル人材戦略拠点
　における成約件数：15件（－）

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

6



（ウ）仕事と子育てが両立する働き方の実現

①テレワーク導入による新たな働き方の「とくしまモデル」創出

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

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

推進 → → → →

○県内でテレワークを実施する事業所数
　（トライアル実施を含む）（累計）
　　㉕－→R①１００事業所

20
事業所

40
事業所

60
事業所

80
事業所

100
事業所

13
事業所

32
事業所

52
事業所

72
事業所

○

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

推進 → → → →

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

実証実験
開始

- - 本格導入 -
実証実験

開始
実証実験

展開
実証実験

展開
本格導入 ◎

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

推進 → → →

○とくしま新未来「創造」オフィスの展開
　　㉘展開

- 展開 - - - - 展開 - - ◎

委員意見

A

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

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

■とくしま新未来「創造」オフィスの展開
　：推進（ー）

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
  平成27年10月、「テレワーク実証センター徳島」をモデル的
に開設し、平成28年度、「テレワークセンター徳島」として本
格稼働した。
  センターでは、テレワーク業務ができる「コワーキングスペー
ス」をはじめ、情報交換・交流の場となる「カフェスペース」や
「託児スペース」を備え、個人・企業の方に利用いただいてい
る。
　また、専用サイトによる情報発信や「働き方改革」の国民運動
である「テレワーク・デイズ」をはじめとして、普及啓発イベン
ト等を開催している。
　さらに、企業や従業員向けの研修や専門家による企業へのコン
サルティングを実施するなど、テレワーク導入希望企業等への支
援を行っている。
　
＜数値目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
・テレワーク及び「テレワークセンター徳島」のさらなる認知度
の向上
・テレワーカー（ＩＣＴ人材）の養成及びスキルアップによるテ
レワークの普及

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
１　モバイルワークの導入
　　・H27：モバイル端末50台導入（合計100台）
　　・H28：熊本地震対応支援においてモバイル端末を活用
　　・H30：モバイル端末にウェブ会議システムを導入
２　県庁版サテライトオフィスの展開
　　・H27：万代庁舎に加え、
　　　　　　 南部総合県民局（美波庁舎、阿南庁舎）、
　　　　　　 西部総合県民局　（美馬庁舎、三好庁舎）
　　　　　　に設置し、全県展開
　　・H28：東京本部、関西本部
　　・H29：中央こども女性相談センター
　　・H30：自治研修センター へ拡大
３　「県庁・在宅勤務制度」の導入
　　・H27：対象者を育児中・介護中の職員として
　　　　　　実証実験を開始、30名が実施
　　・H28：対象者を全職員へ拡大し実証実験を展開
　　　　　　48名が実施
　　・H29：軽量のPC端末を追加導入し実証実験を展開
　　　　　　76名が実施
　　・H30：本格運用を開始

　上記の取組等により、勤務地から離れた場所でも業務を行うこ
とができ、時間の有効活用が図られるなど、職員の働き方改革を
後押しするための環境改善が進んだ。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　在宅勤務をはじめとするテレワークの更なる推進には、「情報
セキュリティへの対応」はもとより、「ペーパーレス化の推
進」、新しい働き方に対する「職場・職員の意識改革」が必要

＜H27～H30取組内容と進捗状況＞
・「創造的実行力」向上のための研修（専門能力向上研修の実
施，自治研修センターにおける研修の充実，新規採用職員研修で
の文化体験，防災士取得等の充実）
・広域的視野を持つ職員の育成研修（国等への職員派遣の推進，
広域職員研修の実施，四国各県との若手職員の相互派遣等）

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　職員の能力を最大限に引き出す資質向上を目指した研修の充実
を図る。

＜今後の取組方針＞
　テレワークのさらなる普及啓発
を図るべく、県内団体との連携
や、企業内における専門性、実践
性の高いテレワーカー（ＩＣＴ人
材）の養成等に努め、さらなるテ
レワーク導入企業の増加を目指
す。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●ワーク・ライフ・バランスの向
上や勤務形態の多様化に適切に対
応するため、全国屈指の光ブロー
ドバンド環境を活用し、テレワー
クの場として、企業の従業員や個
人テレワーカーが利用できる「テ
レワークセンター徳島」を設置
し、企業のテレワーク導入に向け
た施策を積極的に展開するととも
に、テレワーカー及びテレワーク
コーディネーターの養成を行うこ
とで、テレワークの普及を図りま
す。
＜商工＞

＜今後の取組方針＞
　今後も、テレワークの職員への
浸透・定着を図るため、更なる利
便性の向上や、会議のペーパーレ
ス化や「フリーアドレス制」の導
入拡大といった「県庁オフィス改
革」に取り組むとともに、国民運
動テレワーク・デイズに特別協力
団体として参画し、職場・職員の
意識改革を推進する。

＜今後の取組方針＞
　「地方創生の旗手」として，課
題解決の処方箋となる「とくしま
モデル」を構築することができる
職員を育成する。

商工 B

政策
経営

経営

A

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H29）

実績値
（H27）

実績値
（H28）

実績値
（H30）

工程（年度別事業計画）
番号 主要事業の概要・数値目標

68

69

70

7



②子育てしやすい職場環境づくり

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

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

推進 → → → →

○「はぐくみ支援企業」認証事業所数
　　㉕１７７事業所→R①２７０事業所 215

事業所
230

事業所
245

事業所
260

事業所
270

事業所
194

事業所
232

事業所
250

事業所
254

事業所
○

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

推進 → → → →

○イクボス研修の実施回数
　　㉕－→㉗～R①年間３回

3回 3回 3回 3回 3回 ３回 ４回 ６回 ３回 ◎

● 県内企業における労働力確保、仕事と子育ての
両立支援のため、施設設置アドバイザーのきめ
細かな支援による「企業主導型保育施設（事業
所内保育所）」の設置促進を図ります。
＜商工＞

推進 →

○施設設置アドバイザー活用による
　企業主導型保育施設設置数（累計）
　　㉕－→R①６施設

- - -
３

施設
６

施設
- - -

4
施設

◎

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
１．仕事と育児の両立を推進する企業等に対し、「推進アドバイ
ザー」を派遣
２．「はぐくみ支援企業」のうち優良な企業を表彰し、パネル展
を開催（３か所）
３．希望のあった企業（100社以上）への戸別訪問の実施
４．パンフレットによる周知
５．仕事と生活両立のための研修会の開催による周知啓発
６．認証企業に対して講演会や法改正等の行政情報を提供

＜数値目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
　「はぐくみ支援企業」認証制度のさらなる周知啓発

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　企業や団体の現役管理職、管理職候補者、経営者、人事担当者
などを対象にした「イクボス研修」を実施した。
　H27　3圏域ごと１回ずつ実施
　H28　出前講座として４回実施
　H29　出前講座４回、集合研修２回実施
　H30　出前講座３回
企業・団体の経営者や管理職の意識改革を促し、男性社員が家
事・育児に参加しやすい職場環境づくりに向けた動機付けができ
た。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

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

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　国の企業主導型保育事業制度に精通し、実際に企業主導型保育
施設の設置・運営に携わった経験を持つ「企業主導型保育施設設
置アドバイザー」を設置
　保育施設の設置を希望する企業等に対し、保育施設の設置・運
営に係る相談対応や、国への企業主導型保育施設事業の助成金申
請に対するサポートを実施

（H30実績）
１　保育施設の設置を希望した企業数：１２
２　上記１のうち国の企業主導型保育事業（助成金）申請に
　　至った企業数：８社
３　上記２のうち助成金の内示を受けた企業数：４社

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　国の企業主導型保育事業制度に関し、常に最新の情報を把握し
ておく必要がある。

＜今後の取組方針＞
　引き続きイクボス研修を実施す
る。

＜今後の取組方針＞
　施設設置アドバイザーによる、
きめ細かな相談体制を維持し、施
設設置促進に努めていく。

＜今後の取組方針＞
　「はぐくみ支援企業」のうち優
良な企業を表彰するとともに、パ
ネル展や取組事例集などを通じ
て、実例を紹介することにより、
企業と県民への周知・浸透を図
る。
　また、未認証である企業や業界
団体への制度説明等の強化によ
り、認証企業の拡大へとつなげ
る。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●働きやすい職場環境づくりを推
進するため、仕事と子育て等の両
立支援や女性の活躍の推進に積極
的な企業等を「はぐくみ支援企
業」として認証・表彰し、広く広
報することにより、企業等におけ
るワーク・ライフ・バランスの推
進や子育て支援の取組みを促進す
るとともに、認証企業等の増加に
向けて積極的な制度の周知啓発に
努めます。
＜商工＞
○「はぐくみ支援企業」認証事業
所数
　　㉕１７７事業所
　　　　→R①２８５事業所

商工

県民

商工

B

委員意見

A73

■「はぐくみ支援企業」認証事業所数
　：270事業所（177事業所）

■イクボス研修会の実施回数
　：年間３回（－）

■施設設置アドバイザー活用による
　企業主導型保育施設設置数（累計）
　：６施設（ー）

A

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
実績値

（H28）
実績値

（H29）
実績値

（H30）

工程（年度別事業計画）
番号 主要事業の概要・数値目標

72

71

8


