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は じ め に 

 

我が国においては、少子高齢化の急速な進展、雇用基盤の変化、家族の在り方の変容

など社会の構造が大きく変化しており、医療、介護、福祉、年金などの社会保障制度は、

多くの課題に直面しております。 

このため、今日、社会保障の各分野では、制度見直しに向けた取り組みが進められて

おります。 

四国厚生支局は、社会保障政策を推進する厚生労働省のブロック行政機関の一つとし

て、現在、香川本局と徳島、愛媛、高知をそれぞれ管轄する三つの事務所を設置し、医

療、健康福祉、年金、麻薬取締などの広範な行政サービスを展開しております。 

本書は、関係の皆様方に四国厚生支局の業務への理解を深めていただくため、平成２

８年度に当支局が実施した業務実績や関係資料を取りまとめたものです。 

四国厚生支局は、今後とも国民の健康と生活の質の向上のために、厚生労働省の政策

実施機関としての役割を全うすべく、常に「国民目線」に立って、行政サービスの向上、

業務の改善・効率化などに積極的に取り組んでまいります。 

 

 

平成２９年８月 

厚生労働省 四国厚生支局長 

                               鯨井 佳則 
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