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は じ め に 

 

四国厚生支局は、四国地域を管轄する厚生労働省のブロック行政機関として、社会保

障政策実施の国の事務を担当しています。支局職員一同、四国の実情を踏まえつつ、所

管事務の推進を通して、四国で暮らされている皆様の暮らしを支え、四国地域の経済社

会の発展に少しでも貢献していきたいと願っています。 

本書は、平成２６年度に当支局が実施した健康福祉、年金、医療、麻薬取締などの行

政サービスの業務実績や関係資料を取りまとめたものです。ご理解を深めていただく一

助となりましたら幸いに存じます。 

我が国の社会保障制度は、時代の挑戦を受けて、その持続可能性が問われ、また、機

能の弱体化も指摘されています。それらの課題の解決のため、社会保障と税の一体改革

が進められており、様々な制度改正が順次、実施に移されています。地域という視点で

見れば、人口減少を跳ね返し、地方創生を実現することが最重要課題です。厚労省とし

ても、まち、ひと、しごと創生のサポートに取り組み、地域を元気にしたいと願ってお

りますが、中でも喫緊の課題は、誰もが安心して地域で暮らし続けることのできる「地

域包括ケア」の構築です。当支局といたしましても、制度改正の施行・周知、地域包括

ケアの構築に向けた支援を含め、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み、自らに課せられた役割を全うしたいと考えてお

ります。引き続きのご支援ご協力をお願いする次第です。 

平成２７年９月 

厚生労働省 四国厚生支局長 

                                野口 尚 
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