
頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

1

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

Ⅱ　基本姿勢
（１）「総合戦略」の位置づけ
・「まち・ひと・しごと創生法」第９条に基づき、「とくしま人
口ビジョン」で描く将来展望に向け、人口減少の克服と持続可能
な地域づくりに向けた、今後５か年（H27～H31年度）の施策の方
向性を位置づける計画とする。

Ⅱ　基本姿勢
（１）「総合戦略」の位置づけ
・「まち・ひと・しごと創生法」第９条に基づき、「とくしま人
口ビジョン」で描く将来展望に向け、人口減少の克服と持続可能
な地域づくりに向けた、平成27年度から５か年（H27～H31年度）
の施策の方向性を位置づける計画とする。

政策

2

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

Ⅲ　基本目標
徳島と東京が「一対」となり、「地方創生」、ひいては「日本創
生」の実現を目指す・・・

Ⅲ　基本目標
徳島と東京が「一対」となり、「地方創生」、ひいては「日本創
成」の実現を目指す・・・

政策

5

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

【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
・移住交流の支援体制を強化するため、移住情報をタイムリーに
発信する「移住ポータルサイト」の開設や、移住相談やしごと情
報の提供を一元的に行う「移住コンシェルジュ」を配置した「と
くしま移住交流促進センター」を平成２７年度に設置する。

【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
・「とくしま回帰」を加速するため、「とくしま移住交流促進セ
ンター」や「住んでみんで徳島で！移住相談センター」に「移住
コンシェルジュ」を配置し、移住に関するきめ細かな相談対応を
行うとともに、「移住ポータルサイト」による情報発信を推進す
る。

政策

6

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）を追加

【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
（中略）
　さらに、若者にターゲットを絞った戦略的な移住・定住対策を
推進するため、県及び市町連携による「『四国の右下』若者創生
協議会」を設置する。
・都市との交流やをはじめ、移住・定住による農山漁村の活性化
につなげるため、農山漁村の仕事・暮らし体験の実施や短期滞在
型施設の整備の支援など、体験フィールドや豊かな食文化を活用
した魅力ある農山漁村づくりを進める。
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
（■追加）

【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
（中略）
　さらに、県及び市町連携による「『四国の右下』若者創生協議
会」を設立し、若者にターゲットを絞った戦略的な移住・定住対
策を推進する。
・都市との交流やインバウンドの受入れをはじめ、移住・定住に
よる農山漁村の活性化につなげるため、訴求力のある農山漁村の
仕事・暮らし体験の実施、農山漁村の魅力発信や短期滞在型施設
の整備の支援など、体験フィールドや豊かな食文化を活用した魅
力ある農山漁村づくりを進める。
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
■移住希望者に対する「新たな雇用枠」の創設：H28創設（－）

政策
農林
南部
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頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

6

（具体的な事業）を追加 【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
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・とくしまで「住む」「働く」「繋がる」集落再生事業（H27当
初）
（中略）
（・追加）

【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
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・とくしまで「住む」「働く」「繋がる」集落再生事業（H27当
初、H28当初予定）
（中略）
・「とくしま空の道」ネットワーク育成強化事業（H27.6月補正）
・「住んでみんで徳島で！移住相談センター」設置事業（H27.9月
補正）
・日本創生のための将来世代応援知事同盟共同事業（H27.9月補
正）
・住んでみんで徳島で！とくしま回帰促進事業（H27.2月補正予
定）
・「とくしま回帰」住宅対策総合推進事業（H27.2月補正予定、
H28当初予定）
・「四国の右下」移住・定住促進事業（H27.2月補正予定）
・インバウンドとくしま農山漁村魅力体験事業（H27.2月補正予
定、H28当初予定）
・「とくしま回帰人材」活用事業（H28当初予定）

政策
農林
県土
南部

6,7

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

（具体的な事業）を追加

【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
②多様な人材環流
・本県ゆかりの高齢者の移住を促進するため、高齢者用相談窓口
の設置、高齢者向け移住フェア等において、首都圏エリアの移住
希望高齢者等へのＰＲを強化する。
 特に、「住所地特例制度」の適用対象の拡大実現等により「徳島
型ＣＣＲＣ」の構築を図る。
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・とくしまジョブステーション運営費（H27当初）
(・追加）

【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
②多様な人材環流
・本県ゆかりの高齢者の移住を促進するため、高齢者用相談窓口
の設置、高齢者向け移住フェア等において、首都圏エリアの移住
希望高齢者等へのＰＲを強化する。
 また、本県における「生涯活躍のまち（日本版CCRC）」構想を推
進するため、「住所地特例制度」の適用対象の拡大を求めるなど
受入れやすい環境の整備を図るとともに、各地域の取組みを支援
する。
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・とくしまジョブステーション運営費（H27当初、H28当初予定）
・徳島型ＣＣＲＣ構築推進事業（H27.9月補正）
・プロフェッショナル人材戦略拠点事業（H27.9月補正、H27.2月
補正予定、H28当初予定）
・「ゆかりの徳島」回帰推進事業（H28当初予定）

保健
商工
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頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

7

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

目標の上方修正

【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
③農林水産業にチャレンジする新規就業者の拡大
＜農業＞
・新たな農業ビジネスにチャレンジする人材を確保するため、農
業系コースを持つ専門高校、農業大学校、徳島大学「生物資源産
業学部（仮称）」、・・・
（中略）
＜林業＞
・県産材の増産を図る「新次元林業プロジェクト」により、新た
な雇用創出や若者の定住化を図るため、即戦力となる林業技術者
を育成する「とくしま林業アカデミー（仮称）」を平成２８年度
に開講する。
・豊富な森林資源の利用と森林の適正な管理を担う人材の育成・
確保を図るため、県有林を活用し、次代を担う高校生や大学生等
の体験林「フォレストキャンパス（仮称）」を創設する。
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■農林水産業新規就業者数（５か年の累計）：1,130人（149人）

【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
③農林水産業にチャレンジする新規就業者の拡大
＜農業＞
・新たな農業ビジネスにチャレンジする人材を確保するため、農
業系コースを持つ専門高校、農業大学校、徳島大学「生物資源産
業学部」、・・・
（中略）
＜林業＞
・県産材の増産を図る「新次元林業プロジェクト」により、新た
な雇用創出や若者の定住化を図るため、即戦力となる林業技術者
を育成する「とくしま林業アカデミー」を平成２８年度に開講す
る。
・豊富な森林資源の利用と森林の適正な管理を担う人材の育成・
確保を図るため、県有林を活用し、次代を担う高校生や大学生等
の体験林「フォレストキャンパス」を創設する。
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■農林水産業新規就業者数（５か年の累計）：1,150人（149人）

農林

8

（具体的な事業）を追加 【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
③農林水産業にチャレンジする新規就業者の拡大
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・新規就農総合支援事業（H27当初）
（中略）
（・追加）
（イ）「とくしま回帰」を呼び込む拠点機能の強化
①企業の本社機能の誘致
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・企業立地促進事業費補助金（H27当初）
（・追加）

【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
③農林水産業にチャレンジする新規就業者の拡大
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・新規就農総合支援事業（H27当初、H28当初予定）
（中略）
・農業人材キャリアアップ推進事業（H27.2月補正予定、H28当初
予定）
・漁業担い手確保・育成トータルサポート事業（H27.2月補正予
定）
・きゅうりタウン構想推進事業（H27.2月補正予定）
・主伐スペシャリスト育成事業（H28当初予定）
・森の営業マン支援事業（H28当初予定）
・「山武者」による林業の魅力“発進”事業（H28当初予定）
・漁業就業マッチング強化事業（ゼロ予算）
（イ）「とくしま回帰」を呼び込む拠点機能の強化
①企業の本社機能の誘致
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・企業立地促進事業費補助金（H27当初、H28当初予定）
・「とくしま回帰」企業立地推進事業（H27.2月補正予定）

商工
農林
南部
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頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

8

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

（具体的な事業）を追加

【基本目標１】新しい人の流れづくり
（イ）「とくしま回帰」を呼び込む拠点機能の強化
②政府関係機関の地方移転に挑戦
（中略）
・誘致に当たっては、次のような本県の強みを発揮できる分野を
念頭に置き、検討を進め、「地方創生」ひいては「日本の創生」
につながる移転の実現を目指す。
（中略）
ⅳ　平成２８年度に創設される徳島大学「生物資源産業学部（仮
称）」と連携した「アグリサイエンスゾーン」の構築
（中略）
（具体的な事業）
（・追加）

【基本目標１】新しい人の流れづくり
（イ）「とくしま回帰」を呼び込む拠点機能の強化
②政府関係機関の地方移転に挑戦
（中略）
・誘致に当たっては、次のような本県の強みを発揮できる分野を
念頭に置き、検討を進め、「地方創生」ひいては「日本の創成」
につながる移転の実現を目指す。
（中略）
ⅳ　平成２８年度に創設される徳島大学「生物資源産業学部」と
連携した「アグリサイエンスゾーン」の構築
（中略）
（具体的な事業）
・政府関係機関徳島移転調整費（H27.2月補正予定、H28当初予
定）
・消費者庁等移転実施計画策定事業（H28当初予定）

危機
政策
農林

9

地方創生の加速に向けた新たな
取組みを追加

目標の上方修正

主な重要業績評価指標（ＫＰ
Ｉ）を追加

（具体的な事業）を追加

【基本目標１】新しい人の流れづくり
（イ）「とくしま回帰」を呼び込む拠点機能の強化
③サテライトオフィスのさらなる展開
（中略）
（・追加）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■集落再生につながる取組みの創出事例数（５か年の累計）：15
事例（－）
（中略）
（■追加）
（具体的な事業）
・サテライトオフィスおもてなし推進事業（H26.2月補正）
・とくしまで「住む」「働く」「繋がる」集落再生事業（H27当
初）
（・追加）

【基本目標１】新しい人の流れづくり
（イ）「とくしま回帰」を呼び込む拠点機能の強化
③サテライトオフィスのさらなる展開
（中略）
・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す
る。
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■集落再生につながる取組みの創出事例数（５か年の累計）：22
事例（－）
（中略）
■とくしま新未来「創造」オフィスとの連携団体数：４０団体
（－）
（具体的な事業）
・サテライトオフィスおもてなし推進事業（H26.2月補正、H27.2
月補正予定）
・とくしまで「住む」「働く」「繋がる」集落再生事業（H27当
初、H28当初予定）
・新とくしま集落再生プロジェクト推進事業（H27.2月補正予定）
・「とくしま回帰」推進支援交付金（H27.2月補正予定）
・「四国の右下」ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ誘致拡大事業（H27.2月補正予定）
・新未来創造実践型フィールドワーク事業（H28当初予定）

政策
経営
南部

kanrisya
タイプライタ
-4-
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（具体的な事業）を追加

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

（具体的な事業）を追加

【基本目標１】新しい人の流れづくり
（ウ）若者の「とくしま回帰」を生み出す大学等の活性化
①大学と地域の連携による「知のフィールド」の拡大
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・県南地域づくりキャンパス事業（H27当初）
（・追加）
②若者の地元定着促進
・若者の地元定着を促進するため、経済団体や企業等と連携し
て、大学生等を対象にした「地元就職促進・奨学金返還支援制
度」を平成２７年度に創設し、県内企業に一定期間就業した際に
奨学金の返還を支援する。
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
（・追加）

【基本目標１】新しい人の流れづくり
（ウ）若者の「とくしま回帰」を生み出す大学等の活性化
①大学と地域の連携による「知のフィールド」の拡大
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・県南地域づくりキャンパス事業（H27当初、H28当初予定）
・大学連携・地域の元気創出支援事業（H27.2月補正）
②若者の地元定着促進
・若者の地元定着を促進するとともに、産業人材の確保による雇
用創出を図るため、経済団体や企業等と連携して、大学生等を対
象にした「徳島県奨学金返還支援制度」を平成２７年度に創設
し、県内企業に一定期間就業した際に奨学金の返還を支援する。
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業（H27.12月補正）
・インターンシップ等促進事業（H27.2月補正予定）

政策

11

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

【基本目標２】地域における仕事づくり
《基本的方向》
（中略）
○もうかる農林水産業の実現に向け、徳島大学「生物資源産業学
部（仮称）」の創設を起爆剤に、・・・

【基本目標２】地域における仕事づくり
《基本的方向》
（中略）
○もうかる農林水産業の実現に向け、徳島大学「生物資源産業学
部」の創設を起爆剤に、・・・

農林

12,13

（具体的な事業）を追加 【基本目標２】地域における仕事づくり
（ア）地域産業の未来に向けた競争力の強化
①「２つの光＋α」がリードする地域イノベーションの加速
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・情報通信関連産業立地促進費補助金（H27当初）
・ＬＥＤ応用製品普及加速化事業（H27当初）
（中略）
・ロボット関連産業創出モデル事業（H27.6月補正）
（中略）
・徳島クリエイティブ産業育成プロジェクト事業（H27.6月補正）
（中略）
（・追加）

【基本目標２】地域における仕事づくり
（ア）地域産業の未来に向けた競争力の強化
①「２つの光＋α」がリードする地域イノベーションの加速
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・情報通信関連産業立地促進費補助金（H27当初、H28当初予定）
・ＬＥＤ応用製品普及加速化事業（H27当初、H28当初予定）
（中略）
・ロボット関連産業創出モデル事業（H27.6月補正、H28当初予
定）
（中略）
・徳島クリエイティブ産業育成プロジェクト事業（H27.6月補正、
H27.2月補正予定）
（中略）
・ＬＥＤバレイ徳島・ワールドステージ推進事業（H27.2月補正予
定、H28当初予定）
・徳島型ヘルスケア産業創出モデル事業（H28当初予定）
・高機能素材関連産業創出モデル事業（H28当初予定）

商工
西部

kanrisya
タイプライタ
-5-



頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

13

（具体的な事業）を追加 【基本目標２】地域における仕事づくり
（ア）地域産業の未来に向けた競争力の強化
②企業の成長ステージに応じた切れ目のない支援
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・にし阿波・地域連携ビジネス創出支援事業（H26.2月補正）
・創業促進・あったかビジネス支援事業（H27当初）
・ものづくり産業「創造力」総合支援事業（H27当初）
・「とくしま県産品振興戦略」推進事業（H27当初）
・世界へ飛躍！県内企業グローバル展開支援事業（H27当初、
H27.6月補正）
・とくしま経営塾「平成長久館」事業（H27当初）
（中略）
（・追加）

【基本目標２】地域における仕事づくり
（ア）地域産業の未来に向けた競争力の強化
②企業の成長ステージに応じた切れ目のない支援
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・にし阿波・地域連携ビジネス創出支援事業（H26.2月補正、H28
当初予定）
・創業促進・あったかビジネス支援事業（H27当初、H28当初予
定）
・ものづくり産業「創造力」総合支援事業（H27当初、H28当初予
定）
・「とくしま県産品振興戦略」推進事業（H27当初、H27.2月補正
予定、H28当初予定）
・世界へ飛躍！県内企業グローバル展開支援事業（H27当初、
H27.6月補正、H28当初予定）
・とくしま経営塾「平成長久館」事業（H27当初、H28当初予定）
（中略）
・ハイレベル企業強化支援事業（H27.2月補正予定）
・中小企業の「稼ぐ力」サポート事業（H28当初予定）

商工
西部

14

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

地方創生の加速に向けた新たな
取組みを追加

【基本目標２】地域における仕事づくり
（ア）地域産業の未来に向けた競争力の強化
③もうかる農林水産業の推進
（中略）
・農林水産業の成長産業化を支える技術開発や人材育成を推進す
るため、新たに創設される徳島大学「生物資源産業学部（仮
称）」をはじめとする高等教育機関や・・・
（中略）
（・追加）
＜農業＞
（中略）
・新規就農者を含む担い手への農地集積の加速化を図るため、農
地中間管理機構を活用した「徳島版農地集積モデル」を構築す
る。

【基本目標２】地域における仕事づくり
（ア）地域産業の未来に向けた競争力の強化
③もうかる農林水産業の推進
（中略）
・農林水産業の成長産業化を支える技術開発や人材育成を推進す
るため、新たに創設される徳島大学「生物資源産業学部」をはじ
めとする高等教育機関や・・・
（中略）
・「若い世代が意欲的に取り組める農林水産業」を実現するた
め、農道や林道等をネットワークとして一体的な生産基盤の整備
に取り組み、経営の効率化、生活利便性の向上等を行い、都市と
農山漁村地域の交流促進による地域活性化を推進する。
・大筋合意に至ったＴＰＰについて、「徳島県ＴＰＰ対応基本戦
略」に基づき、本県農林水産業の「強み」を活かした「攻め」の
対策と、小規模経営体・産地の維持に向けた「守り」の対策を推
進する。
＜農業＞
（中略）
・新規就農者を含む担い手への農地集積の加速化を図るため、基
盤整備の実施や農地中間管理機構を活用した「徳島版農地集積モ
デル」の構築により、効率的な農地利用を促進する。

農林

kanrisya
タイプライタ
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頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

14,15,16

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

（具体的な事業）を追加

【基本目標２】地域における仕事づくり
（ア）地域産業の未来に向けた競争力の強化
③もうかる農林水産業の推進
（中略）
＜林業＞
・県産材の生産量・消費量の拡大を図るため、川上では、本県の
地形に適した主伐生産システムの構築や先進林業機械の導入に加
え、新規事業体の起業を促進するための「林業機械サポートセン
ター（仮称）」を創設し、川下では、建築分野とするための「林
業機械サポートセンター（仮称）」を創設し、川下では、建築分
野と連携した「木造建築学校」の開講や、県内各地での「すぎの
子木育広場」の設置を推進する。
＜水産業＞
・生産性・収益性の高い「もうかる水産業」の実現を図るため、
本県の海域特性を踏まえて策定する「とくしま水産創生ビジョン
（仮称）」に基づき、・・・
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・規模拡大による「もうかる農業」サポート事業（H27当初）
（中略）
・「阿波とん豚」増産体制強化事業（H27当初）
（中略）
（・追加）

【基本目標２】地域における仕事づくり
（ア）地域産業の未来に向けた競争力の強化
③もうかる農林水産業の推進
（中略）
＜林業＞
・県産材の生産量・消費量の拡大を図るため、川上では、本県の
地形に適した主伐生産システムの構築や先進林業機械の導入に加
え、新規事業体の起業を促進するための「とくしま林業機械サ
ポートセンター」を創設し、川下では、建築分野と連携した「木
造建築学校」の開講や、県内各地での「すぎの子木育広場」の設
置を推進する。
＜水産業＞
・生産性・収益性の高い「もうかる水産業」の実現を図るため、
本県の海域特性を踏まえて策定する「とくしま水産創生ビジョ
ン」に基づき、・・・
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・規模拡大による「もうかる農業」サポート事業（H27当初、H28
当初予定）
（中略）
・「阿波とん豚」増産体制強化事業（H27当初、H28当初予定）
（中略）
・農林水産オープンイノベーション推進事業（H28当初予定）
・ｖｓ東京！「とくしまブランドギャラリー（仮称）」開設事業
（H28当初予定）
・とくしまブランド推進機構発進事業（H28当初予定）
・チャレンジ産地構造改革事業（H28当初予定）
・明日の畜産後継者！技術向上ﾌﾟﾗｽﾜﾝ事業（H28当初予定）
・民間活力導入による新養殖品種創出事業（H28当初予定）
・広域営農団地農道整備事業（H28当初予定）
・森林基盤整備事業（H28当初予定）

農林

kanrisya
タイプライタ
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頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

地方創生の加速に向けた新たな
取組みを追加

主な重要業績評価指標（ＫＰ
Ｉ）を追加

【基本目標２】地域における仕事づくり
（ア）地域産業の未来に向けた競争力の強化
④６次産業化・とくしまブランド海外展開の推進
（中略）
・新たに創設される徳島大学「生物資源産業学部（仮称）」と連
携した人材育成、・・・
（中略）
・本県の農林水産物等の輸出倍増・海外展開を図るため、「とく
しま農林水産物等海外輸出戦略」に基づき、プロモーションの強
化や、相手国の輸出条件への対応、海外での「とくしま食材」の
普及を推進する。さらには、「阿波地美栄（ジビエ）」を含め
た・・・
（・追加）
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
（■追加）
（中略）

【基本目標２】地域における仕事づくり
（ア）地域産業の未来に向けた競争力の強化
④６次産業化・とくしまブランド海外展開の推進
（中略）
・新たに創設される徳島大学「生物資源産業学部」と連携した人材育
成、・・・
（中略）
・ＴＰＰによる対日関税の削減・撤廃を好機と捉え、本県の農林水産物等
の輸出倍増・海外展開を図るため、「とくしま農林水産物等海外輸出戦
略」に基づき、プロモーションの強化や、相手国の輸出条件への対応、海
外での「とくしま食材」の普及を推進する。さらには、「阿波地美栄（あわじ
びえ）」を含めた・・・
・阿波地美栄の販路拡大、海外展開を視野に入れた情報発信等による
観光客・インバウンドの誘客を促進し、新たな地域資源として育成する。
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
■「阿波地美栄」取扱店舗数（累計）：２３店舗（５店舗）
（中略）

（具体的な事業）を追加 （具体的な事業）
（中略）
（・追加）

（具体的な事業）
（中略）
・６次産業化実践教育による地域ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ人材育成事業（H27.2月補
正予定）
・「売れる商品づくり」トータル支援事業（H28当初予定）
・ターゲット特性に応じた農林水産物等輸出拡大戦略事業（H27.2月補正
予定、H28当初予定）
・とくしま輸出ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ構築強化事業（H27.2月補正予定）
・海外スポークスマン魅力発信事業（H27.2月補正予定）
・「ＴＰＰ対象国」攻略・輸出チャレンジ事業（H27.2月補正予定）
・現地食文化への「県産食材の融合」実証事業（H27.2月補正予定）
・徳島から発信！「ハラール」展開事業（H27.2月補正予定、H28当初予
定）
・世界を目指す！とくしま安2ＧＡＰ・有機農産物促進事業（H27.2月補正
予定）
・世界を魅了！「阿波地美栄」推進事業（H27.2月補正予定）
・徳島すぎ輸出開拓加速化事業（H27.2月補正予定）
・木頭ゆず輸出体制強化事業（H27.2月補正予定）

農林
南部
教育

16,17



頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

18,19

（具体的な事業）を追加 【基本目標２】地域における仕事づくり
（イ）戦略的な観光誘客の推進
①「訪日外国人2000万人時代」に向けた取組み
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・国際スポーツ大会キャンプ地等誘致推進事業（H27当初）
・「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進事業（H27当初）
・コンベンション誘致促進事業（H27当初）
・外国人観光客倍増推進事業（H27当初）
（中略）
・ｖｓ東京「おどる宝島！とくしま」キャンペーン事業（H27.6月
補正）

【基本目標２】地域における仕事づくり
（イ）戦略的な観光誘客の推進
①「訪日外国人2000万人時代」に向けた取組み
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・国際スポーツ大会キャンプ地等誘致推進事業（H27当初、H28当
初予定）
・「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進事業（H27当初、H28当初予
定）
・コンベンション誘致促進事業（H27当初、H28当初予定）
・外国人観光客倍増推進事業（H27当初、H28当初予定）
（中略）
・ｖｓ東京「おどる宝島！とくしま」キャンペーン事業（H27.6月
補正、H28当初予定）

政策
県民
商工

19

（具体的な事業）を追加 【基本目標２】地域における仕事づくり
（イ）戦略的な観光誘客の推進
①「訪日外国人2000万人時代」に向けた取組み
（具体的な事業）
（中略）
（・追加）

【基本目標２】地域における仕事づくり
（イ）戦略的な観光誘客の推進
①「訪日外国人2000万人時代」に向けた取組み
（具体的な事業）
（中略）
・ワールドワイド インバウンド推進事業（H27.2月補正予定）
・「地方創生」クルーズ客船誘致・おもてなし事業（H27.2月補正
予定）
・もっと便利に！公共交通情報ｻｰﾋﾞｽ向上事業（H27.2月補正予
定）
・「四国の右下」観光誘客チャレンジ事業（H27.2月補正予定）
・にし阿波観光地域づくり強化事業（H27.2月補正予定）
・“よってみんで県庁”県民サロン（仮称）創設事業（H27.2月補
正予定、H28当初予定）
・「おどる宝島！とくしま」ＤＣ推進事業（H27.2月補正予定、
H28当初予定）
・徳島阿波おどり空港機能強化事業（H28当初予定）
・３大国際ｽﾎﾟｰﾂ大会「ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｶﾞｼｰ創出」事業（H28当初予定）
・「とくしま“歓喜の歌”ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」推進事業（H28当初予定）
・あわ文化プログラム推進事業（H28当初予定）
・「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化促進事業（H28当初
予定）

県民
商工
県土
南部
西部
監察

kanrisya
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頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

19,20

地方創生の加速に向けた新たな
取組みを追加

主な重要業績評価指標（ＫＰ
Ｉ）を追加

（具体的な事業）を追加

【基本目標２】地域における仕事づくり
（イ）戦略的な観光誘客の推進
②「ひと」が集う大規模イベントの拡大
（中略）
（・追加）
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
（■追加）
（具体的な事業）
（中略）
・とくしまマラソン支援事業（H27当初）
・とくしまアニメジャック事業（H27当初、H27.6月補正）
（中略）
・ｖｓ東京とくしまにぎわい戦略事業（H27.6月補正）
（中略）
（・追加）

【基本目標２】地域における仕事づくり
（イ）戦略的な観光誘客の推進
②「ひと」が集う大規模イベントの拡大
（中略）
・地域の資源を活用し、先端技術・科学やアートによる賑わいを
生み出すため、デジタルアート、日本科学未来館の監修による科
学展、ドローンの活用等が体験できる「スマート回廊」を創設
し、地域と共にイベントを展開する。
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
■「スマート回廊」年間体験者数：延べ8,000人（－）
（具体的な事業）
（中略）
・とくしまマラソン支援事業（H27当初、H28当初予定）
・とくしまアニメジャック事業（H27当初、H27.6月補正、H28当初
予定）
（中略）
・ｖｓ東京とくしまにぎわい戦略事業（H27.6月補正、H28当初予
定）
（中略）
・「ｖｓ東京」実践事業 SECOND STAGE（H27.2月補正予定）
・秋の阿波おどりステップアップ事業（H27.2月補正予定）
・「マチ★アソビ」海外情報発信事業（H27.2月補正予定）
・とくしまマラソン・ランナーズパラダイス事業（H28当初予定）
・スマート回廊地域創造事業（H28当初予定）
・「とくしま“歓喜の歌”ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」推進事業（H28当初予定）

政策
県民
商工
企業

kanrisya
タイプライタ
-10-



頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

20

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

（具体的な事業）を追加

【基本目標２】地域における仕事づくり
（ウ）地域産業の飛躍を支える人づくり
①次代を支え未来を拓く産業人材の育成
・科学技術の未来を切り拓く人材を育成するため、平成２８年度
に県内外の大学生等が、県内の高校生と一緒に学び、科学の素養
を磨く、「科学技術アカデミー（仮称）」を創設するとともに、
県内の小中学生へ体験型の科学の出前講座などを実施する「体験
型講座『科学技術Ｊｒ．アカデミー（仮称）』」を開講する。
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・地域グローカル人材育成事業（H27当初）
（・追加）

【基本目標２】地域における仕事づくり
（ウ）地域産業の飛躍を支える人づくり
①次代を支え未来を拓く産業人材の育成
・科学技術の未来を切り拓く人材を育成するため、平成２８年度
に県内外の大学生等が、県内の高校生と一緒に学び、科学の素養
を磨く、「科学技術アカデミー（仮称）」を創設するとともに、
県内の小中学生へ体験型の科学の出前講座などを実施する「体験
型講座『科学技術Ｊｒ．アカデミー（仮称）』」を開講する。
また、自然エネルギーや先端技術・科学、アートを体験する「ス
マート回廊」を創設し、小中学生の技術者・研究者に対する夢や
志を育む。
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・地域グローカル人材育成事業（H27当初、H28当初予定）
・とくしま科学技術アカデミー開講事業（H27.2月補正予定）
・テクノスクール・デュアル訓練事業（H27.2月補正予定）
・スマート回廊地域創造事業（H28当初予定）
・あわ文化プログラム推進事業（H28当初予定）

政策
商工
企業

21

地方創生の加速に向けた新たな
取組みを追加

主な重要業績評価指標（ＫＰ
Ｉ）を追加

（具体的な事業）を追加

【基本目標２】地域における仕事づくり
（ウ）地域産業の飛躍を支える人づくり
②地域を支える産業人材の育成
（中略）
（・追加）
（中略）
（・追加）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
（■追加）
（具体的な事業）
（中略）
・徳島版マイスター制度創設事業（H27.6月補正）
（・追加）

【基本目標２】地域における仕事づくり
（ウ）地域産業の飛躍を支える人づくり
②地域を支える産業人材の育成
（中略）
・高齢化の進行に伴い、今後必要となる介護サービスの提供体制
を整えるため、介護職員等福祉分野における雇用の創出を行う。
（中略）
・建設産業の担い手確保・育成に向け、建設産業の魅力発信を行
うとともに、若年者や女性雇用の取組みを拡充することにより建
設業への入職の促進を図る。また、就業者の定着を図るため、技
術者等のための研修や経営基盤強化のためのセミナー等を開催す
る。
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
■介護保険サービス事業所（居宅）従事者数：11,300人（8,797
人）
（具体的な事業）
（中略）
・徳島版マイスター制度創設事業（H27.6月補正、H27.2月補正予
定）
・地域創生人材育成事業（H27.9月補正、H28当初予定）
・ものづくり人材育成強化事業（H27.2月補正予定、H28当初予
定）
・建設産業「未来発信！」事業（H27.2月補正予定）

保健
商工
県土

kanrisya
タイプライタ
-11-



頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

22

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

（具体的な事業）を追加

【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
・効果的な出会いや交流の場を創設するため、希望しつつも、出
会いの機会が少ない独身男女に対して、「徳島企業・団体婚活支
援ネットワークセンター」と「きらめき縁結び応援団」が連携し
て、出会いイベント情報の提供を行うとともに、出会いの機会づ
くりを支援する。
（・追加）
・未婚化・晩婚化の進行に歯止めをかけ、地域の活性化を図るた
め、市町村等が実施する地域の実情に即した創意 工夫あふれる婚
活事業を支援する。
・若者の出会いの機会を増やし結婚を支援するため、独身 男女に
出会いの場の提供等の結婚支援を行う「きらめき 縁結び応援団」
を対象とした研修会等を実施し、地域で核となる人材の育成を図
る。
・独身男女を募り、結婚・出産・子育て等、自らのライフプラン
を考え、徳島での生活の質の向上について語り合う「独身男女の
ライフプランセミナー」を開催する。

【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
・結婚を希望する独身者に対し、「とくしま結婚支援セン
ター（仮称）」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する。
・独身従業員の結婚を応援しようとする企業・団体による「徳島
企業・団体婚活支援ネットワーク」において、独身従業員の出逢
いの場を創出する。
・未婚化・晩婚化の進行に歯止めをかけ、地域の活性化を
図るため、市町村等と連携して、地域の実情に応じた結
婚支援を推進する。
・独身男女を対象に、結婚・出産・子育て等、自らのライフプラ
ンを考えるセミナーや結婚に役立つセミナーを開催する。

県民

23

主な重要業績評価指標（ＫＰ
Ｉ）を追加

（具体的な事業）を追加

【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
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■男女の出会いの場等への参加者数（年間）：7,000人（6,858
人）
（■追加）
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
（・追加）

【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
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■「とくしま結婚支援センター（仮称）」が管理する男女の出会
いの場等への参加者数（年間）：2,000人（ー）
■男女の出逢いの場等におけるカップル成立数：
200組（ー）
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・とくしま結婚支援プロジェクト（H28当初予定）
・地域少子化対策強化事業（H28当初予定）
・ライフプラン推進事業（H28当初予定）

県民

kanrisya
タイプライタ
-12-



頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

23,24

（具体的な事業）を追加

地方創生の加速に向けた新たな
取組みを追加

【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
②出産・子育てを応援する
・多子世帯における経済的負担を軽減するため、１８歳未満の子
どもが３人以上いる世帯において、第３子以降の子どもに係る保
育所、認定こども園及び幼稚園に係る保育料について、高所得世
帯を除き無料化する。
（・追加）
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
（■追加）
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・阿波っ子はぐくみ保育料助成事業（H27.6月補正）
（・追加）

【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
②出産・子育てを応援する
・多子世帯における経済的負担を軽減するため、１８歳未満の子
どもが３人以上いる世帯において、第３子以降の子どもに係る保
育所、認定こども園及び幼稚園に係る保育料について、無料化に
取り組む市町村を支援する。
・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に係
る放課後児童クラブ利用料について、無料化に取り組む市町村を
支援する。
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
■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
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・阿波っ子はぐくみ保育料助成事業（H27.6月補正、H28当初予
定）
・子ども・子育て支援新制度推進交付金事業
                   （H27.6月補正、H28当初予定）
・こうのとり応援事業（H27.2月補正予定、H28当初予定）

県民

24,25

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

（具体的な事業）を追加

【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
③世代を超え地域で支える子育て社会の実現
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・放課後子ども総合プラン推進事業（H27当初）
・保育人材確保等推進事業（H27当初）
（・追加）
・子ども・子育て支援新制度推進交付金事業（H27.6月補正）
・シニア子育てサポーター支援事業（H27.6月補正）
（中略）
（・追加）

【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
③世代を超え地域で支える子育て社会の実現
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・放課後子ども総合プラン推進事業
　　　　　　　　　　　　　　（H27当初、H28当初予定）
・保育人材確保等推進事業（H27当初、H28当初予定）
・保育士修学資金等貸付事業（H28当初予定）
・子ども・子育て支援新制度推進交付金事業
　　　　　　　　　　　　（H27.6月補正、H28当初予定）
・シニア子育てサポーター支援事業
                      　（H27.6月補正、H28当初予定）
（中略）
・保育所整備事業費補助金（H27.9月補正、H28当初予定）
・認定こども園整備事業費補助金
　　　　　　　　　　　　（H27.9月補正、H28当初予定）

県民

kanrisya
タイプライタ
-13-



頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

25

（表現等の精査）

（具体的な事業）を追加

【基本目標３】結婚・出産・子育ての環境づくり
（イ）若い世代の正規雇用のさらなる拡大
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
■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%）
（具体的な事業）
（中略）
（・追加）

【基本目標３】結婚・出産・子育ての環境づくり
（イ）若い世代の正規雇用のさらなる拡大
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
■高校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%）
（具体的な事業）
（中略）
・未来へつなぐ「キャリア教育」推進プロジェクト（H28当初予
定）

教育

26,27

地方創生の加速に向けた新たな
取組みを追加

主な重要業績評価指標（ＫＰ
Ｉ）を追加

（具体的な事業）を追加

【基本目標３】結婚・出産・子育ての環境づくり
（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
（中略）
（・追加）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
（■追加）
（具体的な事業）
（中略）
（・追加）
②子育てしやすい職場環境づくり
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・女性の力で経済飛躍推進事業（H27.6月補正）

【基本目標３】結婚・出産・子育ての環境づくり
（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
（中略）
・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「新たな働き方」の実践フィールドとして「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する。
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
■とくしま新未来「創造」オフィスの展開：推進（－）
（具体的な事業）
（中略）
・テレワーク普及促進事業（H27.2月補正予定、H28当初予定）
・サテライトオフィス型テレワーク推進事業（H27.2月補正予定）
・新未来創造実践型フィールドワーク事業（H28当初予定）
②子育てしやすい職場環境づくり
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・女性の力で経済飛躍推進事業（H27.6月補正、H28当初予定）

経営
県民
商工

28

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
《基本的方向》
（中略）
○「日本の創生」につながる「課題解決先進県・徳島」からの処
方箋として、・・・

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
《基本的方向》
（中略）
○「日本の創成」につながる「課題解決先進県・徳島」からの処
方箋として、・・・

政策

kanrisya
タイプライタ
-14-



頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

29

目標の上方修正

（具体的な事業）を追加

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（ア）課題解決先進地域づくりの加速
①市町村の課題解決支援
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
■地方創生につながる取組みの創出事例数（５か年の累計）：45
事例（－）
（具体的な事業）
（中略）
（・追加）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（ア）課題解決先進地域づくりの加速
①市町村の課題解決支援
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
■地方創生につながる取組みの創出事例数（５か年の累計）：51
事例（－）
（具体的な事業）
（中略）
・「とくしま回帰」推進支援交付金（H27.2月補正予定）

政策

29

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（ア）課題解決先進地域づくりの加速
②「知恵は地方にあり」の具現化
・徳島発の政策提言が「課題解決先進県・徳島」からの実効性の
ある「処方箋」として、「地方創生」から「日本創生」へとつな
がるよう、国への積極的な政策提言を実施する。

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（ア）課題解決先進地域づくりの加速
②「知恵は地方にあり」の具現化
・徳島発の政策提言が「課題解決先進県・徳島」からの実効性の
ある「処方箋」として、「地方創生」から「日本創成」へとつな
がるよう、国への積極的な政策提言を実施する。

政策

30

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（イ）多様な人材が輝く地域づくりの加速
①女性の活躍を加速
・地域社会の様々な分野における女性の参画、女性活躍推進をさ
らに加速し、「女性の視点・感性」を活かした地域社会の活性化
を図るため、「輝く女性応援フェスティバル（仮称）」や、住民
参加型イベントの開催をはじめとした「女性活躍パワーアップ作
戦」を推進する。

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（イ）多様な人材が輝く地域づくりの加速
①女性の活躍を加速
・地域社会の様々な分野における女性の参画、女性活躍推進をさ
らに加速し、「女性の視点・感性」を活かした地域社会の活性化
を図るため、「輝く女性応援フェスティバル」や、住民参加型イ
ベントの開催をはじめとした「女性活躍パワーアップ作戦」を推
進する。

県民

kanrisya
タイプライタ
-15-



頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

30,31

目標の上方修正

（具体的な事業）を追加

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（イ）多様な人材が輝く地域づくりの加速
①女性の活躍を加速
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
■女性の創業に対する事業計画等の支援件数（年間）：5件（－）
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
（・追加）
②元気な高齢者が活躍する「生涯現役社会」の実現
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
（・追加）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（イ）多様な人材が輝く地域づくりの加速
①女性の活躍を加速
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
■女性の創業に対する事業計画等の支援件数（年間）：10件
（－）
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・農業人材キャリアアップ推進事業
　　　　　　　　　　（H27.2月補正予定、H28当初予定）
・女性の潜在力ブラッシュアップ事業（H28当初予定）
・輝く新未来へ！「女性のチカラ」応援事業（H28当初予定）
・女性の創業加速化推進事業（H28当初予定）
・ウーマンビジネススクール推進事業（H28当初予定）

②元気な高齢者が活躍する「生涯現役社会」の実現
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・シルバー人材センター機能強化促進事業（H28当初予定）

県民
保健
商工
農林

kanrisya
タイプライタ
-16-



頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

32,33

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

（具体的な事業）を追加

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（イ）多様な人材が輝く地域づくりの加速
③若者の自己実現を応援
（中略）
・未来を担う青少年が、自らのキャリア形成について考えを深
め、経済的な自立及び安定を図り、郷土に誇りと愛着を持ち、
「自立した大人」としてたくましく成長するため、「課題解決先
進県・徳島」をフィールドとした地域の様々な取組みを学び考え
る対話の場として「とくしま若者未来夢づくりセンター（仮
称）」を平成２７年度に創設する。
（中略）
・文化芸術を担う人材を育成するため、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、プロの芸術
家や芸術系大学教員等による定期的な講習会を実施するなど、芸
術を学ぶ生徒の技術力の向上を図る。
・次代の「あわ文化」を担う中学生の文化芸術力を高めるため、
学校や市町村の枠を越えた文化芸術の発表の場として、新たに
「徳島県中学校総合文化祭」を平成２７年度に創設する。
・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県外強豪
チームを招待し、交流試合等を実施する「とくしまスポーツキャ
ンプ」を平成27年度から実施する。
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■「とくしま若者未来夢づくりセンター（仮称）」への参加者数
（５年間の累計）：150人（－）
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
（・追加）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（イ）多様な人材が輝く地域づくりの加速
③若者の自己実現を応援
（中略）
・若者の定住促進や地方創生の若手リーダーを養成するため、
「とくしま若者未来夢づくりセンター」において、若者に身近な
テーマに沿った課題解決と未来創造のための話し合い（フュー
チャーセッション）を実施する。
（中略）
・文化芸術を担う人材を育成するため、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」において、プロの芸術
家や芸術系大学教員等による定期的な講習会を実施するなど、芸
術を学ぶ生徒の技術力の向上を図る。
・次代の「あわ文化」を担う中学生の文化芸術力を高めるため、
学校や市町村の枠を超えた文化芸術の発表の場として、「徳島県
中学校総合文化祭」の充実を図る。
・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県外強豪
チームを招待し、交流試合等を実施する「とくしまスポーツキャ
ンプ」を実施する。
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■「とくしま若者未来夢づくりセンター」への参加者数（５か年
の累計）：550人（ー）
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・とくしま若者未来夢づくりセンター推進事業（H28当初予定）
・輝け高校生！文化芸術創造・発信事業（H28当初予定）
・羽ばたけあわっ子！文化芸術共創・発信事業（H28当初予定）

県民
教育

33

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（イ）多様な人材が輝く地域づくりの加速
④障がい者が支える社会へ
（中略）
・発達障がい者やその家族を総合的に支援するため、福祉、教
育、医療、就労の関係機関と連携して支援を実施している「発達
障がい者総合支援センター」の新たな拠点として、県西部に「発
達障がい者総合支援センター　アイリス」を平成２７年度に開設
し、発達障がい者に対する支援体制の充実、強化を図るととも
に、発達障がい者の自立と社会参加を促進する。

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（イ）多様な人材が輝く地域づくりの加速
④障がい者が支える社会へ
（中略）
・発達障がい者やその家族を総合的に支援するため、福祉、教
育、医療、就労の関係機関と連携して支援を実施している「発達
障がい者総合支援センター」の新たな拠点として、県西部に「発
達障がい者総合支援センター　アイリス」を平成２７年度に開設
することにより、発達障がい者に対する支援体制の充実、強化を
図り、発達障がい者の自立と社会参加を促進する。

保健

kanrisya
タイプライタ
-17-



頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

34

（具体的な事業）を追加 【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（イ）多様な人材が輝く地域づくりの加速
④障がい者が支える社会へ
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・にし阿波・障がい者“活き活き”農福連携モデル事業（H26.2月
補正）
・十人十技！“障がい者マイスター”認定制度（H27当初）
（中略）
（・追加）
⑤外国人も住みやすい多文化共生のまちづくり
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・外国人にやさしい徳島づくり推進事業（H27当初）
・とくしま国際戦略センター推進費（H27当初）
・国際交流・協力ボランティア普及事業（H27当初）
（・追加）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（イ）多様な人材が輝く地域づくりの加速
④障がい者が支える社会へ
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・にし阿波・障がい者“活き活き”農福連携モデル事業（H26.2月
補正、H28当初予定）
・十人十技！“障がい者マイスター”認定制度（H27当初、H28当
初予定）
（中略）
・障がい者就労工賃トップラン事業（H28当初予定）
・発達凸凹総合サポート事業（H28当初予定）
⑤外国人も住みやすい多文化共生のまちづくり
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・外国人にやさしい徳島づくり推進事業（H27当初、H28当初予
定）
・とくしま国際戦略センター推進費（H27当初、H28当初予定）
・国際交流・協力ボランティア普及事業（H27当初、H28当初予
定）
・定住外国人就労・社会参加促進事業（H28当初予定）

保健
商工
西部

35

地方創生の加速に向けた新たな
取組みを追加

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（ウ）時代に合ったふるさとづくりの加速
①多世代交流・多機能型拠点の形成
（中略）
（・追加）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（ウ）時代に合ったふるさとづくりの加速
①多世代交流・多機能型拠点の形成
（中略）
・徳島小松島港津田地区において、地域の資源を活かし、地域イ
ノベーションを加速させる新たな産業拠点や水と緑と笑顔があふ
れる交流拠点など、複合型先進拠点づくりを推進する。

県土

kanrisya
タイプライタ
-18-



頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

35

（具体的な事業）を追加 【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（ウ）時代に合ったふるさとづくりの加速
①多世代交流・多機能型拠点の形成
（具体的な事業）
（中略）
・「道の駅」防災拠点化事業（H27.6月補正）
（・追加）
②持続可能なまちづくりの推進
（中略）
（具体的な事業）
・徳島創生・都市計画区域マスタープラン策定事業（H27当初）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（ウ）時代に合ったふるさとづくりの加速
①多世代交流・多機能型拠点の形成
（具体的な事業）
（中略）
・「道の駅」防災拠点化事業（H27.6月補正、H28当初予定）
・“よってみんで県庁”県民サロン（仮称）創設事業（H27.2月補
正予定、H28当初予定）
・ユニバーサルカフェ整備推進モデル事業（H28当初予定）
・ＣＣＲＣ運営推進拠点体制整備事業（H28当初予定）
・「とくしま回帰」市町村支援交付金（H28当初予定）
・「とくしま回帰」住宅対策総合推進事業（H28当初予定）
②持続可能なまちづくりの推進
（中略）
（具体的な事業）
・徳島創生・都市計画区域マスタープラン策定事業（H27当初、
H28当初予定）

政策
保健
県土
監察
教育

36

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

（具体的な事業）を追加

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（ウ）時代に合ったふるさとづくりの加速
③ネットワーク強化による地域の連携
（中略）
・地域の交通ネットワークを形成するため、新たなバス路線の開
設等に係る調査や民間事業者に対する補助等を行う市町村に対し
支援を行い、地域の実状に応じた公共交通体系の確立を促進す
る。
（中略）
（具体的な事業）
・未来ある農山村育成支援事業（H26.2月補正）
（中略）
・人口減少社会に対応した小中一貫教育推進事業（H26.2月補正）
・とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊事業（H27当初）
（・追加）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（ウ）時代に合ったふるさとづくりの加速
③ネットワーク強化による地域の連携
（中略）
・地域の交通ネットワークを形成するため、新たなバス路線の開
設等に係る調査や民間事業者に対する補助等を行う市町村に対し
支援を行うとともに、利便性向上、利用促進を図る取組みを推進
し、地域の実状に応じた公共交通体系の確立を促進する。
（中略）
（具体的な事業）
・未来ある農山村育成支援事業（H26.2月補正、H28当初予定）
（中略）
・人口減少社会に対応した小中一貫教育推進事業（H26.2月補正、
H28当初予定）
・とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊事業（H27当初、H28当
初予定）
・もっと便利に！公共交通情報サービス向上事業（H27.2月補正予
定）
・地方創生「地域バス」ﾈｯﾄﾜｰｸ形成支援事業（H28当初予定）

農林
県土
教育

kanrisya
タイプライタ
-19-



頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

37

地方創生の加速に向けた新たな
取組みを追加

目標の上方修正

（具体的な事業）を追加

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（ウ）時代に合ったふるさとづくりの加速
④誇りと愛着を育むふるさとづくり
（中略）
（・追加）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■ふるさと納税寄附件数：500件（212件）
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
（・追加）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（ウ）時代に合ったふるさとづくりの加速
④誇りと愛着を育むふるさとづくり
（中略）
・全国でも有数の橋が数多く架けられ、多種多様な形式が存在す
ることから「橋の博物館」となっている本県の橋の魅力を再発見
し、郷土の文化的遺産としてもっと知ってもらうとともに、新た
な地域資源として活用することにより、活力ある地域づくりを推
進する。
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■ふるさと納税寄附件数：1,200件（212件）
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・「橋の博物館」世界に橋らせＰＲ事業（H27当初、H28当初予
定）
・がんばるＮＰＯ応援事業（H28当初予定）
・「海とともに生きる」環境で繋げる未来事業（H28当初予定）
・「日本の宝」剣山安全安心創生事業（H28当初予定）

政策
県民
県土
南部
西部

38

地方創生の加速に向けた新たな
取組みを追加

（具体的な事業）を追加

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（エ）安心して暮らせる地域づくりの加速
①健康で心豊かな暮らしの充実
（中略）
（・追加）
（中略）
（具体的な事業）
・在宅医療連携拠点事業（H27当初）
・看護職員養成確保事業（H27当初）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（エ）安心して暮らせる地域づくりの加速
①健康で心豊かな暮らしの充実
（中略）
・県内における糖尿病死亡率の改善をはじめ、スポーツやレクリ
エーションを通し、県民の健康増進を図るため、県南及び県西圏
域において運動公園等の整備を推進する。
（中略）
（具体的な事業）
・在宅医療連携拠点事業（H27当初、H27.9月補正）
・看護職員養成確保事業（H27当初、H28当初予定）

保健
県土

kanrisya
タイプライタ
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頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

38,39

目標の上方修正

（具体的な事業）を追加

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（エ）安心して暮らせる地域づくりの加速
②くらし安心の実現
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■とくしま食品表示Ｇメン立入調査・検査：170事業者（－）
■食品表示責任者等講習受講者数（累計）：500人（－）
（中略）
（具体的な事業）
・とくしま食品表示Ｇメン活動推進事業（H27当初）
・とくしまトレースフードプロジェクト推進事業（H27当初）
・くらしを守る消費者パワーアップ事業（H27当初）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（エ）安心して暮らせる地域づくりの加速
②くらし安心の実現
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■とくしま食品表示Ｇメン立入調査・検査：200事業者（－）
■食品表示責任者等講習受講者数（累計）：1,250人（－）
（中略）
（具体的な事業）
・とくしま食品表示Ｇメン活動推進事業（H27当初、H28当初予
定）
・とくしまトレースフードプロジェクト推進事業（H27当初、H28
当初予定）
・くらしを守る消費者パワーアップ事業（H27当初、Ｈ28当初予
定）

危機

39,40

状況変化や施策・事業の進捗等
を踏まえた内容に修正

（具体的な事業）を追加

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（エ）安心して暮らせる地域づくりの加速
③地域防災力の向上
（中略）
・消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図るため、少年消
防クラブや女性団員、若手団員の育成、様々な地域防災の担い手
等との連携・指導、救助や災害復旧等のニーズに対応する新たな
取組みなど、・・・・
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
■快適避難所運営リーダーカード（仮称）交付者数（H30累計）：
150人（－）
（中略）
（具体的な事業）
・戦略的災害医療プロジェクト推進事業（H27当初）
（中略）
・先進的「快適避難所」構築推進事業（H27当初）
（中略）
・とくしま防災「防人（さきもり）プロジェクト」推進事業
（H27.6月補正）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（エ）安心して暮らせる地域づくりの加速
③地域防災力の向上
（中略）
・消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図るため、少年消
防クラブや女性団員、若手団員の育成、様々な地域防災の担い手
等との連携・指導、救助や災害対応等のニーズに対応する取組み
など、・・・・
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（中略）
■「快適避難所運営リーダーカード」交付者数（H30累計）：150
人（－）
（中略）
（具体的な事業）
・戦略的災害医療プロジェクト推進事業（H27当初、H28当初予
定）
（中略）
・先進的快適避難所構築推進事業（H27当初、H28当初予定）
（中略）
・とくしま防災「防人（さきもり）プロジェクト」推進事業
（H27.6月補正、H28当初予定）

危機
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頁(現戦略) 修正の理由等 修正前 修正後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

40,41

地方創生の加速に向けた新たな
取組みを追加

主な重要業績評価指標（ＫＰ
Ｉ）を追加

（具体的な事業）を追加

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（エ）安心して暮らせる地域づくりの加速
④エネルギーの地産地消と未来エネルギーの導入
（中略）
（・追加）
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
（■追加）
（中略）
■漁業協調型洋上風力発電のモデル事業実施：H30までに実施
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・水素エネルギー等導入推進事業（H27.6月補正）
・自然エネルギー等導入推進事業（H27当初）
（・追加）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（エ）安心して暮らせる地域づくりの加速
④エネルギーの地産地消と未来エネルギーの導入
（中略）
・スマート社会の実現に向け、次代を担う子どもたちの関心を高
めるため、自然エネルギーや水素の活用等の体験型学習を提供す
るとともに、地域の自然エネルギー導入を促進するため、県内市
町村への技術支援を行う。
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■川口ダム自然エネルギーミュージアムの設置：H28設置（－）
（中略）
■漁業協調型洋上風力発電の実証実験実施：H30までに実施
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・水素エネルギー等導入推進事業（H27.6月補正、H28当初予定）
・自然エネルギー等導入推進事業（H27当初、H27.6月補正、H28当
初予定）
・スマート回廊地域創造事業（H28当初予定）

県民
企業

41

目標の上方修正

主な重要業績評価指標（ＫＰ
Ｉ）を追加

（具体的な事業）を追加

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（エ）安心して暮らせる地域づくりの加速
⑤既存ストック活用先進県の新展開
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■空き家等の活用事例数：45事例（－）
（■追加）
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
（・追加）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（エ）安心して暮らせる地域づくりの加速
⑤既存ストック活用先進県の新展開
（中略）
主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）
■空き家等の活用事例数：55事例（－）
■空き家判定士等の育成：100人（－）
（中略）
（具体的な事業）
（中略）
・地方創生「住みたい徳島」推進事業（H27.9月補正、H28当初予
定）
・「とくしま回帰」住宅対策総合推進事業（H27.2月補正予定、
H28当初予定）
・「とくしま回帰」推進支援交付金（H27.2月補正予定）
・公共施設最適化促進事業（H28当初予定）

政策
経営
県土

42

（具体的な事業）を追加 【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（オ）地域間連携の進化
②「四国新幹線」実現によるリダンダンシーの確保
（中略）
（具体的な事業）
・“次世代への架け橋”四国新幹線導入促進事業（H27当初）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり
（オ）地域間連携の進化
②「四国新幹線」実現によるリダンダンシーの確保
（中略）
（具体的な事業）
・“次世代への架け橋”四国新幹線導入促進事業（H27当初、H28
当初予定）

県土
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