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いけるよ！徳島・行動計画

主要事業等評価シート

基本目標７ 「宝の島・創造とくしま」

平成2７年８月５日



このシートの見方について

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

推進 → → →

開設

全区
画を
売

却・
貸付

委員意見
主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画） 数値目標
の達成度

実績値
（23年
度）

実績値
（24年
度）

「いけるよ！徳島・行動計画」主要事業等評価シート

番号 H23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局
実績値
（25年
度）

実績値
（26年
度）

○定期航路の新規開設
    [26]開設

「いけるよ！徳島・行動計画」～平成２６度版～の主要事業・
事業概要・数値目標・工程（年度別事業計画）を記載してい
ます。

計画に掲げた「主要事業」に対する、
①H２３～２６取組内容と成果
②事業の達成状況（◎達成、○ほぼ達成、△未達

成）
について記載しています。

主要事業に対する評価（案）です。
次の区分で整理しています。
Ａ：成果が上がっている
Ｂ：相当程度成果がある
Ｃ：成果不足

会議の中で、委員から指
摘のあった項目について、
指摘内容を記載する欄で
す。

数値目標の「達成度」の考え方

数値目標の達成割合を算出し、次のように達成度を整理していま
す。
◎：達成 １００％以上
○：ほぼ達成 ８０％以上１００％未満
△：未達成 ８０％未満
―：平成２６年度の実績値が未判明



7－1　誰もが幸福とくしまづくり

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

646
推進・
実践

→ → →

改定・
推進

－
改定
準備

改定
推進

推進 ◎

268校 276校 284校 292校 268校 276校 284校 294校 ◎

280人 320人 360人 400人 281人 333人 387人 442人 ◎

数値目標
の達成度

番号

645

＜H23～26取組内容と成果＞
　「すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で豊か
な社会」の実現を目指し、人権フェスティバルやマスメディアを利
用した広報など、人権全般及び同和問題をはじめとする個別人権課
題に係る啓発事業を実施した。
１　人権フェスティバル（平成23年11月23日・あわぎんホール・参
加者4,000人、平成24年11月25日・県教育会館・参加者3,500人、平
成25年12月15日･あわぎんホール･参加者4,000人、平成26年12月14
日・あわぎんホール・参加者4,000人）
２　マスメディアを利用した広報（①徳島新聞　H23「インター
ネットと人権」、 H24「男女共同参画社会」、H25｢人権全般｣、
H26「人権全般」「インターネットと人権」②ラジオスポット放送
H23　8テーマ計36回、 H24 11テーマ計42回、H25　12テーマ計33
回、H26　17テーマ計66回）
３　①あったかハートでラッピング事業（路線バスの車体に、ハー
トのデザインや標語をラッピングして「走る人権啓発」を行った。
H23･H24･H25 徳島バス１台）、②あったかハート車両広告事業（路
線バス車内に人権意識を高めるための啓発ポスターを掲示し、乗客
などに「走る人権啓発」を行った。H26 徳島バス１台）
４　みんなが主役の人権啓発推進事業（県内NPOや市民団体へ啓発
事業を委託　H23 11団体、 H24 11団体、H25 10団体、H26 12団
体）
等、人権啓発に関する様々な事業を実施した。

＜事業の達成状況＞◎

1　人権教育・啓発の推進
●本県の人権教育啓発の基本計画として中長期的
展望の下に策定した「徳島県人権教育・啓発に関
する基本計画」に基づき、国、市町村、ＮＰＯ等
と連携を図りながら、同和問題をはじめ、女性、
子ども、高齢者、障がい者、外国人など様々な人
権問題の解決を目指し、人権教育啓発に係る諸施
策を総合的かつ計画的に推進します。

推進 → →

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局

→

基本目標7「宝の島・創造とくしま」

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

県民

●「徳島県人権教育推進方針」に基づき、学校教
育及び社会教育において、学習者の発達段階に応
じ、あらゆる機会や場を捉えて人権教育を推進す
るとともに、その具体実践化を図ります。 ＜H23～26取組内容と成果＞

・平成25年度に「徳島県人権教育推進方針」改定作業部会を開催
し、人権教育のあり方及び個別人権課題について一部追記し、「徳
島県人権教育推進方針」の改定を完了した。さらに、周知用リーフ
レットを作成し、学校や関係機関等に配布した。

・人権教育研究指定を受けた学校（園）は、計画的・総合的に人権
教育に取り組み、幼児児童生徒や教職員、保護者の人権意識の高揚
を図ることができた。研究発表会やホームページを通じて研究成果
を発信した。

・人権教育推進者の養成研修では、市町村から推薦のあった推進担
当者を対象として継続研修を実施する。本県人権教育の推進方針や
人権の視点でのまちづくりの講演、市町村における取組についての
情報交換を行うとともに、年間２回程度の体験的参加型による研修
を行い、人権教育推進者の養成と資質の向上を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

実績値
（H25）

○「徳島県人権教育推進方針」の改定・推進
    [25]改定・推進

○人権教育研究指定校数（累計）
    [21]252校→[26]292校

○社会教育における人権教育推進者の養成者数
（累計）
    [21]171人→[26]400人

委員意見

Ａ

Ａ

1 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

647 推進 → → →

→ →

65,000
人

([23]
～[25]
累計)

23,000
人

20,733人 41,967人 73,919人

109,413
人

(35,494
)

◎

648 →

●県民一人ひとりの人権が互いに尊重され擁護さ
れる社会を築くため、「人権教育啓発推進セン
ター（あいぽーと徳島）」を拠点として、様々な
人権課題や人権全般について県民が気軽に学習や
相談等ができる場を提供します。

●犯罪被害者やその家族が受けた被害を回復し、
再び平穏な生活を営むことができるよう支援する
ため、犯罪被害者等への対応を総合的に推進しま
す。（再掲）

推進

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
　県民対象の各種講座、シンポジウム及び指導者養成などの研修会
等、様々な学習の機会等を提供した。平成23年度には開館以来はじ
めて年間事業参加者・利用者数が２万人を超え（20,733人）、平成
25年度には３万人を越え（31,952人）、H23～H25の累計目標数値
(65,000人)を達成,さらに、平成26年度には35,000人を達成した。

＜事業の達成状況＞ ◎

→ → 危機

○「人権教育啓発推進センター」事業参加者・
利用者数（累計）
[19]～[21]42,915人→[23]～[25]65,000人
[26]23,000人

＜H23～26取組内容と成果＞
１．犯罪被害者週間（11月25日～12月1日）にあわせて、犯罪被害
者支援キャンペーン（街頭キャンペーンやバス広告、ラジオスポッ
ト等）を実施した。
２．犯罪被害者支援講演会を開催し、一般県民、関係機関の職員の
犯罪被害者支援に対する理解の醸成を図った。（H24.3.10約150
名、H24.12.1約130名、H25.10.26約120名、H26.2.21約130名）
３．「徳島県犯罪被害者支援ハンドブック」や、犯罪被害者支援に
ついての中高生向けガイドブックを作成した。
４．「生命のメッセージ展」（犯罪被害者の等身大パネルと遺品を
展示し、生命の重さを訴える展示会）を開催した。（H24.11.30～
12.1　約600名）
５．H26年度当初には、県内全市町村に犯罪被害者支援相談窓口が
設置され、犯罪被害者にとって最も身近な行政機関である市町村に
おいて犯罪被害者等への相談体制を充実させることが重要であるこ
とから、市町村や関係機関の担当職員を対象とした研修会を開催
し、相談窓口の充実強化を図るとともに、被害者が二次的被害を受
けることがないよう、犯罪被害者支援に対する担当職員の理解の醸
成を図った。（H26.9.12）
６．県内各市町村で相談体制の強化を図ることに加えて、県内各地
域で、犯罪被害者支援に対する県民の理解の醸成を図るため、H26
年度は県南部で犯罪被害者支援講演会と「ミニ生命のメッセージ
展」をあわせて開催し、一般県民の犯罪被害者支援に対する理解を
深めるための啓発を実施した。（H26.12.1～12.2約40名参加）
７．犯罪被害者の相談対応等、直接支援を行うボランティア支援員
の養成講座を開催した。（H25.11.10、H25.11.17、H26.10.12、
H26.10.25、H26.10.26）
８．ボランティア支援員の資質向上のため、犯罪被害者の倫理、地
域関係機関との連携、犯罪被害者支援の先進事例等を学べる、より
専門的で発展的な研修会へボランティア支援員を派遣し、支援員の
スキルアップを図った。(H25 2名、H26 1名）
 上記の取組により、犯罪被害者支援に関する県民の理解の醸成が
図られるとともに、犯罪被害者支援に関わる行政機関の職員や、ボ
ランティア支援員などの資質向上、連携強化が図られた。

＜事業の達成状況＞　◎

Ａ

Ａ

2 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

651 推進 → → →

249
千人

296
千人

343
千人

390
千人

266,108
人

325,098
人

375,574
人

432,931
人

◎

649

650

＜H23～26取組内容と成果＞
　本庁及び各総合県民局庁舎において、インターネットによる人権
侵害防止の啓発パネルを展示した。
　また、あいぽーと徳島においては、「インターネットと人権」を
テーマに、
１　平成23年度　特別展示(H23.8.9～8.28)及び特別展示記念講演
会(H23.8.23)
２　平成24年度　常設展示(H24.11.27～12.28)及び出張展示
(H24.5.1～5.7キョーエイ鳴門駅前店、H24.9.21～10.4小松島ルピ
ア店、H25.1.7～1.20フレスポ阿波池田、H25.2.28～3.12吉野川市
マルヨシセンターアクアシティ店）
３　平成25年度　高校生を対象とした研修会(H25.6.13,7.8，
8.9)、人権問題講師団を対象とした研修会(H25.10.23)を実施し
た。
４　平成26年度　県民を対象とした県民講座（H26.7.31)、常設展
示（H26.4.1～5.15）を実施した。

・11月が「徳島県人権教育啓発推進月間」であることから、毎年11
月1日に、県内プロバイダーおよび全国の関係団体に対し、法令・
ガイドライン等に基づき、人権を侵害する情報等に対する適切な対
応や、ユーザーへの注意喚起・啓発を実施するよう依頼した。

＜事業の達成状況＞　◎

推進 → →

＜H23～26取組内容と成果＞
 「男女共同参画立県とくしま」の実現を目指して、平成23年度に
「徳島県男女共同参画基本計画（第２次）を策定した。
　男女共同参画社会の実現に向けた主要課題（個人の尊厳と男女平
等の確立や政策・方針の決定過程への女性の参画の拡大など９課
題）に係る成果（数値）目標（24項目）を定め、平成24年度、25年
度及び26年度においても関係部局と十分な連携を取りながらその達
成に向け、関連事業の推進を図った。
　
＜事業の達成状況＞　◎

県民

●「男女共同参画交流センター」を核として、講
演会やセミナーを開催するなど、総合的かつ計画
的に男女共同参画を進めます。

政策
・

県民
→

＜H23～26取組内容と成果＞
１　フレアとくしま100講座の開催、相談業務の実施、図書の貸出
等について、ホームページやチラシ等の広報により周知を図り、利
用者の確保に努めた。
（H23利用者数53,919人、H24利用者数58,990人、H25利用者数
50,476人、H26利用者数57,357人）
２　平成23年度（開館5周年）には利用者へのアンケートを実施
し、ニーズの把握に努めた。（回答者数　565人）
３　平成24年度から男性を対象とした面接相談を実施し、県民ニー
ズに対応した。
４　平成25年度から、講座の充実及び受講者の拡充を図るため、県
立総合大学校「まなびーあ徳島」に、ときわプラザを学部キャンパ
スとする男女共同参画学部を新設した。
５　平成26年度は、「女性活躍推進フォーラム」等男女共同参画の
実現をより一層図るための講座等を開催した。
上記の取組等により利用者数（累計） 432,931人を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

県民

2　男女共同参画の推進
●「徳島県男女共同参画基本計画（第2次）」を策
定し、男女共同参画の様々な施策を積極的に推進
します。

策定 推進 → →

●インターネットによる人権侵害については、国
等と連携しながら、プロバイダー等に対し、有害
情報への適切な対応を促すとともに、パネル展示
や講座の実施等の啓発に努めます。

○「ときわプラザ（男女共同参画交流センター
フレアとくしま）」利用者数（累計）
    [21]155,025人→[26]390,000人

Ａ

Ａ

Ａ

3 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

652 推進 → → →

全国トッ
プクラス
を連続
達成

全国
トップク
ラスを
連続達

成

全国
トップク
ラスを
連続達

成

全国
トップク
ラスを
連続達

成

H23.4.1
時点

全国１
位

H24.4.1
時点

全国１
位

H25.4.1
時点

全国１
位

H26.8.1
時点

全国１
位

◎

653 推進 → → →

300人
H23.5.1

262人
H24.4.1

287人
H25.4.1

310人
H26.4.1
324人 ◎

654 推進 → → →

750
件

900
件

1,050
件

1,200
件

811
件

1,014
件

1,235
件

1,455
件

◎

48,750
人

58,500
人

68,250
人

95,000
人

54,213
 人

73,879
 人

91,408
人

116,946
人

◎

○「フレアとくしま100講座」開催数（累計）
    [21]448件→[26]1,200件

○「フレアとくしま100講座」参加者数（累
計）
    [21]29,249人→[26]95,000人

3　女性の人材育成
●男女共同参画社会の実現を目指し、県民の理解
と認識を深めるとともに、男女共同参画を地域で
推進する「地域活動リーダー」をはじめ、女性の
専門家や起業家などの人材育成を図るため、講演
会やセミナーを開催し普及・啓発を推進します。

県民

●県庁女性職員の県政運営への参画を推進しま
す。

経営

●政策・方針決定過程への女性の参画を促進する
ため、県審議会等委員への女性の登用を引き続き
進めます。

＜H23～26取組内容と成果＞
全庁を挙げて女性の登用促進に努め、女性委員の選任割合が増加
し、H20から7年連続で全国１位になっている。
上記の取組により全国トップクラスを維持している。

＜事業の達成状況＞　◎

○女性役付職員数
    [22]230人→[27]300人

＜H23～26取組内容と成果＞
  企画立案部門や対外折衝部門等への「職域の拡大」と「長期派遣
研修」等による「能力開発」を進めることで、女性職員の能力の活
用、積極的な登用に取り組んだ。
　この結果、Ｈ２７．５．１には、新たに「危機管理部次長（調整
担当）」に女性職員を登用したほか、「課長級」では、新たに７名
の女性職員を登用するなど、女性職員の管理職への積極的な登用が
図られ、係長以上の女性役付職員数は、前年度比２４名増の「３４
８人」と目標を大きく上回る成果を挙げている。

＜事業の達成状況＞  ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
県内民間団体や企業等と協働しながら女性支援・子育て支援・男性
の家庭参加など多様な講座メニューにより人材育成・啓発事業を実
施した。また、平成25年度から、地域で活躍する新たな人材の掘り
起こし、育成を図るため、新たに「地域活動リーダー養成講座」を
実施した。
１　主催事業（H23 48件5,483人、H24 58件5,964人、H25 75件
5,562人、H26 89件10,974人）
２　共催事業（H23 96件4,148人、H24 88件4,823人、H25 80件
5,224人、H26 63件7,603人）
３　企業等とのコラボ事業（H23 32件1,978人、H24 40件7,833人、
H25 43件5,940人、H26 55件6,537人）
４　企画委託事業（H23 15件812人、H24 17件1,046人、H25 23件
803人、H26 13件424人）
上記の取組により開催数(累計） 1,455件、参加者数（累計）
116,946人を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎
※平成２６年度版では「フレアとくしま100講座」参加者数の数値
目標を78,000人から95,000人に上方修正している。

県民

○「県審議会等委員に占める女性」の割合
    [23]～[26]全国トップクラスを連続達成

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

655 推進 → → →

975
戸

1,000
戸

1,025
戸

1,050
戸

951戸 972戸
1,002
戸

1,031
戸

○

656

農林

657

●関係機関と連携し各種研修会等の機会を捉え、
農業経営における主たる経営者、配偶者や後継者
など個人の地位及び役割を明確にします。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　農業経営の多くが家族単位であり、配偶者や後継者など、
　家族全員が意欲とやりがいをもって経営に参画することが重要
　であることから、家族一人ひとりの役割等を取り決める
　「家族経営協定」の締結を推進した
２　農山漁村女性の日(３月10日）に、県下４か所で講演会等を
　開催し、男女共同参画社会の推進を図った。
　　また、ＪＡの女性部会や役員研修などを通じ、女性の理事
　への登用を推進した。
３　農業支援センター等による各種会議での説明や個別訪問を
　通じ、協定の必要性やメリット（農業者年金掛け金の軽減
　措置）などを説明し、締結を推進した
４　締結実績　H23 11戸、H24 21戸、H25 30戸、H26 29戸
　　農家数に占める締結率では中四国で１位となっている。

＜事業の達成状況＞　○

→

＜H23～26取組内容と成果＞
広報・啓発によりＤＶ防止に対する県民への理解を深めるととも
に、ＤＶ被害者の適切な保護体制の確保を目指し、
１　「配偶者からの暴力に関する相談機関等連絡会議」を開催し、
関係機関と現状や対策に意見交換を行うなど連携強化を図った。
（開催数　H23　１回、　H24　１回　H25　１回、H26　１回）
２　「ストップ！ＤＶ強化推進月間」（11月～12月）に、「ＤＶ防
止啓発講演会」やパネル展、啓発キャンペーンなど様々なＤＶ防止
啓発事業を行った。(講演会 ３回：ときわプラザ等、キャンペーン
１回：街頭等、パネル展:あわぎんホール、ﾌﾚｱとくしま等）
３　平成24年度から引き続き、「DV相談窓口ステッカー」を企業等
の協力により女子トイレに貼附し、DV被害者に相談窓口の周知を
図った。
上記の取組により広く県民への広報・啓発に努めた。

＜事業の達成状況＞　◎

推進 → → 県民

●配偶者等からの暴力の防止や被害者の救済と自
立支援のため、研修等による職員の資質向上に努
めるなど、「配偶者暴力相談支援センター（ＤＶ
相談センター）」機能の充実を図るとともに、関
係機関等との連携を強化します。また、民間団体
の活動を支援し、協働して地域における支援活動
の充実に取り組みます。

推進 → → 県民→

＜H23～26取組内容と成果＞
・被害者視点に立った相談体制の確立、自立支援の促進を目指し、
１　相談員や関係機関等の支援者に対する研修会（H23 4回 、H24
5回、H25 6回、H26 6回）
２　地域の支援者を対象とした研修会（H23 3回 、H24 3回、H25 4
回、H26 4回）
を実施し、相談員等の資質向上等に努めた。
・ＤＶ問題に取り組む民間団体等に対する助成（H23 6件、H24 5
件、H25　4件、H26　4件）を行い、ＤＶ被害者の自立支援をサポー
トする活動の充実を図った。
上記の取組により、相談員の資質向上や自立支援の充実が図られ
た。

＜事業の達成状況＞　　◎

○家族経営協定締結数
    [21]916戸→[26]1,050戸

4　配偶者等からの暴力対策の推進
●「配偶者暴力防止及び被害者保護に関する徳島
県基本計画」に基づき、配偶者からの暴力防止や
被害者の保護を図るための施策を積極的に推進し
ます。

Ｂ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

658 推進 → → →

4,500
人

5,500
人

6,500
人

11,000
人

4,842
人

6,995
人

9,124
人

12,516
人

◎

659 推進 → → →

18
市町村

20
市町村

24　市
町村

24
市町村

17
市町村

18
市町村

23
市町村

24
市町村

○

7－2　協働立県とくしまづくり

660 推進 → → →

32
千人

64
千人

96
千人

128
千人

40
千人

78
千人

117
千人

162
千人

◎

280
団体

290
団体

300
団体

330
団体

291
団体

314
団体

327
団体

339
団体

◎

145,80
0　人

147,20
0　人

148,60
0　人

150,00
0　人

146,093
人

149,446
人

153,123
人

151,791
人

◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・未実施市町村に対して早期に実施するよう働きかけを行い、２市
６町において事業開始。
（H23:2町、H24:1町、H25:2市3町、H26:1町が新規実施により全市
町村実施となる。）

＜事業の達成状況＞　◎

県民

●配偶者等からの暴力の防止の視点に立って、若
年層を対象に、「デートＤＶ防止セミナー」など
の啓発を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　対象となる中・高・大学に看護学校を新たに加えて、出前講座
等によるセミナーを開催した。
（H23　10校1,293人、H24 15校2,153人、H25　26校2,129人、H26
31校3,392人）
上記の取組により受講者数（累計）　12,516人を達成した。
２　教育関係者や保護者等を対象とした、講演会、研修会を実施し
た。
（講演会　1回：ときわプラザ　研修会　2回：西部、南部総合県民
局）
３　高校生への公募による「啓発マンガ」を活用し、「ストップ！
DV」啓発冊子を作成した。
(作成部数　15,000部 ）

＜事業の達成状況＞　◎

※平成２６年度版では数値目標を7,500人から11,000人に上方修正
している。

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
１社会貢献活動の情報収集及び情報提供
２会議室等の貸出や交流の場の提供
３各種相談、アドバイザーの派遣
４人材育成のための研修・講座の開催
５ＮＰＯパワーアップ事業として、県内ＮＰＯ法人とＨ25年度９団
体・Ｈ26年度１０団体とイベント協働事業を実施し、ＮＰＯ法人事
業の支援や人材育成及び県民活動プラザの広報を実施
６子ども達に募集を行い、ＮＰＯの活動体験ができるイベントをプ
ラザで開催するなど、児童生徒から退職された方々まで対象として
社会貢献活動に親しむ取り組みを行った。

これらの取り組みによりプラザ利用者累計、ＮＰＯ法人数、ボラ
ンティア・アドプト登録人口はとも目標を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

※平成２６年度版ではＮＰＯ法人数の数値目標を310団体から330団
体に上方修正している。

県民

○「デートＤＶ防止セミナー」受講者数（累
計）
    [21]2,421人→[26]11,000人

○「養育支援訪問事業」実施市町村数
　 [21]13市町村→[25]全市町村

1　ＮＰＯ・ボランティアとの連携・協働
●「とくしま県民活動プラザ」を拠点として、官
民協働の推進に向け、県民による社会貢献活動に
対する総合的な支援を行います。

○｢とくしま県民活動プラザ｣により活動の場を
提供した人数（プラザ利用者数累計）
    [21]27,447人→[26]128,000人

○ＮＰＯ法人数
    [21]255団体→[26]330団体

5　子どもの人権の擁護
●要保護児童対策地域協議会を活用し、必要な支
援を実施することにより、児童虐待の早期発見・
早期対応を図るとともに、虐待防止に向けた普及
啓発を図ります。

○ボランティア・アドプト登録人口
    [21]143,025人→[26]150,000人

Ａ

Ｂ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

661 推進 → → →

策定 － 策定 ◎

創設 創設 ◎

663 推進 → → →

15団体 20団体 25団体 30団体 18団体 32団体 41団体 44団体 ◎

662 県民→

●とくしまパートナーシップを推進するため、
「新しい公共」の担い手となるＮＰＯ、ボラン
ティアなどの社会貢献活動団体等との協働事業の
拡大を進めます。 ＜H23～26取組内容と成果＞

・H23年度に創設した「ゆめバンクとくしま」の寄付金を原資とす
る利子補給制度を創設した。
　また、H24年度にＮＰＯ等への業務委託推進のための「ガイドラ
イン」を策定し、業務受託によるＮＰＯの財政力強化を図ってい
る。

＜事業の達成状況＞　◎

県民

●地域からの提案によるモデル事業等の実施な
ど、地域に密着し、地域の特色を活かしたNPO施策
を推進します。

推進

＜H23～26取組内容と成果＞
・NPOと行政との協働による「新しい公共の場づくりのためのモデ
ル事業」では、防災・観光・子育てなどの課題解決事業を実施、ま
た地域の社会的課題に対して新しい仕組みづくりに取り組む「社会
イノベーション推進のためのモデル事業」で「上勝町ゼロ・ウェイ
スト推進事業」を実施するなど、NPO等に対し19件の委託事業、及
び14件の助成事業を実施し、地域の特色を活かしたNPO施策を推進
した。
・H25年度は、県から8テーマの課題を提示し、解決に対応した事業
提案をNPO等13団体から応募を受け、5団体を選考し実施した。
・H26年度も、県からの9テーマの課題に対し、NPO等１０団体の応
募を受け、5団体を選考し実施した。
・またNPOの事業活性化のため平成25年度から「NPO雇用能力ステッ
プアップ事業」を設け、NPO等から地域の課題に対する提案11事業
(11団体)の応募を受け、7事業を選考し平成26年度まで継続して実
施した。

＜事業の達成状況＞  ◎

→→

県民
・

県土

＜H23～26取組内容と成果＞
　H23:18団体（道路 7＋河川11）により実施した。
  H24:32団体（道路13＋河川19）により実施した。
　H25:41団体（道路21＋河川20）により実施した。
  H26:44団体（道路24＋河川20）により実施した。

＜事業の達成状況＞　◎○官民協働型維持管理の参加団体数（累計）
    [21] － →[26]30団体

●「新しい公共」による地域づくりを推進するた
め、住民団体や企業等との協働による公共施設の
新たな維持管理への取組を進めます。

○ＮＰＯ等への業務委託推進のための「ガイド
ライン」の策定
　 [24]策定

○新しい支援制度（つなぎ融資への利子補給制
度）の創設
   [23]創設

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

664 支援 → → →

11
協定

14
協定

32
協定

35
協定

18
協定

29
協定

39
協定

46
協定

◎

665 推進 → → →

1
圃場

3
圃場

6
圃場

10
圃場

1圃場 4圃場 9圃場 14圃場 ◎

50人 100人 150人 200人 15人 87人 167人 210人 ◎

666

＜H23～26取組内容と成果＞
・「恵みの宝庫”吉野川”創造プロジェクト」の一環である｢四季
　彩マラソンロード｣として、「とくしまマラソン」のコースとな
　っている吉野川沿線で桜の植樹を行った。
・H25年度には、吉野川左岸（生光学園前）において徳島眉山ロー
　タリ－クラブと協働で、H26年度には、吉野川左岸（六条大橋北
　詰）において上板ライオンズクラブと協働で、桜の植樹を
　行い、潤いのある河川空間とにぎわいの創出を図る取り組みが
　行われた。

＜事業の達成状況＞　◎

●「農山漁村（ふるさと）は県民の宝物」との考
えに立ち、“まちとむら”の「協働」による農山
漁村の保全・活性化を促進します。

県土

＜H23～26取組内容と成果＞
１　モデル圃場の設置（H23 1圃場、H24 3圃場　H25 5圃場　H26 5
圃場）
２　耕作放棄地・活用援農隊による再生、収穫作業の支援
　これらの活動を通じて、耕作放棄地の解消、中山間地域の営農の
継続及び良好な農地・農村の維持に寄与した。
　モデル圃場及びボランティアの登録数共にH26年度目標値を達成
した。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
１　企業、大学等に対し、ＰＲや訪問等積極的な募集活動を展開
し、目標値を上回る協働パートナーが確保できた。

２　ふるさと団体（農山漁村地域）からの応援要望を、各協働パー
トナーへ丁寧に情報提供を行ったことにより、円滑なマッチングが
図られた。
　活動実績　H23：28日間　H24:47日間　H25:31日間　H26:31日間
（H25、H26年度は、活動日の雨天等により10日間程度が中止となっ
た。）

（活動事例）
■そばの収穫作業（三好市池田・東祖谷）
　→阿波銀行、リブドゥコーポレーション
■ハッサクの収穫作業(美馬市穴吹町)
　→四国大学、ＢＸ朝日建材、農政局四国東部農地防災事務所等
■寒茶の収穫作業(海陽町)
　→四国大学、徳島インディゴソックス
■和紙の原料づくり(那賀町「拝宮和紙」)
　→徳島インディゴソックス、徳島中央郵便局
■おひな祭りの設営（勝浦町「坂本おひな街道」）
　→西精工、阿波銀行、徳島インディゴソックス等

＜事業の達成状況＞ ◎

農林

農林

→

○農山漁村（ふるさと）協働パートナーの協定
数（累計）
    [21] － →[26]35協定

○モデル圃場数（累計）
    [21] － →[26]10圃場

●耕作放棄地の解消を目指し、企業、大学、ＮＰ
Ｏ法人などによる参画者数を積極的に増やし、
「耕作放棄地・活用援農隊」を充実するととも
に、再生・営農・販売等を支援するため「モデル
圃場」を県内各地に設置します。

推進 →

○ボランティア登録数（累計）
    [21] － →[26]200人

●吉野川を全国に誇れる魅力あるブランドとする
ために進めている、「恵みの宝庫“吉野川”創造
プロジェクト」の一環として、「アドプト・プロ
グラム吉野川」を進化・発展させ、「新しい公
共」による堤防への植樹等に取り組みます。

Ａ

Ａ

Ｂ

8 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

667 推進 → → →

12
団体

24
団体

80
団体

90
団体

55
団体

81
団体

93
団体

102
団体

◎

70人 140人 210人 500人 160人 362人 528人 731人 ◎

1
箇所

2
箇所

3
箇所

1箇所 2箇所 2箇所 △

668 推進 → → →

15件 30件 45件 60件 15件 50件 70件 89件 ◎

2件 4件 6件 10件 4件 8件 11件 14件 ◎

669 設置 推進 → →

創設 創設 ◎

2
団体

0団体 0団体 1団体 2団体 ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・とくしま県民活動プラザを拠点として、
(1)NPO等が行う社会貢献活動に対する各分野のアドバイザーの派遣
(2)事業型NPOの事業強化・創出支援を行うための委託事業
(3)NPO等と企業、行政の交流を推進するためのﾓﾃﾞﾙ事業を実施した
結果、専門家等の派遣・相談件数、ＮＰＯ法人と企業との協働事業
数ともに目標を達成した。

 ＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・「とくしま県民活動プラザ」を拠点として、
　(1)ゆめバンクとくしまを創設し、人・もの・資金の情報収集及
び情報提供
　(2)各種相談、アドバイザーの派遣
　(3)NPO等の人材育成や組織強化を図るため、各種の研修・講座の
開催などを積極的に行い、ＮＰＯの起ち上げから自立までを支援し
た。その結果、情報発信を行っているＮＰＯ法人等数、講座等への
参加者数は目標を達成した。
　ＮＰＯビレッジ設置数は、安価に貸出を行えること、またＮＰＯ
の主要活動日（休日等）に使用できる条件での公共施設の空きス
ペースが無く、２箇所の設置となったが、１施設は時間別に貸出し
できる会議室として、あとの１施設は拠点となる事務所として年間
貸出しで１階・２階に分け、ＮＰＯ法人２団体へ貸出しを行ってお
り、概ね目標に近い成果をあげている。
　
 ＜事業の達成状況＞　〇

※平成２６年度版では講座参加人数の数値目標を300人から500人に
上方修正している。

＜H23～26取組内容と成果＞
・H23年度にとくしま県民活動プラザにNPOと県民をつなぐ「ゆめバ
ンクとくしま」を創設し、寄附窓口を設置した。また、県民活動プ
ラザにホームページを開設して情報提供に努めるとともに、随時Ｎ
ＰＯからの相談にも応じている。
・平成２５・２６年度には、ゆめバンクとくしまの寄付金を原資と
した助成金事業をＮＰＯ法人に対して実施し、寄附金を県内ＮＰＯ
法人の事業支援に有効活用した。
・ＮＰＯ法人の活動が活発で有り、幅広い市民の支持が得られてい
ると認められ、認定基準を満たしたＮＰＯ法人２団体へ認定ＮＰＯ
法人の認定書を交付、目標を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

●事業活動を通じて社会的課題の解決を図る事業
型ＮＰＯを育成します。

県民

県民

県民

○「とくしま県民活動プラザ」において情報発
信を行っているＮＰＯ法人等の団体数
    [21] － →[26]90団体

○ＮＰＯ等の活動基盤の強化を図る講座等への
参加者数（累計）
    [21] － →[26]500人

○ＮＰＯビレッジの設置数
　　[22] － →[26]３箇所

○専門家等の派遣・相談件数（累計）
    [21] － →[26]60件

○ＮＰＯ法人と企業の協働事業数（累計）
    [21] － →[26]10件

○「ゆめバンクとくしま」における寄附受入窓
口の設置
　 [23]創設

●「とくしま県民活動プラザ」において寄附文化
の醸成を図るとともに、情報提供や相談事業等の
実施により、ＮＰＯ等を継続的に支援します。

○認定ＮＰＯ法人数
　 [21] － →[26]2団体

2　ＮＰＯ等の自立促進
●夢と活力でにぎわうまちづくりを進めるため、
ＮＰＯの起ち上げから自立まで支援します。

Ｂ

Ａ

Ａ

9 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

671 推進 → → →

867
団体

885
団体

1,010
団体

1,020
団体

993
  団体

1,019
団体

1,025
団体

1,035
団体

◎

670

672

推進 → →
経営
・

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
　NPO法人に対する県税の減免措置を講じており、県ホームページ
に掲載するなど、制度の周知を図り、NPO法人の設立に税制面での
支援を行った。
〈H23〉２６件〔４９８，２００円〕
〈H24〉２４件〔４４６，６００円〕
〈H25〉２５件〔４９３，３００円〕
〈H26〉３２件〔５９６，５００円〕

＜事業の達成状況＞　◎

推進 →

県民

→

→

＜H23～26取組内容と成果＞
１　県内高等教育機関との情報交換を密にし、関係を強化する
    ため、大学へ自治体職員を現職のまま派遣できるよう
　　国に政策提言を行った。
２　県内高等教育機関の長と知事の懇談会を開催した。
３　県内４高等教育機関と県との個別の連携協議会を開催した。
４　相互に有する資源や機能を有効に活用するため、県と
　　徳島大学、徳島文理大学間で大学間の単位互換に関する
　　協定を締結した。（２４年度）
５　徳島大学農工商連携センターへの支援として「農工商連
　携スタディーズ」の講座に県農林水産部職員を講師として
　派遣（２４年度）・加えて商工労働部職員を講師として派遣
  （２５年度）し、大学との連携を深めた。
６　県職員、とくしま学博士を大学へ講師として派遣した。
７　大学等高等教育機関との連携講座を開催し、高等教育機
　関が持つ資源等の県民への還元に努めた。
８　四国大学（２５年９月）、徳島大学及び明治大学（２５年
  １１月）、徳島文理大学（２６年２月）との包括連携協定を
  それぞれ締結し、平成２６年度から「地域連携フィールドワ
　ーク講座」を開講する等、各種連携事業に取り組んだ。

＜事業の達成状況＞　◎

●自主的・自立的な社会貢献活動を行うNPO法人の
設立支援のための税制措置を講じます。

○アドプト参加団体数
    [21]833団体→[26]1,020団体

政策

＜H23～26取組内容と成果＞
・公共土木施設も含め、アドプト事業について所管課が連携してア
ドプトプログラムの取組拡大を図り年次目標を達成した。
　なお、アドプトの推進には市町村の役割も重要であるため、今後
とも連携を強化していく。

＜事業の達成状況＞　◎

→

3　アドプトプログラムの推進
●住民団体や企業等との協働によるアドプトプロ
グラムの取組をさらに推進し、公共土木施設以外
の公の施設へも区域の拡大を図るとともに、参加
団体の拡大を進めます。

4　高等教育機関等との協働の推進
●大学などの高等教育機関の有する教育・研究成
果、人的資源及び社会貢献機能を地域づくりに活
かすため、引き続き、高等教育機関との連携の強
化を進めます。

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

673 推進 → → →

517人 577人 637人 700人 552人 647人 752人 830人 ◎

7－3　活力みなぎるとくしまづくり

674 推進 → → →

11
地域

12
地域

14
地域

14
地域

11地域 13地域 13地域 13地域 ○

120人 180人 94人 171人 236人 ◎

政策推進 →

●移住フェアにおける観光情報の充実や移住支援
サイトの充実を通じて本県の魅力を積極的に発信
することにより、滞在型観光からお試し居住や二
地域居住に繋がるよう努めるとともに、移住者に
対するアンケート調査を通じて移住者が抱える課
題等の把握に努め、移住者間の交流や意見交換の
場となる「とくしま移住者交流会議」を開催し、
「移住後のフォローアップ」を充実することによ
り、地域への定住を促進します

政策

政策

675

●学生に対して職業意識の醸成を図る機会を提供
するとともに、県の施策、業務に対して理解を深
めてもらうため、県庁におけるインターンシップ
を推進します。

1　移住・交流施策の推進
●移住等に関する情報・魅力発信を行うため、地
域の実情に柔軟に対応し、地域の創意工夫が活か
せる総合的な支援を行う「移住交流支援セン
ター」の整備や古民家・遊休施設を活用したサテ
ライトオフィスの取組などを推進し、県と市町村
が連携・協働した積極的な移住・交流の促進を図
ります。

→ →

○県外からの移住者数（累計）
　[23] － →[26]180人

＜H23～26取組内容と成果＞
　１.徳島県への移住者及び移住支援団体の関係者が一堂に会する
「とくしま移住者交流会」を開催し、意見交換を行い、移住者から
移住後に感じたことや行政への要望などを伺うとともに、移住者同
士の交流を図るためのネットワーク作りを支援した。
　２.県及び市町村の行政担当者が、移住された方の要望や移住者
への対応方法に関する情報交換を行い、支援策の充実強化を図っ
た。（H23から年1回開催）
　３.移住者のフォローアップとして、県・市町村担当者による移
住者訪問アンケートを実施し、悩み等の聞き取りを行った。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
１　平成２２年度からは、インターンシップの対象者を大学院
　　及び短期大学にも拡大するとともに、募集期間を広げる
　　などの工夫を行い、学生の増加に努めている。
２　四国大学及び徳島大学へ職員が出向き、インターンシップに
　ついて説明を行い、学生が制度の理解を深めるよう努めた。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
1 「とくしま」ふるさと回帰推進協議会等を通じて、以下の事業を
実施。
①東京や大阪などの都市圏で開催される移住・交流フェアにおいて
徳島県関係のブースを設置し、移住に興味のある方々に対して魅力
ある地域情報の発信や暮らし・仕事等に関する個別相談などによ
り、徳島県への移住促進を図った。（H23:5回、H24:6回、H25:5
回、H26:5回）
　平成26年度は、上記の加え、大阪において県単独の「移住セミ
ナー＆相談会」を市町村や民間団体等と連携し、地域の魅力を発信
するとともに個別相談により移住促進を図った。
②民間団体等と連携して移住・交流を推進するモデル事業を積極的
に実施する市町村に対して支援するとともに、市町村担当者会議で
取組事例を報告することにより、移住・交流に係る情報の共有化を
図った。（H23:2町村775千円、H24:4市町1,450千円、H25:2町村
1,000千円、H26:2町1,000千円）
2　市町村に対して、移住交流を推進するため、移住交流支援セン
ターの設置を促し、13地域に増加したが、目標に及ばなかったが
H27.4.1より阿南市に設置されたことから14地域となった。
3　移住交流の成果を把握するため平成25年度に「県外からの移住
者数」を設定し、目標を30％上回る形で達成。

＜事業の達成状況＞　◎

○県庁におけるインターンシップ大学生の受入
数（累計）
    [21]379人→[26]700人

○「移住交流支援センター」の設置地域数
　 [21]8地域→[26]14地域

Ａ

Ａ

Ｂ

11 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

676 政策

＜H23～26取組内容と成果＞
1　ふるさと回帰フェアや県人会等で移住ガイドパンフレットなど
を活用し、本県の魅力を発信するとともに、市町村のふるさと会等
の情報発信に要する経費を助成し、本県への移住・交流の促進を
図った。
2　本県への移住希望者を対象に、農作業や作物の加工、カヌーな
ど実際に県内のいなか暮らしを体感してもらうため、「いなか暮ら
し体験ツアー」を実施した（H25 県内３か所)
3　本県への移住を促進するため、移住希望者や移住支援団体関係
者を対象に、市町村の紹介やイベント案内、地域おこし協力隊の募
集などの情報を満載した「移住メルマガ」を配信した。（毎月１回
配信：登録者数 H23末:45人、H24末58人、H25末129人、H26末145
人）

＜事業の達成状況＞　◎

→推進 → →

●徳島にゆかりのある「外部人材の発掘」や全国
的な県人会ネットワークの活用などにより、徳島
県の豊かな自然・文化や暮らしの情報を積極的に
発信するとともに、移住・交流に係る全国組織で
あるＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターや市町
村と連携し、ふるさとの暮らしや地域の魅力を体
感してもらうことにより、本県への定住促進につ
なげます。

Ａ

12 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

＜H23～26取組内容と成果＞
　南部
１　徳島県南部総合県民局移住交流支援センターを設置し、圏域
　市町の移住に関する情報をまとめたウェブサイトを開設し、空
　き家等の情報発信を強化し、移住希望相談に対応するととも
　に、空き家の流通促進を図るための施策について、H24.5には
　国へ政策提言を実施した。
　・　空き家の契約実績
　（各町の移住交流センターを通じた契約実績）
　H23年度の空き家登録件数　１６件　うち契約件数２件
　H24年度の空き家登録件数　１４件　うち契約件数６件
　H25年度の空き家登録件数　１４件　うち契約件数１件
　H26年度の空き家登録件数　２３件　うち契約件数４件

２　H24年度からは、首都圏を中心にリスク分散を主な目的とし
　た、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務など、従来の働き
　方を見直している動きがあることに着目し、全国屈指のブロー
　ドバンド環境を最大限に活かした、新たな企業誘致の形態であ
　る「サテライトオフィス」を誘致することにより移住促進と遊
　休施設の活用の取組みを推進している。
　・ サテライトオフィスの誘致実績
　　H２４年度　１社
　　H２５年度　５社
    H２６年度　３社
３　少子高齢化、人口減少が進む南部圏域を活性化するため、移
　住交流の推進、南部圏域ならではの地域資源を活用した体験型
　観・アウトドアスポーツの振興による地域のにぎわいづくりの
　業務に取り組んだ。

　西部
１　サテライトオフィス誘致による雇用の創出
　 県外に拠点を持つICT企業等のサテライトオフィスをにし阿波へ
誘致するため、空き家調査等を行うとともに地域の魅力発信や視察
ツアーの受け入れ支援等を進めたことにより、東京の人材コンサル
タント会社「あしたのチーム」が西部圏域初となるサテライトオ
フィスを開設した。
　その後も廃校等を活用したサテライトオフィスがH27.3末現在、
西部に5社、移住者も含め19名の雇用を創出している。
２　移住交流支援センターを西部圏域２市２町すべてで設置し、
　県民局と２市２町で移住交流に関する情報共有と情報発信を実施
　　（H23～H26：移住者数６９人、相談件数３６９件）
３「移住・交流フェア（東京都）」や高速道路サービスエリア内
　でのPR活動
４「剣山国定公園」指定50周年記念事業の実施
　・オープニングイベント、剣山クリーンアップウォークの開催
　・剣山国定公園５０周年記念フォーラムの開催
　・西部・南部の共同物産展や特産品販売イベント等の実施
　・サイクルイベントスタンプラリーの実施など
＜事業の達成状況＞　◎

推進 → → →
南部
・

西部

●県南部・県西部圏域の過疎化の進む地域におい
て、地場産業や地域伝統文化が維持・継承され、
地域の活気を取り戻すため、市町と連携し、構造
改革特区制度等の活用により既存の規制や制度に
とらわれない移住・交流施策を推進します。

677 Ａ

13 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

680
順次拡

大
→ → →

145,80
0　人

147,20
0　人

148,60
0　人

150,00
0　人

146,093
人

149,446
人

153,123
人

151,791
人

◎

政策

＜H23～26取組内容と成果＞
・「ふるさと“ＯＵＲとくしま”応援事業」によりいただいた寄附
金を「スーパーオンリーワンハイスクール事業」をはじめ､「ふる
さと徳島の魅力を高め､全国に発信する事業」に活用した。
・寄附金使途メニュー項目に、Ｈ２６．３月下旬から「徳島ヴォル
ティス」や「徳島インディゴソックス」を盛り上げる事業を追加
し、さらに「ふるさと徳島」に関心を寄せ、応援してもらえるよう
工夫した。
  H26実績：金額32,788,082円、326件
　H25実績：金額43,271,000円、212件
　H24実績：金額54,657,000円、174件
　H23実績：金額33,323,702円、196件
　H22実績：金額31,288,001円、244件
　H21実績：金額26,237,000円、220件
  H20実績：金額27,846,000円、148件
＜事業の達成状況＞　◎

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
　ＮＰＯや民間事業者等による過疎地域の活性化や住民生活に密着
した取組みを支援するとともに、集落再生や地域づくり活動への参
画を目指す県内の若者等を対象とした集落再生リーダー養成研修を
実施し、集落再生に取り組む人材を育成した。
　H25年度からは、集落再生の実現に向け、顕著な功績のある団体
や個人に対する集落再生表彰の創設やとくしま集落再生フォーラム
の開催により、優れた地域での取組みの成果やノウハウを幅広く発
信した。
　また、民間活力による集落再生モデル創出交付金により、集落再
生や魅力ある地域づくりを推進するＮＰＯや民間事業者等を支援
し、新たな取り組みを創出した。
　・H26年度「民間活力による集落再生モデル創出交付金」
　　　　6団体　6,165千円

＜事業の達成状況＞　◎

推進 → → → 政策

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
・とくしまボランティア推進センターと連携し、ボランティア活動
に関する普及啓発、情報提供、人材育成等総合的な支援を行った。
上記取組によりボランティア・アドプト登録人口の目標を達成し
た。

＜事業の達成状況＞　◎

●「ふるさと納税制度」を通じて、県内外に「ふ
るさと徳島」の魅力を一層アピールするととも
に、県出身者など本県ゆかりの方々との連携をさ
らに強化し、活力と魅力あふれる徳島づくりを進
めます。

●ＮＰＯやボランティア団体等との連携強化など
により、地域住民の主体的活動を促進し、「参加
と協働」の下、個性豊かで活力ある地域づくりを
進めます。

○ボランティア・アドプト登録人口（再掲）
    [21]143,025人→[26]150,000人

679

678

2　魅力ある地域づくりの推進
●住民と協働で実施する地域の個性を生かした魅
力ある地域づくりや、地域づくりを支える人材育
成の取組を支援します。

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

681 支援 → → →

162
集落

164
集落

164
集落

164
集落

157
集落

162
集落

164
集落

168
集落

◎

104
組織

104
組織

109
組織

109
組織

104
組織

109
組織

112
組織

136
組織

◎

682 推進 → → →

47人 48人 49人 50人 43人 47人 49人 50人 ◎

683 推進 → → →

205戸 205戸 270戸 270戸 205戸 233戸 259戸 270戸 ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
　中山間地域総合整備事業計画に基づき、計画的に事業を実施し
た。

実施状況
　・H26年度までに３地区で270戸完了
　　　H23まで牟岐、美馬地区 　　　 205戸
　　　H24　　牟岐、美馬、脇中央地区  28戸
　　　H25　　牟岐、美馬、脇中央地区  26戸
　　　H26　　牟岐、美馬、脇中央地区  11戸
     　　　　　　　　　　    計　 270戸

＜事業の達成状況＞　◎

○営農飲雑用水施設による給水戸数
　 [21]38戸→[26]270戸

●棚田など農村景観を形成する貴重な財産の保
全・整備・活用による地域コミュニティの新たな
醸成と、スローライフを体験できる場づくりを進
めます。

●農山村地域において、農産物や農機具の洗浄な
どの営農用水と併せて衛生的かつ近代的な農村生
活を実現するための生活用水を供給します。

○「ふるさと水と土指導員」の認定数
    [21]42人→[26]50人

農林

＜H23～26取組内容と成果＞
中山間地域等直接支払制度及び農地・水保全管理支払交付金事業に
より取組を支援した。

（中山間地域等直接支払制度）
耕作放棄地の発生防止や集団的かつ持続可能な体制整備
１．関係市町村への説明会（H23　6回　H24　6回  H25 8回　H26 4
回）
２．集落への説明会（H23 4回　H24　3回 H25 4回　H26 9回）
３．制度の解説冊子の発行・配布（H23、H25 545集落（１７市町
村））
上記の取組により168集落が取り組んだ。

（農地・農業用水の保全）
１．活動主体、市町村等関係機関への説明会（H23 13回、H24 5回
H25 13回　H26 40回）
２．優良組織の表彰（H23 2組織、H24 3組織、H25 3組織、H26 2組
織）、表彰式・研修会（H23・24・25・26各1回）
３．「活動・制度の手引き」の印刷・配布（H23 150部、H24 150
部、H26 300部）
上記取組により136活動組織が取り組んだ。

＜事業の達成状況＞◎

農林

＜H23～26取組内容と成果＞
１．各市町村との連携により「ふるさと水と土指導員」候補者の掘
り起こしを行った。

２．「ふるさと水と土指導員」の、資質向上や活動の促進を図るこ
とを目的とした研修会を開催した。

３．「ふるさと水と土指導員」が行う農村保全や地域活性化等の活
動を支援した。（ふるさと水と土指導員活動支援事業）

　これらの取組により、指導員数は着実に増えている。

＜事業の達成状況＞　◎

農林

○「中山間地域等直接支払制度」の集落で地域
農業を支える体制づくりに取り組んだ集落数
    [21] － →[24]164集落

○農地や農業用水などを保全するため共同活動
に取り組んだ活動組織数
    [23]104組織→[26]109組織

3　活気あるむらづくり
●農業生産の維持・拡大を図るため、地域ぐるみ
での耕作放棄地の発生防止や集団的かつ持続可能
な体制整備、農地・農業用水の保全の取組を支援
します。

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

685 推進 → → →

9軒 10軒 16軒 17軒 14軒 16軒 30軒 33軒 ◎
○とくしま農林漁家民宿数（累計）
    [21]5軒→[26]17軒

●住民自らの発想・提案に基づいた事業を柔軟か
つ迅速に実施し、農山漁村地域の創意工夫を反映
した取組を支援します。

●四国4県が連携して四国のグリーン・ツーリズム
を推進するとともに、インターネットを活用した
グリーン・ツーリズムのＰＲを展開し、徳島の農
山漁村への入り込み客数の増加を図り、活気ある
むらづくりを進めます。（再掲）

農林

＜H23～26取組内容と成果＞
　地域が提案する事業計画に基づき、「彩」や香酸柑橘生産のため
の作業道、柿生産の草刈機の整備を、県単独事業である「とくしま
明日の農林水産業づくり事業」により支援した。
　Ｈ26年度は9件の提案に対し支援を実施

＜事業の達成状況＞　◎

農林

＜H23～26取組内容と成果＞
１県のホームページでのPR
２四国４県で作成したリーフレットによる施設PR及びキャンペーン
の実施とwebサイトの情報量の充実を図った。
３「水都おおさか森林の市」におけるPR
４「とくしま農林漁家民宿」開業に関する説明会及びスキルアップ
セミナーを実施した。
　
　上記取組に加え、学生を受け入れている体験型民泊施設に対し
て、体験型旅行の一般客への拡大を図るために農林漁家民宿への営
業形態の変更を推進した。
　これらの取組により、徳島県におけるグリーン・ツーリズムの推
進、農山漁村への入り込み客の増加による活気あるむらづくりを進
めた。

＜事業の達成状況＞　◎

推進

推進 → → →

→ → →

＜H23～26取組内容と成果＞
・「徳島のことは徳島で決める」ことができる「真の分権型社会」
の実現に向け、全国知事会や四国知事会、近畿ブロック知事会など
あらゆる機会を通じて、地方分権の確立や地方税財源の充実強化な
どについて、国等に対して提言、アピールを行った。
・「国と地方の協議の場」の法制化後、国と対等の立場で協議を
行った。
・その結果、法令による義務付け・枠付けの見直しを具体的に進め
る「第１次・第２次・第３次・第４次一括法」が成立し、地方の自
主性・自立性が高まった。
・また、平成26年度には、地方から具体的な権限移譲の提案を行う
「提案募集方式」が導入された。
＜事業の達成状況＞◎

政策

4　「真の分権型社会」実現への取組
●地方が「自らの権限と責任」のもと、「徳島の
ことは徳島で決める」ことができる「真の分権型
社会」を実現し、個性豊かで多様性に富んだ、活
力あふれる地域社会を形成するための取組を進め
ます。
　　・国と地方の役割分担の見直し
　　・国から地方への大幅な権限移譲
    ・地方税財源の充実・強化

684

686

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

687 推進 → → →

300件 141件 301件 453件 587件 ◎

688 推進 → → →

4件 ３件 ３件 ３件 ３件 △

689

●「地方の知恵や発想」が国の新たな制度や施策
に反映され、徳島の提言が「ジャパンスタンダー
ド（日本の標準）」となるよう、「知恵は地方に
こそあり！」との気概を持って、国への積極的な
政策提言を実施します。

○「徳島発の政策提言」件数（累計）
　　[19]～[21]192件→[23]～[25]300件

○総合特区制度への提案数（累計）
　 [22] － →[26]4件

政策

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成２３年度において第１次申請で２件、第２次申請で１件の申
請を行ったところである。
・平成２４年７月に第２次申請を行った「地域医療の再生と糖尿病
の克服」を目標とした提案「先導的な地域医療の活性化（ライフイ
ノベーション）総合特区」が地域指定を受けたことから、同特区の
取組推進を重点的に実施してきた。
・具体的には、国との協議の場において、同特区内における規制の
特例措置等の協議を進めるとともに、金融上の支援措置の活用等に
ついて検討を進め、この結果、平成２６年３月２８日に同特区の計
画認定を受けており、活力ある地域づくりに向けた取組に成果が見
られた。
・第１次から第4次指定までで全国で４１地区が指定されている。
第４次指定以降募集が行われていない。
・平成25年度から創設された新たな「国家戦略特区」においては、
平成２５年度には関西広域連合との共同提案で３件の提案を行うと
ともに、平成２６年度は関西広域連合との共同提案１件と県単独提
案２件の計３件を提案し、「総合特区」以外で地域の「資源」や
「知恵」を活かした活力ある地域づくりを進めている。
・総合特区制度の効果が最大限に活かされるよう、認定された計画
に基づき、国の財政・金融支援を効果的に活用するとともに、地域
独自の取組を推進していく必要がある。

＜事業の達成状況＞　○

政策

＜H23～26取組内容と成果＞
・「知恵は地方にこそあり！」との気概を持って、地方ならではの
発想が国の新たな制度や施策、予算に反映されるよう、国の予算編
成等の過程に応じ、「徳島発の政策提言」を実施した。
・本県からの提言により、自由度の高い交付金や地方財政計画への
「まち・ひと・しごと創生事業費」の計上など、「地方創生」を推
進するための施策の強化や、安心して子どもを生み育てることがで
きる社会の実現に向けた「子ども・子育て支援新制度」の実施、介
護職員の処遇改善などの社会保障の充実、「ジャパンブランド」の
確立を通じた農林水産物の輸出拡大などが実現した。

＜事業の達成状況＞　◎

→推進 → →

＜H23～26取組内容と成果＞
・四国知事会・近畿ブロック知事会・関西広域連合の枠組みを活用
し、「四国」と「近畿」の共通課題である｢本四高速への全国共通
料金制度の導入｣、｢高速道路のミッシングリンクの解消｣、｢四国新
幹線の整備｣に向けた取組を推進するとともに、「人形浄瑠璃」な
ど文化面の連携も推進した。
・平成26年度から平成の大関所と言われた「本四高速」に、「全国
共通料金制度」が導入された。

＜事業の達成状況＞ ◎

政策

5　広域行政への取組
●「四国」と「近畿」の結節点として、医療、文
化・観光、環境、防災など、様々な分野での広域
的な課題の解決に取り組むことにより、21世紀に
ふさわしい明るく元気あふれる「とくしま」づく
りを進めます。

●複数の規制の特例措置や財政上の支援措置等を
総合的な政策パッケージとして実施する「総合特
区制度」を活用し、地域の「資源」や「知恵」を
活かした活力ある地域づくりを進めます。

Ａ

Ｂ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

691 推進 → → →

資格試
験・免
許等分
野へ参
画

参画 ◎

9 6 7 8 9 ◎

690

692 推進 →→ →

○関西広域連合が実施するすべての分野への参
画
 　[24]資格試験・免許等分野へ参画

政策

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
　全国初の府県域を越えた広域連合である「関西広域連合」の一員
として、
１東日本大震災における「カウンターパート方式」による被災地支
援や各種の節電対策
２本県が分野事務局を所管する医療分野をはじめ、防災、観光・文
化、産業、環境の各分野の広域計画を策定し、本格的な事業展開を
開始
３広域産業振興局内に「農林水産部」を設置し、「地産地消」など
関西の第１次産業の振興
４徳島県ドクターヘリの広域運航（徳島県及び淡路島、和歌山県の
一部）の開始
５広域連合の戦略的重点方針である「広域計画」を改定し、２６年
度以降の取組を推進
など、府県域を越える広域課題への取組みを行った。

＜事業の達成状況＞ ◎

政策

政策

＜H23～26取組内容と成果＞
１身体障がい者等駐車場利用制度（パーキングパーミット）の各府
県への取組み拡大
２「豊かな森林を活用した温室効果ガスの削減や森林、林業の再生
に向けた提案」
３本県で２度目の開催となった国民文化祭と関西広域連合との共催
による「全国人形芝居フェスティバル」の開催など、「人形浄瑠
璃」をテーマとした文化振興事業の展開
４「家族でお出かけ節電キャンペーン」や「サマータイム」など、
関西のライフスタイルの転換に向けた節電・省エネ対策の推進
５平成26年度は薬物乱用防止対策について、違法ドラッグ検査に係
る情報共有や合同研修会の開催など、広域的な連携体制を構築
など、「徳島発の広域プロジェクト」拡大を図るほか、「資格試
験・免許等」分野への参画により、一層の事務効率化を図る。

＜事業の達成状況＞ ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・四国4県担当部長会議（3回）・課長会議（6回）において、四国
の抱える諸課題等について検討を行った。
・意見交換会やメールマガジンを活用するなどし、市町村への情報
発信を行い、市町村との連携を図った。
・平成25年6月の「四国知事会議」で、「道州制」を含む「広域行
政のあり方」について、「四国の視点」から検討を進めていくこと
を合意し、同年9月に課長レベルの「四国４県広域行政のあり方
WG」を設置（平成25年度４回、平成26年度２回実施）。

＜事業の達成状況＞ ◎

●地方分権改革をリードするため設立された「関
西広域連合」の一員として、関西における広域行
政をさらに推進するとともに、四国と近畿の結節
点という本県の特性を活かし、四国、さらには関
西全体の発展に繋がる取組を進めます。

●本県のみでは解決し難い課題を「関西共通の課
題」として捉え、徳島が先導役として、関西広域
連合で展開する「徳島発の広域プロジェクト」を
拡大します。

●地方分権改革の推進に向け、四国における広域
行政のあり方を研究するなど、四国で共通する喫
緊の広域行政課題について連携した取組を進めま
す。

○「徳島発の広域プロジェクト」数（累計）
   [22]3→[26]9

Ａ

Ａ

Ｂ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

693

694

695

支援 → →

→ 政策

＜H23～26取組内容と成果＞
関西広域連合等における広域行政の取組みについて、
１ホームページへ掲載
２県政だより「OUR徳島」へ掲載（H23 5回、H24 6回、H25 5回、
H26 6回）
３メールマガジンの配信（H23 1回、H24 17回、H25 15回、H26 14
回）
などにより、速やかな情報提供を行った。
また、H26年5月には、徳島県での関西広域連合委員会開催日に合わ
せ、総合大学校において「ドクターヘリ事業・関西広域連合の取組
紹介講座」を実施し、委員会の中継を交えながら情報発信を行っ
た。

＜事業の達成状況＞　◎

政策

推進 → →

 ＜H23～26取組内容と成果＞
1　H23「頑張る市町村応援事業交付金」
　・課題チャレンジ応援事業
　・過疎地域再生モデル事業
　・元気な地域づくりモデル事業
2　H24「とくしま地域創造戦略交付金」
　・地域創造戦略交付金、
　・「とくしま集落再生プロジェクト」実証支援事業
　・とくしまINAKAオフィスモデル事業
　により，頑張る市町村やＮＰＯ等を支援。
3　H25「課題解決先進市町村戦略交付金」創設（H26.継続実施）
　地域創造戦略交付金を見直し、地域が抱える複数の課題解決を目
指す「市町村」の戦略的な取組を支援した。
　・H23　延べ29団体　27,234千円
　・H24　延べ16団体　33,780千円
　・H25　　　 7市町　21,800千円
  ・H26       6市町　21,744千円

＜事業の達成状況＞　　◎

支援 → → →

→

政策

＜H23～26取組内容と成果＞
1 市町村合併特別交付金の交付
（H23:90,896千円,H24:110,010千円,H25:149,180千円,
　H26:170,537千円）
2 市町村振興資金の無利子貸付
（H23:192,900千円,H24:391,700千円,H25:213,100千円,
　H26:167,300千円）
上記の取組により、合併市町の財政支援を実施した。

＜事業の達成状況＞　◎

●四国における広域連携や、関西における広域行
政の取組について、ホームページなどによる情報
発信を行い、県民の関心を高め、理解を深める取
組を進めます。

6　市町村への支援
●「地域が主役の社会づくり」に向け、自主性、
自立性、創造性を発揮し、行財政課題や地域課題
に、先駆的、意欲的に取り組む「がんばる市町
村」を、モデル事業等を通じ、積極的に支援しま
す。

●旧合併特例法に基づき合併した市町に対して、
合併後の一体的なまちづくりを支援するため、市
町村合併特別交付金の交付を行うなど、合併市町
を支援します。

Ｂ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

696 推進 → → →

69
事務

76
事務

83
事務

90
事務

69
事務

102
事務

103
事務

103
事務

◎

697 推進 → → →

170
事業

180
事業

190
事業

290
事業

157
事業

236
事業

283
事業

338
事業

◎

698

●県南部圏域において、高齢化の進む過疎地域に
おける課題やニーズを把握し、地域を維持・存続
させていくための行政施策を検討し、圏域ならで
はの魅力あふれる農山漁村集落づくりを推進しま
す。

政策

＜H23～26取組内容と成果＞
1 市町村への働きかけ
（市町村対象の会議においてH23:4回,H24:4回,H25:4回,H26:4回）
2 市町村事務担当者向け移譲候補事務説明会の開催
（H23:2回，H24:2回，H25:1回，H26:2回）
3 権限移譲ステップアップ事業交付金の交付
（H23～H26　のべ12市町へ3,250千円）
上記の取組により、権限移譲の推進を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
1 いわゆる「限界集落」に焦点を当てた、攻めの集落再生策「とく
しま集落再生プロジェクト」を策定し、過疎地域の振興を図るた
め、できるものから着手した。
2 これまでの「基盤整備」はもとより、身近な交通や医療の確保、
暮らしの安全・安心など、ハード・ソフト両面から過疎対策の拡充
を図った。
3 H25年度には、過疎法改正に向けた取組として、２６項目からな
る「徳島からの提言」を取りまとめ、知事と過疎関係市町村長によ
り、国等に対し、強く働きかけを行い、過疎債の拡充対象として、
本県が要望していた、「し尿処理を含む一般廃棄物処理のための施
設」や「火葬場」が過疎法の一部改正に反映されたほか、解体撤去
のための新たな特例債の発行や集落の再生に資する支援制度の予算
の拡充などが反映された。
4 H26年度においても「徳島発の政策提言」等により、集落再生に
資する支援制度の予算拡充などを提言し、「地域経済循環創造事業
交付金」の予算の拡充、「過疎対策事業債」の増額などが反映され
た。

＜事業の達成状況＞　◎

政策

検討 推進 → →

＜H23～26取組内容と成果＞
  H23年度は、限界集落を元気集落としていくための課題解決元年
と位置付け、県民局内に設置した「高齢化の進む農山漁村活性化企
画員室」と連携して「適切な移動・交通手段の確保」「地場産業の
振興」「買い物弱者への対応」の３つの課題解決に向け、「農産物
の集出荷支援」「買い物支援」を同時に行う実証実験を海陽町川上
地区で実施した。
　H24年度は、限界集落が抱えている課題のうち、前年度の３つの
課題に「鳥獣被害対策」を加えた４つの課題解決に向け、「農産物
の集出荷支援」「買い物支援」に「見守り支援」を加えたモデル事
業を海陽町の１０地区において実施した。さらに、持続可能で活力
ある地域を形成するための新たな基金制度の創設などについて国へ
の要望活動を実施した。
　H25年度は対象地域を海陽町全域へと広げ、集出荷や買い物支援
等の参加者を拡大するなど持続可能なコミュニティビジネスの実現
に向けモデル事業を展開した。
　H26年度は海陽町の自主的な事業により、集出荷の支援をはじめ
コミュニティビジネスを展開した。

＜事業の達成状況＞◎

南部

○市町村へ移譲した事務数（累計）
    [21]69事務→[26]90事務

○県過疎地域自立促進計画事業数（累計）
    [21]93事業→[26]290事業

●持続可能な地域社会の実現に向け、市町村と連
携を図りながら、過疎地域の自立促進のための過
疎対策を着実に推進します。

●「徳島県権限移譲推進要綱」に基づき、市町村
への権限移譲を推進します。

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

699
●人口減少・高齢化が進む県西部圏域において、
西部総合県民局と市町が連携し、地域住民のニー
ズを把握し、持続可能な地域づくりを進めます。

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
１西部地域政策総合会議
　地域住民代表や市町との意見交換の場として開催し、地域の
  目線に立った政策立案や地域ニーズを反映した事業推進に努
  めた。
２にし阿波協働センター
　市町と連携し、過疎高齢化が進むにし阿波の過疎集落アンケ
  ート調査を実施し、地域住民のニーズの把握を行った。(H23)
　その結果を踏まえ、にし阿波協働センターに､「にし阿波集落
  再生・活性化プロジェクト」を立ち上げ、市町と連携し、具体
  策の検討等、課題解決にむけた調査研究を行った。(H24･25)
　また、集落再生・活性化を推進する上で必要なリーダ等育成を
  図るため「にし阿波集落再生・活性化人材育成モデル研究」に
  取り組んだ。(H26）
３にし阿波観光圏協議会（～H24）
　にし阿波～剣山・吉野川観光圏協議会（H25～）
　平成20年10月、国の観光圏認定に伴い、観光圏協議会を発足さ
　せ、県民局と市町が連携し、地域資源の発掘や、観光ＰＲ、官
  民協働による体験プログラムを行うなど、広域的な観光振興に
  取り組むことにより、平成25年4月に全国で６箇所、中四国で唯
  一の新観光圏の認定を受けた。
４西部防災対策連絡会議
　市町、国、警察、消防、通信・ライフライン関係機関等で大規
  模災害に対する防災対策について協議・意見交換会を行い、連
  携強化及び連絡体制など即応できる体制整備に取り組んだ。
５にし阿波福祉連絡推進会議
　市町と連携し、地域の福祉課題について協議を行い、ひとり暮
  らし高齢者の見守りや災害時の要援護者対策などの取組を進め
  た。
６「にし阿波ならでは」の農産物を用いた特産品づくり
　市町と連携し、地元グループや農家のニーズ、特色を把握し、
  ６次産業化の取組を支援した。

上記の取組により、地域住民のニーズを把握し、持続可能な地域
づくりを進めてきた。

＜事業の達成状況＞　◎

西部 Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

700

●県（南部・西部総合県民局）、市町、民間団体
が連携・協働する「地域協働センター」におい
て、地域の優れた個性と魅力を活かすための地域
づくりを総合的に推進します。

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
　南部
　県民局、管内市町、地域住民（団体）等が連携協働し地域の課題解決に
取り組んだ。

１　プロジェクトチームによる課題研究・解決
　・移住交流にぎわいづくりプロジェクト(H23)
　　移住交流支援センターの設置や体験型観光・アウトドアス
　　ポーツの振興による地域のにぎわいづくりに取り組んだ。
　・元気集落プロジェクト(H23～H24)
　　海陽町において「集・出荷支援」「買い物支援」を同時に
　　行う実証実験を行った。
　・室戸阿南海岸国定公園指定５０周年記念事業推進プロジェ
　　クト(H25～H26)
　　自然環境の保全と自然の魅力の体感を２つの柱に関係機関が
　　連携し、各種記念事業の準備を行うとともに、プレ事業を実
　　施し気運醸成を図った。
２　協働による地域力向上
    ＮＰＯ法人等によるシンポジウムの開催等
３　情報発信
    四国の右下右上がりをキャッチフレーズとして、南部圏域を
　一体的・戦略的にＰＲした。

　西部
１プロジェクトチームによる課題研究・解決
  (1)コミュニティの交通向上（H23）
　　ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾊﾞｽやｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽなど交通弱者を支援する市町の取組や
　　課題を検討
　(2)子育て支援（H23）
　　ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの設置推進、子育て支援情報誌の発行等子育
　　て支援機能の強化・充実を検討
　(3)にし阿波集落再生・活性化プロジェクト（H24･25）
　　にし阿波の集落再生・活性化に向けた方策
　　　①集落再生“命の水”創出事業（H24･25）
　　　②観光まちづくり活動推進事業
　　　③集落支援・人材マッチング研究事業
　　について検討・研究を実施
　(4)にし阿波における福祉施策の検討（H24･25）
　　「にし阿波福祉連携会議」を設置し、市町や社会福祉協議会
　　等と共に課題の共通認識や施策の検討
　(5)にし阿波集落再生・活性化人材育成モデル研究（H26)
　　地域課題の解決に向けた人材育成に関するモデル研究を実施
　(6)にし阿波福祉推進モデル研究(H26）
　　地域支え合いモデルの構築に向けて、意見交換や人材育成等
　　を実施
２地域づくり活動の支援
　競争的資金の獲得･行政と民間の協働推進に係る支援事業･
　NPOやボランティア団体等の情報交換やネットワークづく
　りを推進
３人材育成等の地域振興事業を市町等と協働して取り組み、
　県民局、管内市町職員を対象とした各種研修、住民を対象
　としたセミナー等の開催
　
　
＜事業の達成状況＞　◎

南部
・

西部
Ａ

22 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

7－4　笑顔あふれるとくしまづくり

702 推進 → → →

全国20
位台へ

４１位
(３９
位)

４２位
(４１
位)

４２位
(３５
位)

２６位 ◎

701

●地域の課題解決につながる政策提言を行う「と
くしま政策研究センター」（徳島県立総合大学
校）において、「地域協働センター」などと連携
し、調査研究を実施します。

1  四季を通じたにぎわいの創出
●徳島ならではの魅力あるイベントの実施、教育
旅行をはじめとする体験型観光を推進するととも
に、自然、文化、体験、食など、多くの宝にあふ
れた本県の魅力を余すところなく、総合的・戦略
的に発信する「おどる宝島！とくしまキャンペー
ン」の展開などにより、県民一人当たりの宿泊者
数の増を目指します。（再掲）

＜H23～26取組内容と成果＞
平成23年度：10テーマ、平成24年度：６テーマ、平成25年度：５
テーマ、平成26年度：５テーマの調査研究を実施した。
毎年度、６名の委員からなる外部評価委員会から調査研究成果につ
いて評価・提言をいただいた。
調査研究成果は、県立総合大学校ホームページに掲載しているほ
か、１０月発行の「講座一覧表」への掲載により、広く県民へ公表
している。

平成２６年度の調査研究テーマ
１　いこうや木屋平プロジェクト！調査研究
２  「６次産業展開型プロジェクト調査研究」
　　（キクイモプロジェクト）
３　「６次産業展開型プロジェクト調査研究」
　　（青色八朔プロジェクト）
４　離島への移住定住促進・交流人口拡大のための調査研究（南
部）
５　にし阿波集落再生・活性化人材育成モデル研究（西部）

＜事業の達成状況＞　◎

政策
・

南部
・

西部

商工

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
・ 徳島ならではの「マチ★アソビ」や「とくしまマラソン」を実
施し、誘客を図った。
・ 本県の持つ豊かな自然や食材などを利用し、県南・県西の推進
団体とともに教育旅行の誘致・受入に積極的に取り組んだ。
(県南 H23 17校1,995人、H24 21校2,322人、H25 13校1,306人、H26
15校1,842人）
(県西  H23  21校2,810人、H24  27校3,458人、H25 25校3,347人、
H26 27校3,147人）
・「全国ほんもの体験フォーラム」を開催し、体験型観光の先進地
であることのＰＲを行った。（H24）
・ 各種イベントを充実・強化し、さらなる観光誘客を推進した。
・ 体験型観光の受入態勢の充実のため、インストラクター、
 コーディネーター研修を実施した。（H25,H26）
・徳島・岩手・鳥取３県連携事業「怪フォーラムin徳島」を開催
し、
観光誘客を図った。(H26)
・徳島県内全域を舞台にした、リアル宝探しイベント「阿波国の秘
宝伝説」を実施し、観光誘客を図った。(H26)

※実績値については、H26は従業員10人未満の施設を含めた順位、
H23～25は従業員10人以上の施設を対象とした順位。（　）内は従
業員10人未満の施設を含めた順位。

＜事業の達成状況＞　◎

※H26年版では、「おどる宝島！とくしまキャンペーン」を展開す
るよう文言修正を行っている。
※人口一人当たり宿泊者数は、観光庁宿泊統計調査及び総務省推計
人口により算出した。

○人口一人当たりの宿泊者数
    [21]1.51人　全国41位→[26]全国20位台へ

Ａ

Ａ

23 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

705 開催 → → →

62,000
人

65,000
人

96,000
人

100,000
人

70,000
人

92,000
人

113,000
人

127,000
人

◎

開催 開催 開催 開催 開催 ◎

703

704

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
・「夏の阿波おどり」はもとより、「春の阿波おどり」として県外
に発信できる「はな・はる・フェスタ」に支援した。
・第２７回国民文化祭とくしま２０１２プレイベントにおいて阿波
おどりを国内外に発信し、観光誘客を図った。（H23）
・第２７回国民文化祭とくしま２０１２において阿波おどりを国内
外に発信し、観光誘客を図った。（H24）
・ジャパンスタイルフェア（ベトナム）に阿波おどり連を派遣し、
本県の魅力を発信（H24）
・徳島県観光情報サイト「阿波ナビ」により、夏の風物詩である各
阿波おどり連の練習風景を徳島ならではの新たな観光資源として全
国に発信（H25,H26）
・日韓文化交流公演（韓国）に阿波おどり連を派遣し、本県の魅力
を発信（H26）
・Ｊ１徳島ヴォルティスのアウェイゲーム（14試合）や、観光キャ
ンペーン等を活用し、阿波おどりを含む魅力発信を実施。

＜事業の達成状況＞　◎

商工

●「トクシマ・マチ空間」の創出を図る観光イベ
ントとして、「マチ★アソビ」を開催し、四季を
通じたにぎわいを創出します。

開催 → → →

●阿波おどりを活用した観光振興を図るととも
に、その魅力を国内外へ発信します。（再掲）

＜H23～26取組内容と成果＞
・徳島市内中心市街地において「マチ★アソビ」を開催し、「橋の
下美術館」や「コスプレファッションショー」により、にぎわいの
創出を図った。
・冬期においては、家族向けアニメイベント「ぷち★アソビ」を開
催し、四季を通じたにぎわいの創出を図った。（H24,H25,H26）

＜事業の達成状況＞　◎

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
　マチ★アソビ及び国際アニメ映画祭のイベント内容の充実を図っ
たことにより、集客力が高まった。
・ＳＮＳ等の活用により情報発信に努めるとともに、中国からのコ
スプレイヤーを招聘する等海外を視野に入れたＰＲ活動を行った。
(H23,H24,H25,H26)
・リメイク版宇宙戦艦ヤマトの巨大模型を徳島阿波おどり空港に展
示、来県者に「アニメといえば徳島」をPRした。（H24)
・アニメ作品等を国内外から公募し、ufotable cinemaで上映し
た。(H24,H25,H26)
・著名人の手形レリーフをステージ上で作製する「手形レリーフ作
成式」を行い、３月にufotable cinema前に設置した。(H25)
・アニメやゲームキャラクターをモチーフにしたラッピングタク
シーを制作し、イベント期間外においても「アニメのまちとくし
ま」を積極的にＰＲした。（H26）

＜事業の達成状況＞　◎

商工

●「マチ★アソビ」に新たなイベントを加え、拡
大するとともに、新聞・テレビ・雑誌・ＷＥＢや
衛星放送等あらゆるメディアを活用し、全世界へ
の情報発信を強化します。

○「マチ★アソビ」年間参加者数
    [22]59,000人→[26]100,000人

○「国際アニメ映画祭」の開催
    [23]開催

Ａ

Ａ

Ａ

24 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

706 開催 → → →

開催 開催 開催 開催 - - ◎

707 開催 → → →

開催 - 開催 開催 開催 ◎

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
H23.11.6「東日本大震災復興支援ﾁｬﾘﾃｨ・とくしまマラソン」を開
催（5,799人出走）
H24.4.22「第5回記念大会・とくしまマラソン２０１２」を開催
（9,525人出走）
　・阿波しらさぎ大橋を走り初めする新コース
　・募集定員の拡大（H23 7,000人　H24 10,000人）
　・金哲彦氏・高橋尚子氏を招待選手として招聘
H25.4.21「とくしまマラソン２０１３」を開催（9,794人出走）
　・競技力の向上（男子大会記録等）
・コース改善（コース上トイレの増設、リタイアバスの新設等）
H26.4.20「とくしまマラソン２０１４」を開催(10,373人出走)
  ・競技力の向上 （男女大会記録）
  ・年代別賞の創設
H27.3.22「とくしまマラソン２０１５」を開催(10,628人)
  ・国際化の推進（海外からのインターネット受付、受入態勢の整
備）
  ・競技力の向上（女子大会記録）

＜事業の達成状況＞　◎

商工

●本県の持つ豊かな自然、食、文化などをまるご
と体験でき、県内観光施設等で様々なサービスが
受けられる「おどる宝島！ パスポート」を実施
し、にぎわいを創出します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・内容を充実させ、県内を周遊できるイベントとして再構築するこ
とにより、集客力の強化を図った。
（参加事業者数　　H23  299者、H24  375者）
（スタンプラリー応募数  H23  653通、H24  1,003通）
・「とくしま祭り」の取組を更に進化させ、一層の観光客の周遊性
と宿泊の促進、リピーター来県の促進を加速させるため、平成25年
10月9日から通年型周遊パスポート「おどる！宝島パスポート」を
スタートさせ、観光誘客を図った。
（パスポートおもてなし施設　H25 280施設、H26 700施設）
（パスポート発行部数　H26 ７万冊）

＜事業の達成状況＞◎

※H26年度版では、数値目標及び文言修正を行っている。

2　「とくしまマラソン」による魅力発信
●県民のスポーツ振興や青少年の健全育成を図る
とともに、本県の魅力や県民挙げての「おもてな
しの心」を全国に情報発信できる「とくしまマラ
ソン」の第5回大会を記念大会として開催するな
ど、「進化する大会」としてさらなるにぎわいづ
くりを実現します。

○「とくしま祭り」の開催
    [23]～[24]開催

○全国有数規模（1万人以上）の大会の開催
    [24]開催

Ａ

Ａ

25 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

709 推進 → → →

96,000
人

110,00
0　人

62,000
人

90,759
人

96,494
人

106,144
人

○

710 推進 → → →

毎年
4大会
以上

毎年
4大会
以上

毎年
4大会
以上

毎年
4大会
以上

5大会 5大会 5大会 7大会 ◎

708

●競技団体や関係機関との連携による全国規模の
スポーツ大会の開催を誘致し、その定着を図るこ
とにより、競技力の向上に取り組み、スポーツの
交流を通じた活気あふれるスポーツ王国づくりを
目指します。（再掲）

推進 → →

3　多くの人が集まる大会・会議、イベントの誘
致・開催
●にぎわいを創出するため、他県から多くの人が
集まる大会・会議を誘致・開催します。
　《予定されている大会・会議》
  （平成23年度）
    ・第46回四国4県警察音楽隊演奏会
　（平成24年度）
    ・「あっ！わぁ！発見伝」
      第２７回国民文化祭・とくしま２０１２

政策
・

県民
・

県土
・

南部
・

警察

＜H23～26取組内容と成果＞
・地元業界や大学等への積極的な誘致活動を推進するとともに、開
催助成制度等により、コンベンションの誘致促進に取り組んだ。
・大会開催経費の助成に加えて、平成25年11月に会場使用料助成制
度を創設した。
・県内約３８０の関係団体で構成する「とくしまコンベンション誘
致推進協議会」を設立し、県を挙げた受け入れ体制を構築した。
（H25）
　更に、「観光」「食」「土産」など、本県の魅力を盛り込んだ
「とくしまコンベンション支援ガイド」を作成し、推進協議会構成
員と連携した積極的な誘致活動を実施した。
・「四国霊場開創１２００年」、「剣山国定公園及び室戸阿南海岸
国定公園の指定５０周年」等の周年行事を活用したＰＲ活動に取り
組んだ。(H26)

＜事業の達成状況＞　○

※H26年度版では、文言修正を行っている。

商工

→

＜H23～26取組内容と成果＞
・H23年度は「第27回国民文化祭とくしま2012」のプレイベントの
開催や文化情報紙の発行等を行い、「あわ文化」の魅力発信と開催
機運の醸成を図った。

・H24年度は全国初２度目となる「第27回国民文化祭とくしま
2012」を開催し、全市町村や文化団体とともに「あわ文化」の魅力
発信を行い、「文化の力でまちづくり」に挑戦することで、取組み
を推進した。

・H25年度はその成果を未来に継承するため、H24の国文祭開催期間
を「メモリアル期間」と位置付け県民文化祭を期間延長するなど文
化振興事業を実施した。

・H26年度は全国「『みどりの愛護』のつどい」を開催し、全国の
関係者が一堂に集い、緑を守り育てる国民運動を推進した。また、
南部圏域において「全国丼サミット」を誘致し、県内外から多くの
人を集めた。

＜事業の達成状況＞　◎

県民

＜H23～26取組内容と成果＞
・「全日本実業団対抗陸上競技選手権大会」、「全日本登山体育大
会」など、全国規模の大会が開催されたほか、H25.8月には「第40
回記念全日本レディースソフトテニス個人戦大会」の誘致により、
スポーツを通じた地域の活性化が図られた。なお、23･24・25年度
ともに5大会、26年度は7大会(全国大会4大会，西日本大会3大会)を
開催することができ、目標を達成した。
　※　全国規模スポーツ大会とは，西日本大会以上の大会

＜事業の達成状況＞　◎

○コンベンション（中四国規模以上）の参加者
数
　 ［21］56,836人→［26］110,000人

●「とくしまコンベンション誘致推進協議会」や
「とくしまコンベンション支援ガイド」の活用に
加え、会場使用料の助成による大規模大会の誘致
を推進するなど本県ならではのコンベンションを
提案することにより、コンベンション参加者数の
倍増を目指します。

○全国規模スポーツ大会の開催数
    [23]～[26]毎年4大会以上

Ａ

Ｂ

Ｂ

26 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

712 推進 → → →

 年1回
開催

 年1回
開催

 年1回
開催

 年1回
開催

 年1回
開催

 年1回
開催

 年1回
開催

 年1回
開催

◎

3,500
人

4,000
人

5,000
人

6,000
人

5,160人 6,658人 6,685人 6,406人 ◎

711

＜H23～26取組内容と成果＞
　指定管理者の創意工夫のもと、クリスマスイベントや大鳴門橋体
験ウォークなど様々な事業が実施されるとともに、来場者の意見を
踏まえた夜間営業などの取組により、利用者へのサービス向上が図
られた。
○渦の道
　施設内の多言語表記やイヤホンガイドを導入し，外国ツアーへの
セールスを行った結果，台湾をはじめとした海外からの観光客が前
年度比で約1.7倍と大幅に増加している。
　外国人観光客数[H23] 3,645人
　　　　　　　　[H24] 5,693人
　　　　　　　　[H25] 8,504人
　　　　　　　　[H26]14,657人
○あすたむらんど
　クリスマスイルミネーションが定着したこと、大型連休や夏休み
期間中のイベントが功を奏したことなどから、前年度を少し上回る
４３万４千人。
　入場者数[H23]425,837人
　　　　　[H24]436,569人
　　　　　[H25]433,695人
　　　　　[H26]434,829人
○アスティとくしま
　平成２６年度には大型アーティストのコンサートを５件、全国大
会についても３件誘致し、にぎわいを創出した。

＜事業の達成状況＞　◎

※H26年度版では、具体的な取組を記載する文言修正を行ってい
る。

推進 → 商工→

＜H23～26取組内容と成果＞
１　南部圏域の１市４町の商工会、農林水産関係団体、市町等27
　団体で組織する「四国の右下」右上がり協議会を設立。（平成23
年2月）
２　地域食材を活用したご当地グルメの開発
　　平成23年度：「南阿波丼」、平成24年度：「南阿波鍋」、平
　成25年度：「南阿波スイーツ」
３　南部圏域の食と伝統文化など魅力を発信する「四国の右下」
　食博覧会の開催
・第1回：美波町旧水産高校跡地、
　来場者数19,000人（平成23年12月）
・第2回：海陽町まぜのおかオートキャンプ場、
　来場者数27,000人（平成24年12月）
・第3回：阿南市ＪＡアグリあなん、
　来場者数43,000人（平成25年11月）
・第4回：美波町薬王寺駐車場
　来場者数59,000人（平成26年11月）
　※全国丼サミットと同時開催
４　南部圏域で実施されるスポーツイベントを「Human-Powered
　Games」として位置づけ、アウトドアスポーツの楽園として南
　部圏域をPR。
　・平成23年度参加者数：8イベント・5,160人
　・平成24年度参加者数：11イベント・6,658人
　・平成25年度参加者数：13イベント・6,685人
　・平成26年度参加者数：12イベント・6,406人

＜事業の達成状況＞◎

南部

→

●県南部圏域の団体や行政が一体となった地域主
導型の連携組織を構築し、圏域の海・山などの自
然環境や豊富な食材、伝統文化や人的資源を活用
したイベント等を開催し地域ブランド力の向上と
交流人口の増大を図ります。（再掲）

○四国の右下食博覧会の開催
　  [23]～[26]年1回開催

○ヒューマンパワードゲームズの参加者数
    [21]3,300人→[26]6,000人

●「渦の道」、「あすたむらんど徳島」、「アス
ティとくしま」などの交流拠点の魅力を高めると
ともに、交流拠点を活用したイベントの充実を図
り、また、来場者へのアンケートを実施し、意見
を踏まえた取組やサービスを提供することで満足
度の向上を図ります。

Ａ

Ａ

27 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

7－5　希望に向かうとくしまづくり

714 推進 → → →

67% 69% 72% 75% 69% 64% 84% 77% ◎

715 推進 → → →

10回以
上/年

10回以
上/年

10回以
上/年

10回以
上/年

9回 10回 10回 10回 ○

713 促進 → →

＜H23～26取組内容と成果＞
　報道機関への情報提供による広報活動をはじめ、新聞や刊行物の
発行、テレビ、ラジオ、インターネットを通じ、県民に分かりやす
い情報提供を行った。
　また、県ホームページについては、利便性の向上を目指す観点か
ら、システムの改善に努めるとともに、新たな対応として、平成２
５年１０月３１日からスマートフォン専用デザインによる運用を開
始した。

＜事業の達成状況＞◎

経営

経営

●県民の皆さんと知事との対話事業を実施すると
ともに、インターネット等を活用した提言の場づ
くりを進め、得られた提言を積極的に県の事務事
業に反映します。 ＜H23～26取組内容と成果＞

　地域で活動するＮＰＯ法人をはじめとした様々な団体を知事が訪
問し、県民の意見を聴く新しい形での知事対話として実施した。

＜事業の達成状況＞◎

西部→

＜H23～26取組内容と成果＞
１市町、ＮＰＯ法人の企画・主催による全国規模のアウトドア
  イベント実施に連携、協力し、地域活性化につなげた。
   (H23～26)
　・ラフティング（大歩危リバーフェスティバル）
　・自転車（ツール・ド・にし阿波、にし阿波シクロクロス）
　・雪合戦（国際雪合戦四国大会、全国小学生雪合戦大会）
２大阪アウトドアフェスティバルへ市町と共に参加しＰＲに努め
　た。
３「剣山国定公園」指定50周年記念事業において、にし阿波地域
  のアウトドアイベントを積極的にPRした。（H25～H26）
　・自転車王国とくしまスタンプラリーの実施（H25）
　・自転車王国とくしまライドラリーの実施（H26）
　　※県民スポーツ課
　・ホームページ、フェイスブック等でのイベント情報発信
４「にし阿波アウトドア体験おすすめガイド」や「剣山トレッキ
　ングマップを作成・配布し、にし阿波の魅力あるアウトドアの
　情報を発信した。（H26）
５徳島・鳥取・岩手３県連携により、三好市山城町で「怪フォー
  ラム」を開催した。（H26）

＜事業の達成状況＞　◎

●にし阿波の地域資源を活用したアウトドアイベ
ント等、全国規模大会の開催を促進します。

○「オープンとくしまｅ－モニターアンケー
ト」において、県のホームページが「役立って
いる」と回答した割合
　 [21]60％→[26]75％

○知事対話事業開催回数
    [23]～[26]10回以上／年

1　県民との対話型広報広聴事業の展開
●県民との意思疎通を図りながら、県民と一緒に
県政をつくるために、各種広報媒体を有機的・効
果的に活用し、県民に伝えるべき情報に併せて、
県民が求める情報や県民が主体的に意見等を提出
するために必要な情報を、積極的かつきめ細やか
に提供するとともに、県民の利便性の更なる向上
を図ります。

Ａ

Ａ

Ｂ

28 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

717 推進 → → →

25件 50件 75件 100件 34件 63件 91件 127件 ◎

年10件
以上

年10件
以上

年10件
以上

年10件
以上

11件 14件 17件 14件 ◎

716

政策
・

南部
・

西部

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
・パブリックコメントの実施に当たっては、幅広く県民から意見を
いただけるように新聞等マスコミや、実施案件関連機関への広報を
実施担当部署に対し働きかけ、県民への周知に努めた。

意見の募集期間終了後、実施担当部署において、県民からいただ
いた意見に対する県の考え方をとりまとめ、県のホームページ等で
公表した。
・計画原案の内容を簡潔にまとめた概要を作成することで、よりわ
かりやすい資料づくりに努めるよう、実施担当部署に対し働きかけ
た。
・平成26年度からパブリックコメント制度の活性化と更なる県政へ
の反映を目指し、
  ①県民の利便性向上を図るため、県ホームページ上に意見を直
    接投稿できる投稿フォームを作成
　②アイデアなど県民意見等を求めたい場合にも、パブリックコ
　　メントの手続を利用できるよう制度を見直し
　③募集要領の配布先を拡大するなど、パブリックコメント制度
　　のさらなる周知徹底
　等を実施したことにより、意見提出件数が増加した。
　（平均意見提出件数　H25 26件 →H26 34件）

・ｅ－モニターアンケート制度については、インターネットを利用
してｅ－モニターに対して県政についてのアンケートを実施し、寄
せられた回答を実施担当課において整理・分析し、県の施策の推進
の基礎資料とするとともに、速やかに県ホームページにおいて公表
するように努めた。
　

上記取組により、パブリックコメント実施件数・ｅ－モニターア
ンケートの実施件数とも年度目標を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

監察

＜H23～26取組内容と成果＞
・知事自らが各圏域で開催される行事等に参加し、地域の「生の
声」や「創意あふれる取組み」に直接触れるため、「知事と一緒に
ふれあいバス」、「宝の島・徳島『わくわくトーク』」などを組み
入れた「フォローアップ移動知事室」を各圏域で開催した。
・東部圏域　H23.9.9～9.10／H24.10.5～10.6／H25.11.29～12.1／
　　　　　    H26.8.29～8.31
・南部圏域　H23.7.16～7.18／H24.7.27～7.29／H25.11.15～
11.18/
　　　　　  　H26.9.26～9.28
・西部圏域　H23.11.4～11.5、12.4／H24.10.12～10.14／
　　　　　　  H25.9.20～9.23／H26.10.18～10.20
＜事業の達成状況＞　◎

○ｅ－モニターアンケートの実施件数
    [23]～[26]年10件以上

2　県民に開かれた県政の推進
●県民の意見や提案を反映した施策づくりを行う
ため、「オープンとくしまパブリックコメント制
度」をはじめとした県民広聴制度を着実に実施
し、県民との双方向による県づくりを推進しま
す。

○パブリックコメント実施件数（累計）
    [23]～[26]100件

●地域の人々と「ともに考え、ともに行動し」各
圏域の振興を図るため、「出会い」「ふれあい」
「語り合う」移動知事室を開催するなど交流の場
づくりを進めます。

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

718 推進 → → →

57% 58% 59% 60% 57% 57% 57% 58% ○

21,500
件

23,000
件

33,000
件

50,000
件

32,541
件

50,407
件

86,251
件

79,106
件

◎

720 推進 → → →

120件 140件 220件 240件 184件 192件 220件 242件 ◎

719 監察

●県民からの電話による問い合わせを一元的に受
け付ける県庁コールセンター「すだちくんコー
ル」や「県庁サービスセンター」及び各総合県民
局「県民センター」において、県民の県政に対す
る意見、苦情、照会、相談等に的確かつ迅速に対
応するとともに、よくある質問をＦＡＱとして整
理・情報提供し、サービス向上を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
・FAQ記事の充実に努めるとともに、コ－ルセンタ－での対応完了
に一層取組み、県民サービスの向上や職員の電話対応による負担軽
減を図った。また、記事の充実によりFAQへのアクセス数が増加
し、一層の県民への情報提供が図られた。

＜事業の達成状況＞　○

→ →推進

3　県政情報の積極的な提供
●「情報提供施策の推進に関する要綱」に基づき
県が保有する情報を積極的に提供するとともに、
個人情報を保護しつつ、徹底した情報公開を行う
ことにより、県民の県政への参加を推進します。

監察

●県が保有する情報を積極的に「県ホームペー
ジ」で公表することにより、県民への迅速な情報
の提供など県民サービスの向上を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
　当初の目標数値は、90件→180件としていたが、実施機関への周
知に努め、各機関が積極的に取り組んだ結果、目標数値を達成した
ため、目標数値の上方修正を実施した。
・平成２３年度実施機関への働きかけ（５回）
・平成２４年度実施機関への働きかけ（６回）
・平成２５年度実施機関への働きかけ（５回）
・平成２６年度実施機関への働きかけ（５回）

＜事業の達成状況＞　◎

監察

＜H23～26取組内容と成果＞
　県民が「情報提供施策の推進に関する要綱」に基づく公表情報を
積極的に活用できるように、公表情報の一覧表を作成し、情報公開
窓口・県民サービスセンターでの閲覧やホームページで公表すると
ともに、個別の公開請求に対しては、原則公開の立場に立ち、より
積極的な公開を実施した。
・平成２３年度公表義務情報４５６件、公表推進情報３０６件を公
表情報一覧表に掲載。
・平成２４年度公表義務情報４５８件、公表推進情報３０４件を公
表情報一覧表に掲載。
・平成２５年度公表義務情報４６０件、公表推進情報３２６件を公
表情報一覧表に掲載。
・平成２６年度公表義務情報４５７件、公表推進情報３４６件を公
表情報一覧表に掲載。

＜事業の達成状況＞　◎

→

○コールセンターでの対応完了率
    [21] － →[26]60％

○ＦＡＱ月間平均アクセス数
    [21] － →[26]5万件

○「情報提供施策の推進に関する要綱」に基づ
く「公表推進情報」の「県ホームページ」上で
の公表件数
　 [21]90件→[26]240件

Ｂ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

721 推進 → → →

全国
トップ
クラス
の連続
達成

全国トッ
プクラス
の連続達

成

－ － － －

●情報公開制度の充実を図るとともに、県が保有
する情報を積極的に公開・提供します。 ＜H23～26取組内容と成果＞

・積極的な情報公開に努めた結果、平成２３年度は１位となり、５
年連続して知事部局の情報公開度ランキングの全国トップクラス入
りを達成した。
・この全国ランキングは、全国市民オンブズマン連絡会議がアン
ケート調査により実施しているもので、平成２４年度以降は休止さ
れているが、その後も、更に積極的な情報公開に努めている。

＜事業の達成状況＞◎

監察

○知事部局の情報公開度ランキング
　 [26]全国トップクラスの連続達成

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

722 推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
１　外部有識者等による「県職員倫理審査会」を開催し、委員の
  意見をもとに、コンプライアンス推進に取り組むとともに、
  家族との「きずな」の重要性など、新たな視点によるコンプ
　ライアンス推進について御提言をいただいた。
　・物品購入や公用車使用に係る事務処理手続の見直し
　・支払い時における業者選定委員会開催記録の添付
　・「研修・啓発活動資料集」の作成
　・重層的チェック等の実施
  ・「超過勤務縮減の手引き」の作成など働きやすい職場づくり
　・「出勤簿システム」の改修や、あいさつ励行など服務管理の
　　原点に立ち返り取組みを強化

２　「監察局」による第三者的な立場からの監察及び「制度所管
　課」と連動した重層的チェック等を実施し、職員の職務執行の
　適正確保に努めた。
　●制度所管課によるモニタリング
　【管財課】
　　調査項目：物品購入手続（現地調査）
　　対　　象：Ｈ23 2所属,Ｈ24 4所属,Ｈ25 5所属,Ｈ26該当なし

　【情報システム課】
　　調査項目：情報セキュリティ（内部監査）
　　対　　象：Ｈ23 17所属,Ｈ24 19所属,Ｈ25 20所属,Ｈ26 24所属
　●人事課による特別調査
　　Ｈ２３　調査項目：物品購入手続、コンプライアンス取組
　　　　　　対　　象：5所属
　　Ｈ２４　調査項目：Ｈ23に加え「公用車使用手続」
　　　　　　対　　象：5所属
　　Ｈ２５　調査項目：Ｈ24に加え「私有車の公務私用」
　　　　　　　　　　　　　　　　「出張時の服務管理」
　　　　　　対　　象：6所属
　　Ｈ２６　調査項目：Ｈ２５に加え，「出勤簿押印状況」
　　　　　　対　　象：６所属
　●随時監察（モニタリング調査）
　　Ｈ２３　調査項目：物品購入手続、情報セキュリティ
　　　　　　対　　象：17所属
　　Ｈ２４　調査項目：公用車使用手続、物品購入手続、
　　　　　　　　　　  情報セキュリティ
　　　　　　対　　象：16所属
　　Ｈ２５　調査項目：物品購入手続、公用車使用手続、私有車
　　　　　　　　　　　の公務使用手続、超過勤務手当手続
　　　　　　対　　象：18所属
　　Ｈ２６　調査項目：物品購入手続、公用車使用手続、私有車
　　　　　　　　　　　の公務使用手続、出張時における服務管
　　　　　　　　　　　理、情報セキュリティ対策
　　　　　　対　　象：１２所属
　●テーマを定めて行う「定期監察」
　　Ｈ２３　テ ー マ：「健全な職場環境の醸成に向けて」
　　　　　　対　  象：11所属
　  Ｈ２４　テ ー マ：「健全な職場環境の醸成に向けて」
　　　　　  対  　象：7所属
　　Ｈ２５　テ ー マ：「互いに気づきあえる職場環境の醸成に
　　　　　　　　　　　向けて」
　　　　　　対　　象：10所属
　　Ｈ２６　テ ー マ：Ｈ25と同じ
　　　　　　対　　象：10所属
＜事業の達成状況＞　○

経営

4　公正で公平な県政の推進
●県職員の職務執行の公正さを確保するための第
三者機関である「職員倫理審査会」、「監察局」
等による重層的なチェック体制を確立するととも
に、不祥事事案や事務処理ミス等については、過
去の事例をしっかりと分析・検証することで、同
様の事案が生じないよう取り組みます。

Ｃ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

723

●県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図
り、公務に対する信頼の確保を図るため、「徳島
県の公務員倫理に関する条例」の適切な運用はも
とより、過去の不祥事事案の検証結果や、職員の
意識調査の結果等も踏まえ、職員一人ひとりに対
して倫理意識を徹底するための取組を推進しま
す。

運用 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
　倫理条例の目的である「県民の疑惑や不信を招くような行為の防
止を図り、公務に対する県民の信頼を確保する」ため、倫理条例の
適切な運用をはじめ「倫理意識の徹底」を図るための取組みを推進
した。

・倫理条例・規則に基づく、「贈与等報告書」、「利害関係者との
飲食届出書」の報告・届出制度等を適切に運用するとともに、各種
のコンプライアンス推進の取組みとあわせ職員倫理審査会に報告
し、ご意見をいただくことで、取組みの充実強化に努めた。

・「コンプライアンス基本方針」に基づき実施する「コンプライア
ンス推進責任者研修」や「担当リーダー研修」等を通じて、職員一
人ひとりに対する倫理意識の徹底を図った。

・春と秋のコンプライアンス推進週間に、全職員を対象とした「セ
ルフチェックシートの実施」及び、倫理条例に関する「e-ラーニン
グ研修」を実施することにより、倫理条例の適切な運用の確保と、
倫理意識の徹底を図った。

・平成25年度には、これまでの不祥事根絶に向けた取組みの浸透度
を確認し、今後の効果的な対策に活かすため、全職員（知事部局）
を対象とした記名式の意識調査を実施した。（対象者：3,505名
（臨時・非常勤職員を含む））

・さらに平成26年度には、職場内や家庭との「きずな」で高めるコ
ンプライアンスを推進し、家族や同僚からのメッセージが付いた
「コンプライアンス宣言カード」の常時携帯や、家庭版の「コンプ
ライアンスガイド」により、家庭での意識啓発を行うことなどによ
り、職員倫理と服務規律の確保に努めた。

＜事業の達成状況＞　○

経営 Ｃ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

724

725

726

●公平・公正な職務執行の確保のため、｢コンプラ
イアンス基本方針｣に基づき、「職員倫理意識の徹
底」を図ります。また、管理職員をはじめとする
直近上司によるチェック機能を強化するととも
に、職員間で倫理面や服務面も気づきあえる風通
しのよい職場づくりを進めるなど、組織としての
対応力の強化を進めます。

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
  職員倫理意識の徹底を図り、県民の信頼や期待に応えるため、コ
ンプライアンス基本方針に基づき、毎年度、創意工夫を凝らしなが
ら全庁を挙げた取組みを推進した。

・平成２３年度は、リスク予防の導入及び自覚と誇りに基づく不祥
事根絶に向けた強い決意を醸成するため、「制度所管課や監察局に
よるモニタリングの実施」に加え、ボトムアップ型の取組みである
「コンプライアンス啓発ビデオレターの制作」、「コンプライアン
スカードの常時携帯」等を実施した。

・平成２４年度は、職員一人ひとりによる創意工夫を凝らした不断
の取組みを推進するため、「事務処理チェックリストによる相互
チェック体制の確立」や「コンプライアンス啓発壁紙の作成」等に
取り組んだ。

・平成２５年度は、不祥事を未然に防止するための体制の確立を図
るため、「新たな担当制による組織内チェック」を徹底するととも
に、ボトムアップ型の取組みとして、「コンプライアンス啓発カレ
ンダーの作成」や「ＭＹコンプライアンス宣言カードの常時携帯」
等を実施した。

・平成２６年度は、「職場内や家庭との『きずな』で高めるコンプ
ライアンス（きずな・コンプラ）」をテーマに掲げ、「私とあなた
のコンプライアンス宣言カード」や「コンプライアンスガイド（家
庭版）」等により、「職員倫理と服務規律の厳守」及び「不祥事を
防止する組織づくり」を実施した。

＜事業の達成状況＞　○

経営

●職員をはじめ県民等からの通報により、県職員
の不正行為等を早期に発見、是正し、職員の職務
執行の適正を確保するため、制度の適切な運用を
行います。

運用 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
  平成20年度に県民等からの通報を明確に位置づけるとともに、通
報対象事実を拡大し、内部窓口を新たに設置した「監察局」に一元
化するなど、制度の抜本的な見直しを行っており、Ｈ23～26年度に
おいても、｢透明性｣、｢実効性｣の高い制度運用に努めた。
　平成23年度は54件、平成24年度は25件、平成25年度は37件、平成
26年度は29件の通報に対応した。

＜事業の達成状況＞　◎

監察

●より透明で開かれた県政運営に資するため、知
事や県職員が、その職務に関して受ける県政への
要望、意見等に対して、適正に対応するための制
度の適切な運用を行います。

運用 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
　「働きかけ対応制度」としての「業務に関する要望等に対する職
員の対応要綱」に基づき、知事や県職員が職務に関して受ける要
望、意見等に対して、適正に対応するための体制をとっている。
　「通報制度」、「不当要求行為等対策」などの施策と「働きかけ
対応制度」を一体として機能させることにより、不当な働きかけそ
のものが発生しない環境を整備し、より透明で公正・公平な県政運
営が図られるよう努めたこともあり、Ｈ23～26年度は、実績はな
かった。

＜事業の達成状況＞　◎

監察

Ｃ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

729

727

728

●違法又は不当な要求に対して、組織として公正
で円滑な事務執行を確保するための制度の適切な
運用を行います。

運用 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
　県内を5ブロックに分け、県の各機関、市町村、管轄警察署で構
成する「地域不当要求行為等対策協議会」（H19年度設置）の開
催、「不当要求行為等対策責任者研修」の実施など、違法又は不当
な要求に迅速・的確に対応できるよう、体制強化に努めた。
　「不当要求行為等対策責任者研修」等を県内各地で計96回
(H23:14回、H24:21回、H25:31回、H26:30回)開催し、延べ5,828人
(H23:967人、H24:1,502人、H25:1,669人、H26:1,690人)が当該研修
を受講した。

＜事業の達成状況＞　◎

監察

●入札・契約制度のより一層の「透明性」「競争
性」「公正性」の確保を図るため、総合評価落札
方式の拡充、ダンピング防止対策の強化などの取
組を推進します。

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
・最低制限価格等の見直し、設計金額及び調査基準価格の事後公表
の拡大等「ダンピング防止対策」を強化
・「総合評価落札方式」の評価項目の見直し
・等級別発注上限金額や、技術者条件及び完工高条件の緩和などに
よる「格付け」の見直し
等の制度改正により、総合評価落札方式の拡充、ダンピング防止対
策の強化などに努めた。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

＜H23～26取組内容と成果＞
・定例会議（H23：2回、H24：1回、H25：1回、H26：1回）
・審査部会（H23：2回、H24：2回、H25：2回、H26：3回）
・公正入札審査部会（H23：2回、H24：1回、H25：0回、H26：0回）
・入札制度検討部会（H23：3回、H24：1回、H25：2回、H26：1回）
　入札・契約等の制度について意見を受け、制度改正を実施した。

＜事業の達成状況＞　◎

県土推進 →→ →
●第三者機関である「徳島県入札監視委員会」に
よる審議を行い、公共工事の入札・契約等の適正
化を推進します。

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

730
策定・
推進

→ → →

策定・
推進

策定・
推進

推進 推進 推進 ◎

設置・
推進

設置・
推進

推進 推進 推進 ◎

731 推進 → → →

2,500
件

5,000
件

7,500
件

10,000
件以上

2,851
件

H24
3,011
件累計
5,862
件

H25
3,529
件累計
9,391
件

H26
3,213
件累計
12,604

件

◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成２３年度は、全庁的な「業務改善」に加え、職員一人ひとり
の参加による「一人１改善」を実施。
・平成２４年度は、全庁的に取り組むべき喫緊の課題である節電対
策の強化をはじめ「サマータイム期間中」の取組みを「業務改善の
取組み」に追加。
・平成２５年度は、「超過勤務の縮減」を重点テーマとし、積極的
な推進を図った。
・平成２６年度は全職員による「ボトムアップ」の取組みと所属長
による「トップマネジメント」の両輪により全庁的に「業務・職場
改善取組」に取り組んだ。
　
＜事業の達成状況＞　◎

経営

＜H23～26取組内容と成果＞
１「オンリーワン徳島」の実現に向け、新たな県政のかたちを構築
するため外部有識者からなる「とくしま未来創造プラン推進委員
会」を設置（H23.6）し、新たな行財政改革プラン「とくしま未来
創造プラン～徳島からの新たな挑戦～」を策定（H23.11）
２　平成２４年度は、「職場力の強化」をテーマに提言をいただ
き、「新たな担当制」等、業務執行体制の見直しを実施。
３　平成２５年度は、財政構造改革小委員会の提言をもとに「新た
な財政構造改革基本方針」を策定(H26.3)
４　平成２６年度で計画期間が終了、１０２項目について取組みを
実施した結果、3000人体制に向けた着実な取組みや財政構造改革に
ついて目標を達成することが出来た。

＜事業の達成状況＞　◎

経営

○外部有識者等からなる推進組織の設置
    [23]設置・推進

○職員提案による業務改善数（累計）
 　[21]957件→[26]10,000件以上

5　県の行財政改革の推進
●「新しい次元の行財政運営」に挑戦する「とく
しま未来創造プラン　～徳島からの新たな挑戦
～」を策定し、行財政構造改革を推進します。

○「とくしま未来創造プラン　～徳島からの新
たな挑戦～」の策定
    [23]策定・推進

●職員の改革意識の醸成、参加意識の高揚等、改
革への自主的な取り組みを進めます。

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

732 推進 → → →

H24.4.1
3,206人

H25.4.1
3,168人

H26.4.1
3,146人

H27.5.1
3,125人 ◎

実施 実施 実施 実施 ◎

733 推進 → → →

0機関
22機関
H23.5.

1

4機関
H24.4.

1

0機関
H25.4.

1

0機関
H25.4.

1
◎

734 推進 →
計画改

定
→

20団体 5団体 6団体
全対象
対応済

全対象
対応済

○

△約1
割

△25% △28% 達成 達成 ◎

△25％ △17% △26% 達成 達成 ◎

※
・技能労務職の給与制度見直
し
・特別職の報酬カット　知事
Δ25％
・職員給料の臨時的削減Δ5
～1％
・一般職の管理職手当等カッ
トΔ15％
・超過勤務の縮減

●定員管理の適正化を図るなど人件費改革への取
組みを進めます。

＜H23～26取組内容と成果＞
○３，０００人体制に向けた着実な取組み
　・「業務改善」や「事務技術の垣根を越えた職員の内部流動」
　により、簡素で効率的な業務執行体制の確立に努め、
　「３０００人体制」に向け着実な推進が図られている。

○職員給与の見直し
　・給与制度の見直しを実施した。
　　①技能労務職員の給与制度の見直し：国の行（二）に準じた
　　 給料表に切り替え（H24）
　　②特殊勤務手当の見直し：２２手当（H23）→７手当（H24）
　　 に再編、単価見直し等
　・本県財政の健全化に資するため、引き続き次の減額措置を
　  実施した。
　　①知事等特別職の給料・期末手当カット：知事△２５％　等
　　②一般職員の給料カット：職責に応じ△５～１％、
　　　　　　　　　　　　　　H25.7～H26.3は△１０～３％
　　③一般職員の管理職手当カット：△１５％（～H25.6）
　　　　　　　　　　　　　　　　　△１０％（H25.7～H26.3）
　　④期末・勤勉手当カット（管理職員）：△５％（H25.12月期）
　　⑤県版サマータイムの実施に合わせて、業務の見直しや、
　　　「ノー残業デイ」の徹底など超過勤務縮減の取組みを強化
　・給与制度の総合的見直しの実施（Ｈ27～）を決定した。
　　①給料表
　　　若年層は据置く一方、高齢層は最大４％引下げることで、
　　　水準を平均２％引下げ
　　②諸手当
　　　地域手当、単身赴任手当等の見直し

＜事業の達成状況＞　◎

経営

●「出先機関概念」の完全払拭を図るため、全機
関を頭脳拠点化します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　出先機関の「頭脳拠点化（本庁組織化）」を行い、各機関が「議
会への対応」や「予算要求」において、自らの権限と責任のもと意
思決定を行い得るとともに、事業実施にあたり主体性を発揮できる
体制とした。

＜事業の達成状況＞　◎

経営

○職員給与の見直し
　・給与制度の見直し（[23]～）
    技能労務職の給与制度の見直し
  ・本県財政の健全化のための財源確保
    特別職の報酬カット（[23]～）知事△25％
    職員給料の臨時的削減
  （[23]～[25]）△5～1％
   (H25.7から△10～3%）
　　一般職の管理職手当等カット
  （[23]～[25]）△15％
　  超過勤務の縮減

○3,000人体制に向けた着実な取組み（[22]4月
～）

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成２２年度に策定した第２期経営改善計画（概ね平成２４年度
までの計画期間）に基づき、公益法人制度改革への対応や、経営面
からの更なる見直しを推進し、目標を達成した。
　なお、第３期経営改善計画（概ね平成２７年度までの計画期間）
に基づき、更なる取組みを推進している。
　目標[24]→[27]役職員数△５％、補助金・委託金△１０％、
・自己点検評価の実施、情報公開の推進

＜事業の達成状況＞　◎

経営

○県の関与状況の見直し
    [21]→[24]　補助金・委託金　△25％

○公益法人制度改革への対応
    [21] － →[24]20団体（対象団体の全て）

○組織の見直し
　  [21]→[24]　役職員数△約1割

●各外郭団体が、県の施策の効果的な反映による
県民サービスの向上や、さらなる団体の自立に向
け、「質的な改善」に主眼をおいた取組を推進し
ます。

○県出先機関数
    [21]31機関→[26]0機関（全機関を頭脳拠
点化）

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

735 展開 → → →

2.6億
円

0.8億
円

1.6億
円

2.5億
円

3.4億
円

○

736 推進 → → →

2施設 3施設 2施設 2施設 3施設 3施設 ◎

10施設 9施設 11施設 11施設 12施設 ◎

2箇所 0箇所 0箇所 0箇所 0箇所 △

737
創設・
推進

→ → →

創設 創設 ◎

2区画 2区画 2区画 2区画 6区画 ◎

Ｂ

●これまでの手法に加え、「スポンサー型」や
「協賛型」など、知恵と工夫を凝らした「新たな
手法による歳入確保」を展開し、財政健全化と併
せ、県内経済の活性化につなげます。

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成２３年度は、スポンサー型広告として、新町川遊歩道に協力
企業名を掲載した距離標等を配置する「スポンサー型広告」を実
施。
・平成２４年度は、新設した中央テクノスクール多目的ホールの供
用開始にあわせネーミング・ライツを導入。
・平成２５年度は、新規移転した運転免許センターに県警初となる
広告事業（壁面広告）を実施。
・平成２６年度は、大神子テニスセンターにネーミングライツを導
入
・H23～26の広告料収入　約3億4千万円

＜事業の達成状況＞　◎

経営

○広告事業収入（累計）
    [19]～[21]1.3億円→[23]～[25]2.6億円

●庁舎の有効活用を図り、地域の社会貢献活動や
経済活動に資するため、「県有施設空きスペー
ス」の貸付を行います。

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成23年度から、吉野川合同庁舎及び南部総合県民局阿南庁舎の
２区画の貸付を開始し、平成25年度まで継続して貸付を行ってい
る。平成26年度から、南部総合県民局美波庁舎の１区画を新たに貸
付。
１　貸付の対象となる県有施設（庁舎）の空きスペースを整備
（H23）
２　貸付先を県のホームページで募集（H23・24・25・26）
３　H23及びH24に実施した徳島県庁舎空きスペース貸付者選定委員
会において選定された貸付先に対し、２区画を貸付。H25において
も、同選定委員会を開催し、新たな貸付区画のH26からの貸付に向
けて貸付先を選定。
４　定期的な空きスペースの調査（H23・24・25・26）

＜事業の達成状況＞　◎

経営

○公共施設のＰＦＩ手法による整備・運営
    [22]1施設→[26]3施設

○ネーミング・ライツの導入
    [22]8施設→[26]10施設

●県有資産の有効活用に係る民間活力の導入を加
速させ、利用者サービスのさらなる向上と併せ
て、経費縮減及び歳入の確保を進めます。

○都市公園施設内への広告看板設置
    [21] － →[26]2箇所

○地域活動を支援する「県有施設空きスペー
ス」有効活用事業の創設
    [23]創設

○貸付区画数
    [21] － →[23]2区画

＜H23～26取組内容と成果＞
・ＰＦＩ
　青少年センター（H21運用開始）
　農林水産総合技術支援センター（H24整備完了、H25運用開始）
　県営住宅（H25整備着手、H26運用開始）
・ネーミング・ライツ
　H23　１施設新規導入（神山森林公園）
　H24　２施設新規導入
　　　　（中央テクノスクール多目的ホール、歩道橋）
　H25　歩道橋のネーミングライツを２か所追加。
　H26　１施設新規導入（大神子テニスセンター）

＜事業の達成状況＞　◎

経営

Ｂ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

739 推進 → → →

特定事
業の選
定等

募集・
選定等

整備
住棟完
成・入
居開始

特定事
業の選
定等

事業契
約の締

結

建設工
事に着

手

住棟完
成・入
居開始

◎

740 推進 → → →

参加 参加 参加 参加
参加者
10名

参加者
10名

参加者
9名

参加者
11名

◎

738
●施設の老朽化や利用状況の変化により、利用が
少なくなってきている港湾施設について、民間活
力の導入による有効活用を図ります。

県土

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
・既存倉庫において、アート展示やコミュニティスペースの提供等
の実証実験を実施（H23：倉庫２棟、H24：倉庫２棟、H25：倉庫２
棟、H26：倉庫２棟）。
・万代中央ふ頭来場者数（H23:約14,000人、H24：約12,000人、
H25：約57,000人、H26:約36,000人）
・平成24年度に「万代中央ふ頭にぎわいづくり構想」及び「「万代
中央ふ頭」規制緩和運用指針」を策定し、倉庫以外の新たな用途で
活用できるよう用途緩和を実施した結果、7社が新たに進出。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

●関西広域連合が行う広域職員研修に積極的に参
加し、職員の能力向上と人的ネットワークの形成
を進めます。

＜H23～26取組内容と成果＞
広域職員研修計画に基づき、「政策形成能力研修」を実施

　政策形成能力研修
　H23～H24　２回　計１０名参加
　H25　　　 ３回　計　９名参加
　H26　　　 ４回　計１１名参加
　
＜事業の達成状況＞　◎

経営

●利用者サービスの向上と事業コストの削減を図
るため,民間活力を導入することにより,県営住宅
の整備を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　「実施方針」、「特定事業の選定」等を公表（Ｈ２３）
　入札公告を実施、落札者を決定、事業契約の締結（Ｈ２４）
　建設工事に着手（Ｈ２５）
　住棟完成、入居開始（Ｈ２６）

＜事業の達成状況＞　◎

※平成２６年度版では数値目標を上方修正している。
　　　変更前　[21]計画　→　[26]整備中
　　　変更後　[21]計画　→　[26]住棟完成・入居開始

○ＰＦＩ方式による県営住宅12団地の集約化
    [21]計画→[26]住棟完成・入居開始

○政策形成能力研修
    [23]～参加

Ａ

Ａ

Ａ

39 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

741 創設 → → →

創設 創設 ◎

742
設置
・ 推
進

→ → →

設置 設置 ◎

創造 創造 ◎

1,000
件/年

1,000
件/年

1,000
件/年

1,000
件/年

1,434
件

1,123
件

936件 978件 ○

743 推進 → → →

53
施設

57
施設

61
施設

64
施設

54施設 60施設 70施設 75施設 ◎

○「目安箱」の設置
    [23]設置

○「提言実現システム」の創造
    [26]創造

6　既存ストックを活用した「21世紀成熟社会型施
策・社会資本整備」の推進
●厳しい財政状況の下、「地域の活性化」や「県
民サービスの向上」を図るため、知恵と工夫によ
り、地域の限られた資源を有効に活用します。

＜H23～26取組内容と成果＞
耐震化については、牟岐警察署や西部県民局三好庁舎など１３施設
（H23:4施設、H24:3施設、H25:3施設、H26:3施設）、またリニュー
アルについては、発達障がい者総合支援センターや運転免許セン
ターなど１５施設（H23:3施設、H24:3施設、H25:7施設、H26:2施
設）の計２８施設で実施し、計画を上回った。

＜事業の達成状況＞ ◎

○新組織の創設
    [23]創設

●施策推進に係るチェック機能を強化するため、
政策評価や事業評価を一元的に統括する新組織を
創設し、徳島ならではの「新たな事業評価システ
ム」を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
平成２３年５月　監察局に行政評価課を設置
               （平成２４年に評価検査課に改組）
１　「県政運営評価戦略会議」の設置
　第三者評価機関として、「いけるよ！徳島・行動計画」等の評価
を行い、評価結果等を徳島県総合計画審議会に提言した。（H23、
H24、H25、H26）
　また、評価の適正化を図るため、次年度の運営方法について戦略
会議で検討を行った。（H24、H25）
　（開催回数：Ｈ23　8回、Ｈ24　9回、Ｈ25　9回、H26　8回）
２　基本計画議決条例に係る「いけるよ！徳島・行動計画」の全議
員勉強会において、評価結果等を説明（H25、H26）
　
  上記取組により、「いけるよ！徳島・行動計画」の年度ごとの改
善見直しに際しては、県政運営評価戦略会議の評価に基づき主要事
業等が見直された。（H24版　31件、Ｈ25版　29件、Ｈ26版  49
件）
　
＜事業の達成状況＞　◎

●県民意見を積極的に反映した施策推進を図るた
め、「県民参加型！地域提言目安箱」の設置及び
「提言実現システム」の創造を進めます。

＜Ｈ23～26取組内容と成果＞
　目安箱を平成２３年７月に設置し、県庁ホームページ及びはがき
により県民からの提言、苦情、疑問などの意見をいただいている。
また、「県政運営評価戦略会議」において優れた意見等を選定し、
徳島県総合計画審議会に提言することにより、県政に活かす仕組み
を構築した。
　平成２５年度からは、県民の県政への関心を高めるために、県政
推進に役立つ優れた提言を表彰する「とくしま目安箱」優秀提言表
彰事業を実施した。
　平成２６年度からは、専用はがきの配布先・配布部数を増やした
り、新聞広報「県庁だより」で定期的な周知を図った。
　上記取組により、平成２３年及び２４年度は年度目標数（提言件
数1000件）を達成し、平成２５年度及び２６年度も概ね達成した。
（H25は93.6%、H26は97.8%）

＜事業の達成状況＞　○

政策

経営
・　監

察

監察

○提言件数
    [23]～[26]1,000件／年

○耐震リニューアル施設数（累計）
    [21]31施設→[26]64施設

Ｂ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

744 推進 → → →

改定 改定 ◎

策定・
推進

策定・
推進

推進 推進
新方針
策定・
推進

◎

745 推進 → → →

600億
円台に

757
億円

746
億円

696
億円

623
億円

◎

746 充実 → → →

321
億円

187
億円

250
億円

326
億円

413
億円

◎

＜H23～26取組内容と成果＞
 H23年度に財政中期展望の改定を行うとともに、「財政構造改革基
本方針(H23-H25)」を策定し、その推進に努めた。
1 収支不足額：当初予算編成時に事務事業の徹底した見直しを行う
とともに、執行段階の節減努力を行い、3年間(H23～H25)で約130億
円と見込んでいた収支不足額に対し164億円を改善
     H23：30億円、H24：94億円、 H25：40億円
2 公債費：新規発行県債の抑制等により公債費（臨財債を除く）の
縮減に努め、「H26までに600億円台」の目標を１年前倒しで達成。
　 H23(H24当初編成後)：746億円、H24(H25当初編成後)：696億
円、
　 H25(H26当初編成後)：651億円、H26(H27当初編成後)：623億円
3 財政調整的基金残高の充実：執行段階における節減努力等によ
り、基金積立を行った。
   H23年度末：187億円、H24年度末：250億円、
　 H25年度末：326億円、H26年度末：413億円

　なお、H25年度に新たな「財政構造改革基本方針(H26-H28)」を策
定し、引き続き財政構造改革に取り組んでいる。

＜事業の達成状況＞ ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
　財政調整的基金をH26までに321億円とする目標を１年前倒しで達
成。
1 財政調整基金：執行段階における節減努力等により、基金積戻し
を行った。
　 H23年度末：130億円、H24年度末：141億円、
   H25年度末：141億円、H26年度末：141億円
2 減債基金：全国型市場公募地方債等の元利金償還のため、基金積
立を行った。
　 H23年度末：57億円、H24年度末：109億円、
   H25年度末：185億円、H26年度末：272億円
　
＜事業の達成状況＞ ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
　臨時財政対策債を除く公債費をH26までに600億円台とする目標を
１年前倒しで達成。
　 H23(H24当初編成後)：746億円、H24(H25当初編成後)：696億
円、
　 H25(H26当初編成後)：651億円、H26(H27当初編成後)：623億円

＜事業の達成状況＞　◎

●地方財政を取り巻く環境の急激な変化にも対応
できるよう、安定的な財政運営の基盤である「財
政調整的基金」の充実を図ります。

○公債費（一般会計ベース、臨時財政対策債を
除く）
　 [21]806億円→[26]600億円台に

○財政調整的基金残高
　 [21]80億円→[26]321億円

経営

経営

経営

○新たな「財政構造改革基本方針」の策定
　 [23]策定・推進

●「財政の弾力性」を確保し、「財政健全化への
道筋」を確かなものとするため、義務的経費であ
る「公債費」のさらなる縮減に努めます。

7  新たな財政構造改革の推進
●「収支不足の解消」をはじめ、財政の健全化を
図るため、新たな「財政構造改革基本方針」を策
定し、目標達成に向け推進します。

○財政中期展望の改定
　 [23]改定

Ａ

Ａ

Ａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

数値目標
の達成度

番号 Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H23）

実績値
（H24）

実績値
（H26）

実績値
（H25）

委員意見

748 展開 → → →

360
事業

266
事業

328
事業

350
事業

377
事業

◎

749 展開 → → →

100
事業

64
事業

74
事業

82
事業

102
事業

◎

747

750

→ →

＜H23～26取組内容と成果＞
1　格付け：ＡＡ（ﾀﾞﾌﾞﾙｴｰﾌﾗｯﾄ）
　H26年度においても、H20年度から7年連続で、21段階評価の上か
ら3番目であるＡＡ（ﾀﾞﾌﾞﾙｴｰﾌﾗｯﾄ）の格付けを取得し、「全国上位
クラス」を堅持した。

＜事業の達成状況＞ ◎

●県債の信用力を確保し、公債費の縮減につなげ
るため、格付け機関による格付け「全国上位クラ
ス」を堅持します。

堅持 →

○「とくしま“トクトク”事業」年間実施事業
数
　 [21]142事業→[26]360事業

＜H23～26取組内容と成果＞
1 ゼロ予算事業
   H23：179事業（うち新規52）、H24：224事業（うち新規59）
　 H25：246事業（うち新規57）、H26：267事業（うち新規37）
2 県民との協働推進事業
   H23：55事業（うち新規18）、H24：69事業（うち新規15）
 　H25：69事業（うち新規14）、H26：75事業（うち新規10）
3 県民スポンサー事業
   H23：32事業（うち新規8）、H24：35事業（うち新規5）
 　H25：35事業（うち新規4）、H26：35事業（うち新規3）

＜事業の達成状況＞ ◎

●施策の推進には予算を伴うという「固定観念」
から脱却し、重点施策を着実に実施するため、21
世紀型の行政手法である「とくしま“トクトク”
事業」を強力に展開します。

●新公会計制度による財務諸表の分析を工夫し、
より分かりやすく財政状況を開示します。

●新たな事業モデルを全国に先駆けて発信するた
め、実施主体の意欲が高く、直ちに効果が現れる
「実証実験」や「モデル事業」を積極的に展開し
ます。

＜H23～26取組内容と成果＞
1 実証実験事業
   H23：22事業（うち新規7）、H24：20事業（うち新規12）
 　H25:23事業（うち新規8）、H26：26事業（うち新規17）
2 モデル事業
   H23：42事業（うち新規18）、H24：54事業（うち新規26）
   H25：59事業（うち新規37）、H26：76事業（うち新規39）

＜事業の達成状況＞ ◎

開示 → →

○「実証実験」及び「モデル事業」年間実施事
業数
　 [21]14事業→[26]100事業

経営

経営

→

＜H23～26取組内容と成果＞
引き続き
1 普通会計：財務諸表４表、
2 徳島県全体：財務諸表４表、
3 連結会計：財務諸表４表、計１２表の作成、開示を行った。
（※財務諸表４表：貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計
算書、資金収支計算書）
H24年度は、連結対象団体を県の出資1/4以上（従前は1/2以上）の
団体まで拡大した。（対象団体：16団体→24団体、H26年度からは
25団体）
H25年度は、「県民一人あたりの貸借対照表」において、新たに徳
島県と同じ財政力指数グループとの比較を行った。

＜事業の達成状況＞　◎

経営

経営 Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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