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「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



2－1　経済加速とくしまづくり

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

106 推進
部分
供用

開校 →

先行
供用

開校 整備
先行
供用

開校 運営 ◎

委員意見

Ｂ

Ａ

実績値
（H26）

番号

105

＜H23～26取組内容と成果＞
１ H24.2.2 経済団体・ものづくり団体計９団体と「産業人材
育成支援に関する協定書」を締結
２ H24.5.28 協定に基づいて「徳島県産業人材育成支援会議」
(12団体)を立ち上げ、各種連携事業を推進している
　・とくしま技能フェア、工業系就職ガイダンス、
　　テクノフロンティア講座
３ H24.11.11 産業界の要望により「ろうきんホール」「在職
者訓練棟」の先行供用開始
４ H25.4.1 ｢中小企業の総合的な応援拠点」として中央テクノ
スクールを開校し、一体的に整備された「徳島経済産業会館」
と連携し、産業人材育成機能を発揮
５ H25.4.26 「徳島県中小企業青年中央会」と「人材育成に関
する包括業務提携に関する協定」を締結
６ H25､H26年度に「徳島県中小企業青年中央会」と中央テクノ
スクールとの連携により、中央テクノスクール施設内の渡り廊
下を制作

＜事業の達成状況＞　◎

※H26年度版では、産業人材育成拠点としての中央テクノス
クールの機能強化を追求するために必要な整備を図るよう文言
修正を行っている。

●新たな産業人材育成拠点として、「中央テ
クノスクール」を開校し、実践力のある産業
人材育成を図るとともに、一体的に整備され
た「徳島経済産業会館」との連携のもと、
「中小企業の総合的な応援拠点」を構築する
ため、必要な整備を図ります。

商工

商工

→ →

部局

1　地域経済の活性化
●本県経済の中核的存在である中小企業の持
続的な発展を促進するため、「徳島県経済飛
躍のための中小企業の振興に関する条例」に
基づき施策を推進します。

推進

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況

＜H23～26取組内容と成果＞
H20年3月に制定した条例に基づき、「頑張る中小企業」の支援
施策を推進した。

＜事業の達成状況＞　◎

数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

基本目標2「経済・新成長とくしま」

主要事業名・事業概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

○中央テクノスクールの開校
    [24]「多目的ホール等」の先行供用
    [25]開校

実績値
（H25）

→

1 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

600
百万円

800
百万円

1,000
百万円

1,200
百万円

624
百万円

842
百万円

1,048
百万円

1,239
百万円

◎

Ａ

Ａ

107

108 商工

●頑張る中小企業を応援する「徳島県経済飛
躍のための中小企業の振興に関する条例」の
強力な推進エンジンとして、125億円の「とく
しま経済飛躍ファンド」を活用し、ＬＥＤを
はじめ地域資源を活用した新製品開発などの
先進的な取組を支援するとともに、農商工連
携による新たな領域からの事業創出など、経
済飛躍の原動力となる創造的な事業活動を推
進し、地域経済の活性化を促進します。

→

＜H23～26取組内容と成果＞
　中小企業へのファンドの周知、利用拡大を図るため、
・　南部・西部県民局における説明会の開催
・　成果事例集の作成
・　顕著な事業成果をあげた企業への表彰の実施
・　ﾌｧﾝﾄﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる相談、フォローアップ、巡回訪問
　等を行うともに、中小企業の新商品・新技術の開発等を支援し、
  地域経済の活性化を促進した。
１　ＬＥＤバレイ推進枠（LEDを活用した新商品開発、販路拡大）
（主な事例）
　グローバル対応のハイパワー照明、防犯・防蛾灯、高速高輝度の
　外観検査機など
　（H23：12件 56,039千円　H24：12件 66,595千円　H25：15件
　82,178千円　H26：9件 56,538千円）
２　地域資源活用枠（地域資源を活用した商品開発、ブランド化）
（主な事例）
　天然藍染め皮革商品、地元食材を活用した防災用食品、新技術を
　取り入れた木製椅子など
　（H23：26件 108,936千円　H24：22件 99,049千円　H25：18件
　95,579千円　H26：18件 90,624千円）
３　農商工連携枠（農商工連携体による製品開発）
（主な事例）
　大豆副産物等を活用した高機能食材開発、低コスト・高強度のビ
　ニールパイプハウスの開発など
　（H23：9件 31,969千円　H24：13件 52,827千円　H25：10件
　28,186千円　H26：11件 43,912千円）

＜事業の達成状況＞◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・商工団体が経営指導員を配置して行う小規模事業者等に対す
る経営及び技術に関する相談、指導、講習会等の経営改善普及
事業への助成並びに商工団体が創意工夫により実施する事業に
対し助成を行った。
（オンリーワン補助金）
　H23　54事業　45,083千円、H24　53事業　42,983千円
  H25  52事業　42,852千円、H26　61事業　42,497千円

＜事業の達成状況＞　◎

●商工団体の自主的な改革を促進し、地域事
業者のニーズを捉えた事業の展開等を支援す
ることにより、団体の機能強化と地域産業の
活性化を図ります。

→推進 → →

商工

→推進 →

○とくしま経済飛躍ファンドによる支援額
（累計）
    [21]262百万円→[26]1,200百万円

2 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

110 実施 → → →

100,000
百万円

110,000
百万円

120,000
百万円

130,000
百万円

106,126
百万円

106,101
百万円

107,221
百万円

104,181
百万円

△

Ｂ

Ｃ

109

商工

商工

2　産業のグローバル化への対応・支援
●貿易・投資関連情報の収集・提供や国際ビ
ジネスの即戦力となる人材育成、海外との産
業交流の機会の創出等により、県内企業のグ
ローバル展開を支援します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・グローバル人材養成塾貿易実務講座の開催
・グローバル人材養成塾特別公開セミナーの開催
・「徳島貿易ニュース」による情報提供
・ジェトロ徳島との各種貿易・投資セミナーの共催
・ジェトロ徳島による海外向け商品の見積書作成や海外企業と
の商談技術等に関する個別指導の実施
・海外の食品関係バイヤーと本県企業との交流会を開催
・タイ投資委員会と本県企業との意見交換会を開催
・国内外において商談会・フェアの開催や海外見本市への出展
企業を支援（東アジア、東南アジア、欧州等）

＜事業の達成状況＞　○

＜H23～26取組内容と進捗状況＞
・コンビニ型「徳島アンテナショップ（ローソン虎ノ門巴町店
内）」および阿波とくしまアンテナショップ「徳島・香川トモ
ニ市場（東京都千代田区）」への支援、またローソン・ハイ
ウェイピット基山上り店（九州自動車道PA）での臨時出店によ
り、官民協働による県産品の販路拡大や情報発信を行った。
（H23）
・更にコンビニ型「徳島アンテナショップ（ローソン飯田橋三
丁目店内）」を新規開設し、情報発信拠点づくりを推進した。
（H24）
・阿波とくしまアンテナショップ「ええもんあるでぇ徳島（東
京都中央区）」を新規認定して、情報発信力を更に強化した。
（H25）
・阿波とくしまアンテナショップ「とくしまマルシェ東京店
（東京都杉並区）」「マチ★アソビＣＡＦＥ（福岡県北九州
市）」を新規認定するとともに、ローソン札幌南６条西二丁目
店（北海道札幌市）での臨時出店により、物産･観光等の情報
発信拠点をひろげ、販路拡大や観光誘客につなげた。（H26）

＜事業の達成状況＞　◎

●全国に向けた徳島の物産・観光等の情報発
信や徳島物産の販路拡大を図るため、民間活
力を活用した情報発信拠点づくりを推進しま
す。

推進

○徳島県の輸出入総額（小松島税関支署管
内通関額）
 [21］93,479百万円→[26]130,000百万円

→→ →

3 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

111 推進 → → →

開催 開催 ◎

675件 700件 639件 669件 751件 1,010件 ◎

112 実施 → → →

20
品目

40
品目

70
品目

100
品目

22品目 50品目 72品目 100品目 ◎

20社 40社 70社 100社 14社 53社 96社 141社 ◎

10件 20件 30件 50件 7件 15件 28件 47件 ○

商品化 － － － 商品化 ◎

Ａ

Ｃ

○海外企業との商談機会提供数
　 [21]140件→[26]700件

○新製品開発品目数（累計）
    [21] － →[26]100品目

●県内企業の海外販路開拓・海外展開を支援
するため、東アジア・東南アジアを重点エリ
アとする「とくしまグローバル戦略」に基づ
き、上海事務所を前線基地として活用し、商
談機会の拡大や海外企業と本県企業との交流
を推進します。

○メガヒット商品の創造
    [26]商品化

○新製品の海外市場出展企業数（累計）
    [21] － →[26]100社

＜H23～26取組内容と成果＞
１　工業技術センターの受託研究や産学官連携による特別研究・共
　同研究等による新製品開発
　　（H23：22件　H24：28件　H25：22件　H26：28件）
２　海外展示会・商談会（海外バイヤー招聘）等への出展
　　（H23：14社　H24：39社　H25：43社　H26：45社）
３　中小企業外国出願支援事業による海外特許等の出願登録支援
　　（H23： 7件   H24： 8件   H25：13件　H26：19件）
４  新商品の開発
　　工業技術センターにおいて育種に成功した紫外線LEDを活用し
た
　清酒酵母を活用し、酒造会社等7社が商品化に向けて取組中。本
　県の地場産業と先端技術であるＬＥＤの融合による新たな特産品
　に繋がる商品開発が行われた。
　　（H26年度に1種類が商品化）

＜事業の達成状況＞○

商工

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
・中国上海市での機械金属商談会に出展
・中国上海市でのインテリア関連見本市に出展
・四国４県による中国販路開拓事業の実施
・伊勢丹シンガポール四国フェアに出展
・香港で四国食品フェア及びバイヤーとの商談会を実施
・とくしま経済飛躍サミットin上海の開催による情報発信
・中国で現地のエージェントを活用し、県産品の売り込みを実
施
・中国でメディア及びＷＥＢを活用した情報発信を実施
・ベトナム・ホーチミン市で物産PRを実施
・香港で関西物産展及び瀬戸内物産展の実施
・台湾で徳島フェアを実施
・Oishi JAPAN2013に四国ブースを出展
・タイで機械金属見本市METALEX2013・同2014に徳島ブースを
出展
・タイで食品商談会を実施
・ベトナムで機械金属見本市MTAベトナム2014に徳島ブースを
出展
・マレーシアで関西広域連合とともに関西物産展を実施
・フランスで食品見本市SIAL2014およびSirha2015に出展
・徳島でアジアバイヤー招へい商談会を実施
上記の取組により、商談件数が各年度の目標数を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

○海外特許出願件数（累計）
    [21] － →[26]50件

○「経済飛躍サミットｉｎ上海」の開催
     [23]開催

●メガヒット商品の創造を目指し、産学官連
携による新製品開発を進めるとともに、関係
機関と連携して海外市場への出展を支援しま
す。

4 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

114 推進
改定・
推進

推進 →

改定 － － 改定 － ◎

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

113

115

116

4　科学技術の振興
●「徳島県科学技術振興計画」に基づき、ヘ
ルステクノロジー、ＬＥＤテクノロジーなど
戦略的推進分野を中心に、柔軟かつ計画的に
科学技術の振興を図ります。

●産学官連携活動の拠点となる「とくしま地
域産学官共同研究拠点」を設置し、地域の特
色を生かした産学官共同研究を推進するとと
もに、研究成果の地域企業への展開を図りま
す。（再掲）

3　徳島産業人材の育成・活用
●県内外在住の本県にゆかりのある有識者等
を「経済成長戦略アドバイザー」に委嘱して
本県の産業政策に対する提言を求めるととも
に、本県産業界を代表する方々の「叡智」を
結集した「とくしま経済飛躍サミット」を開
催します。

○「徳島県科学技術振興計画」の改定
　   [24]改定

5　知的創造サイクルの循環
●「徳島県知的財産推進指針」に基づき､知的
創造サイクル（知的財産の創造→保護→活
用）を循環させ、本県産業の競争力を高める
ため、特許等の取得・活用を推進します。

→

商工→

＜H23～26取組内容と成果＞
１　拠点の開設・機器の供用（Ｈ23～）
２　徳島ビジネスチャレンジメッセへの出展等により、
　県内企業に対して、普及活動を実施
　（H23：6回　H24：3回　H25：4回　H26：3回）
３　設置機器の説明会・研修会を実施し、機器の性能等
　のＰＲを行った。
　（H23：2回　H24：9回　H25：5回　H26：5回）
４　企業との共同研究
　（H23：2課題 H24：2課題 H25：4課題　H26：5課題）

＜事業の達成状況＞◎

＜H23～26取組内容と成果＞
　国の「成長戦略」及び「第4次科学技術基本計画」との整合
性を図りながら、徳島県科学技術振興計画の改定を行った。
　戦略的推進分野 においては、ＬＥＤ応用製品の開発をはじ
め、各分野で一定の成果が出ている。
 　計画の改定については、国の科学技術施策の方向性と整合
性を保つため、国の成長戦略が出された平成25年度に行うこと
とした。

＜事業の達成状況＞◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・「経済飛躍とくしま」の実現に向けた貴重な提言を賜る「徳
島県経済成長戦略アドバイザー会議」及び「とくしま経済飛躍
サミット」を開催した。
　H23テーマ「産業活性化による日本経済の復興」
　H24テーマ「リスク対策による経営基盤強化」
　H25テーマ「フロンティア×創造
　　　　　　～徳島からの新たな産業創造～」
  H26テーマ「徳島デザインフォーラム2014」

＜事業の達成状況＞　◎

商工

商工

→

設置・
推進

推進 → →

→ →

推進 → → 商工

＜H23～26取組内容と成果＞
　一般社団法人徳島県発明協会への県補助事業等により、特許
流通コーディネーターを１名配置するとともに、無料法律相談
会を開催し、中小企業の特許等の取得・活用を支援した。
　（無料法律相談会開催　H23：4回　H24：4回　H25：4回
　　　　　　　　　　　　H26：4回）

＜事業の達成状況＞◎

5 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

117 推進 → → →

供用
工事全
面展開
中

工事全
面展開
中

工事全
面展開

中
供用 ◎

供用
工事施
工中

工事施
工中

工事施
工中

供用 ◎

開設 － －

平成26
年8月の
徳島－
札幌線
の就航
が決定

平成26
年8月に
徳島－
札幌線
が就航

◎

Ａ

Ａ118

○徳島小松島港沖洲（外）地区（水深8.5m
耐震強化岸壁）の整備（再掲）
    [21]整備中→[26]供用

6　新成長戦略を支える基盤づくり
●供用を開始した徳島阿波おどり空港や四国
横断自動車道、徳島小松島港の整備などによ
る陸海空の交通基盤の強化をはじめ、長安口
ダム改造により安定した水の供給を図るな
ど、徳島の成長を支える社会資本整備を推進
します。

●本四道路による地域間格差を解消するた
め、高速道路料金については、本四道路も含
めて「全国共通料金制度」とするよう、その
実現を目指し、本四道路が「夢の架け橋」と
なる取組を推進します。（再掲）

○定期航路の新規開設（再掲）
　 [26]開設

○四国横断自動車道(鳴門～徳島間)の整備
（再掲）
    [21]工事全面展開中→[26]供用

＜H23～26取組内容と成果＞
・四国横断自動車道の整備
　四国横断自動車道(鳴門～徳島間)の供用（H26）
・徳島小松島港沖洲（外）地区の整備
　H26：徳島小松島港沖洲(外)地区(水深8.5ｍ耐震強化岸壁)の
完成
・定期航路の新規開設
１　県外の航空会社等を訪問してのエアポートセールス
　　（Ｈ23：3回、Ｈ24：9回、Ｈ25：4回、H26：5回）
　　加えて県内の航空会社等に対しても随時実施。
２　チャーター便の就航支援
３　羽田空港等での国内定期路線の利用促進イベントの開催
４　徳島阿波おどり空港ターミナルビルにおけるイベント
　　（Ｈ23：63回、Ｈ24：42回、Ｈ25：33回、H26：47回）
　上記の取組により、国内線については、徳島・東京線が増便
され平成26年3月30日から過去最高の1日12往復となるととも
に、同年8月には季節便である徳島・札幌線が4年ぶりに就航し
た。国内定期路線の利用者は、平成23年度後半から増加傾向と
なり、平成24年度には5年ぶりに80万人を超え、平成26年度に
は940,633人（徳島・東京線は過去最高の907,163人）となっ
た。
　国際線については、平成25年7月17日から8月30日にかけて香
港からの連続チャーター便が12往復就航するなどした。

＜事業の達成状況＞　◎

→ →

＜H23～26取組内容と成果＞
・「高速道路の料金割引」は、平成21年3月から「平日30%割引
（ETC車）」と「休日50%割引、上限1,000円（ETC車）」等が導
入されたが、平成23年6月に休日上限1,000円が廃止された。ま
た本四高速については、他の高速道路より割高な料金設定と
なっていた。
・このことを踏まえて、「全国共通料金制度導入」について国
に対して政策提言を実施、通行量の増大による地域の活性化な
どを強く訴えてきた。
・「徳島発の政策提言」の実施などもあり、平成26年4月1日よ
り「全国共通料金制度」が導入された。
・併せて「徳島の魅力」を知っていただくため、平成21年度か
ら明石海峡大橋、大鳴門橋において、体験ツアーやウォークツ
アーを実施し、平成27年3月には、「徳島自動車道利用促進
キャンペーン事業」として、県西部の「吉野川ハイウェイオア
シス」や「道の駅」等において、徳島の食・文化をPRするイベ
ントを実施するなど、観光誘客対策や物流の活性化を図る各種
事業を実施した。

＜事業の達成状況＞　◎

推進 → 県土

県土
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

119 推進 → → →

13,500
TEU

14,000
TEU

14,500
TEU

15,000
TEU

11,443
TEU

10,709
TEU

12,450
TEU

11,849
TEU

△

実施 実施 実施 実施 実施 ◎

開設 － － － － △

120 推進 → → →

開催 → → → 開催 開催 開催 開催 ◎

121 推進 → → →

改定 - 改定 - ◎

145% 150% 152% 155% 137% 136% 集計中 集計中 －

49% 50% 50% 50% 44% 44% 集計中 集計中 －

  
1,240
億円

1,250
億円

1,241
億円

1,279
億円

1,203
億円

集計中 －

Ｃ

Ｂ

Ｃ

○徳島小松島港コンテナターミナルにおけ
るコンテナ貨物取扱量
    [21]10,600ＴＥＵ→[26]15,000ＴＥＵ

○韓国航路の充実
    [23]新たなコンテナ利用促進対策の実
施

○新たなアジア航路の開設
    [26]開設

○モデル的な集客イベントの開催
    [23]～[26]開催

○「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基
本計画」の改定
     [26]改定

8　「もうかる農林水産業」の推進
●本県農林水産業の持続的な発展や農山漁村
の活性化に資するため、農林水産基本条例を
肉付けする基本計画に基づき、施策を推進し
ます。

7　にぎわうまちづくりの推進
●市町村や商店街団体の活性化に向けた自発
的な取組を促すとともに、県のイメージアッ
プ・県外客の集客力増大を図るため、モデル
的な集客イベントの開催を支援することによ
り、中心市街地活性化を推進します。

●徳島小松島港におけるコンテナターミナル
の赤石地区移転に伴い、県内の産業振興、地
域経済の活性化を推進するための各種「貿易
振興策」を実施します。

○生産額ベースでの食料自給率向上
[19]129％→[26]155％

○カロリーベースでの食料自給率向上
[19]45％→[26]50％

○農畜水産物産出額
[22］1,217億円　 →［26］1,250億円

＜H23～26取組内容と成果＞
（徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画）
１　平成23年11月に、食料自給率向上に直結する「ひろがる
『とくしまブランド』戦略」など、新たな取組を盛り込んだ見
直しを実施し、一層の充実を図った
２　平成25年３月に、「グローバル化への対応」や「人材育
成」を新たな視点とし、計画の改定を行った
３　毎年度、「徳島県農林水産基本計画レポート」を作成し、
計画の進捗状況を広く県民に公表した

＜事業の達成状況＞○

（26年度の食料自給率の数値は28年度に国が公表予定。農畜水
産物産出額も28年に国が公表予定。）

農林

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
①ポートセールス活動
　県内外の荷主や船会社（260社）を訪問し、徳島小松島港の
利用をPRした。
　新規航路の開設を早期に実現できるよう関係機関と交渉を
行った。
②荷主への助成制度の実施
　｢新たなコンテナ貨物の獲得｣と｢取扱貨物量の増大｣を図るた
め、荷主への助成制度として｢徳島小松島港ｺﾝﾃﾅ利用促進事業｣
を実施した結果、平成23年度は57社、平成24年度は26社、平成
25年度は45社、平成26年度は12社が助成制度を利用した。

＜事業の達成状況＞　△

県土

＜H23～26取組内容と成果＞
　徳島商工会議所や徳島経済研究所等が主催する中心市街地で
のモデル的な集客イベントを支援した。
・とくしまマラソン後夜祭ランナーズオアシス
（2011,2012,2013,2014）の開催
・徳島市中心市街地商店街の店舗での「ちびっこインターン
シップ」の開催
・「とくしまマルシェ」「わくわく日曜市」への支援

＜事業の達成状況＞　◎

7 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

122 推進 → → →

6,000
ha

7,000
ha

7,500
ha

8,000
ha

6,070
ha

6,800
ha

7,040
ha

6,880
ha

○

600
ha

690ha ◎

123 推進 → → →

27% 30% 32% 35% 27% 30% 32% 33% ○

Ｂ

Ｂ

○制度加入面積
    [21] － →[26]8,000ｈａ

●県農業開発公社等を活用し、売買等により
認定農業者等の担い手への農地の集積を図り
ます。

○担い手への農地集積
    [21]25％→[26]35％

＜H23～26取組内容と成果＞
１　徳島県農業開発公社や市町村など関係機関に対し、利用権
設定をはじめとする農地貸借の周知・指導を随時行った
２　市町村担当者会の開催（H24・25・26 各1回）
３　平成26年3月19日に徳島県農号開発公社を徳島県農地中間
管理機構として指定し，機構集積協力金や貸借手続きの簡素化
等の利点を活用して農地集積を推進した。

　上記取組により、担い手への農地集積率のH26目標値をほぼ
達成した。

＜事業の達成状況＞○

○新規需要米等の作付面積
　 [21]50ｈａ→[26]600ｈａ

農林

●国の「経営所得安定対策」を活用し、農業
経営の安定化を図ります。

農林

＜H23～26取組内容と成果＞
１　市町村、ＪＡ、農業支援センターと連携し、制度を最大限活用
するための「徳島型水田農業モデル」を提示し、制度加入を推進し
ている。
２　H23年度は、飼料用米、飼料用稲等「新規需要米」の作付を推進
した結果、制度加入面積はH22から860ha増加した。
３　H24年度は、本県の政策提言により「野菜の２毛作助成」が措置
され、一層の制度加入を推進した結果、制度加入面積はH23年度から
730ha増加した。
４　H25年度は、米の需給調整となる「備蓄米」に対して助成枠が設
けられ、米価下落に対する経営安定効果が大きいことから作付を推
進した結果、制度加入面積はH23から970ha増加した。
５　H26年度は、平成30年の生産調整の見直しに向けて、
・米の直接支払交付金(生産数量目標に従う生産者に対する、面積に
応じて支払われる定額の交付金)の減額（Ｈ25：15000円／10a→Ｈ
26：7500円／10a）
・水田活用の直接支払交付金（飼料用米などの自給率向上に資する
作物の生産者に対する交付金）の拡充（Ｈ26：飼料用米等への最大
10.5万円／10aの交付）
などの、経営所得安定対策に係る制度改正が行われた。
　米の直接支払交付金の減額に伴い、経営所得安定対策制度への加
入減少が懸念されたことから、市町村、ＪＡ等の関係機関と連携
し、H26年度から手厚い支援策が講じられた「飼料用米」やH25年度
から助成枠が設けられている「備蓄米」等を重点的に作付推進を
図った。
　その結果、経営所得安定対策のメリット措置を活用した飼料用米
等の新規需要米の作付面積が増加したことから、制度加入面積は、
米の直接支払交付金の助成単価の減額の影響により、H25に比べて若
干減少したものの、H23から810ha増加した。
　上記の取組により、制度加入面積の目標をおおむね達成するとと
もに、新規需要米等の作付面積は達成した。

＜事業の達成状況＞○
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

124 推進 → → →

24
万㎥

26
万㎥

28
万㎥

30
万㎥

24
万㎥

26
万㎥

29
万㎥

28
万㎥

○

125 推進 → → →

6モデ
ル

8モデ
ル

10モデ
ル

12モデ
ル

6
モデル

11
モデル

12
モデル

13
モデル

◎

Ａ

Ｂ農林

農林

○県産材の生産量（再掲）
    [21]20万ｍ3→[26]30万ｍ3

○チャレンジモデルの取組数（累計）
    [21]2モデル→[26]12モデル

●畜産農家の生産性向上や飼料自給率の向上
など経営改善のためにチャレンジするモデル
的な取組を支援します。

●年々充実を続ける森林資源の積極的な活用
を図る「次世代林業プロジェクト」を推進し
ます。

＜H23～26取組内容と成果＞
　耕畜連携による自給飼料生産拡大や、耕作放棄地への和牛放
牧・放牧後の飼料畑としての活用等、配合飼料価格高騰の影響
を抑えようとチャレンジするモデル的な取組みを支援し、畜産
経営安定化に寄与した。

＜事業の達成状況＞◎

 ＜H23～26取組内容と成果＞
１　「森林整備加速化・林業飛躍基金」を推進エンジンに、県
産材の生産・流通・加工体制の整備や利用推進に取り組んだ。

２　平成23年度は、東日本大震災被災地の復旧・復興に必要な
木材を安定供給するため、県産材安定供給会議を新たに設置
し、林業・木材関係者を挙げて増産に取り組み、当年度目標の
24万ｍ3を達成した。

３　平成24年度は、増産を支える県産材利用を推進するため、
公共建築物や公共工事における率先利用等を盛り込んだ「県産
材利用促進条例」の制定や木造建築支援マニュアルの作成、木
造建築人材養成講座の開催、「木材利用創造センター」の設置
等を実施した。

４　平成25年度は、県内に「大型製材工場」が整備（H26.5月
稼働）される中で、県産材の更なる増産と安定供給体制づくり
の強化を図った。

５　平成26年度は、「大型製材工場」への原木供給を行う「徳
島県産材計画生産推進会議」との連携を図り、県産材の増産及
び安定供給を推進した。

６　先進林業機械の導入数や新規林業就業者数など増産体制に
必要な取組みは目標を十分達成しているが、H26.8月の相次ぐ
台風による県南部での進入路の被災や、県西部を中心とした12
月の豪雪以降の雪害対策等により、計画的な生産に支障が生じ
たことで、H26の生産量が一時的に減少した。

＜事業の達成状況＞　◎
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

126 推進 → → →

1組合 16組合 16組合 16組合 15組合 △

5組合
11

組合
11

組合
10
組合

10組合 △

1組合
34

組合
34

組合
34
組合

33組合 △

1組合 3組合 3組合 1組合 １組合 ◎

127 推進 → → →

560人 660人 760人 860人 599人 720人 825人 934人 ◎

Ｃ

Ａ

9　農林水産業分野における人づくり
●農業分野におけるＵＪＩターン等新規就農
者の育成・確保や企業の農業参入を図りま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　平成25年４月、農林水産総合技術支援センターに
　「ワンストップ窓口」を設置し、就農時の支援制度や
　栽培技術、販売方法などについて相談に応じている
２　アグリビジネススクール・テクノ科において、
　ＵＩＪターン者や企業関係者等を対象に、
　営農開始に向けた技術研修等を実施した
　（受講者数　H23 104人、H24 118人、H25 144人、H26 154人）
３　農業大学校において、離職者を対象とした職業訓練を
　実施した（商工労働部との連携）
　（受講者数　H23 18人、H24 13人、H25 11人、H26 12人）
４　平成24年度から、45歳未満の新規就農者に対し給付金を
　交付する「青年就農給付金事業」を、市町村・ＪＡなどと
　連携し、広報誌や戸別訪問を通じ、ＰＲに努めた
　（給付者数(経営開始型)　H24 115人、H25 174人、H26 209人）
５　平成25年度から、新規就農者の定着を図るため、
　地域の篤農家が新規就農者を指導する仕組みを創設した
　（指導を受けた新規就農者数　H25 2人、H26 5人）
６　平成26年度からは、就農を検討している方に農業の現場を
　体感してもらう見学ツアーを実施した。
　（県外を含む13名が参加）
 これらの取組により、新規就農者数については、Ｈ23～H26の
各年度において目標を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
○農業協同組合数
　合併をより強力に推進するため、県職員を県農協中央会へ参
事として派遣するとともに、地区合併推進協議会における合併
基本方針等策定への参画などを行った結果、鳴門・松茂地区の
２農協で合併が実現した。

○森林組合数
　平成23年度に森林組合広域合併推進基本計画（H24～H28）を
策定するとともに、広域合併推進協議会を毎年開催し、合併に
ついての意識の醸成を図っている。平成25年度には、鳴門市の
森林組合が解散し、近隣の組合等による組織再編の検討を進め
た。

○漁業協同組合数
　合併のあい路となる漁協間の財務格差の解消に向け経営悪化
漁協に対し、「経営改善計画」の策定を指導するとともに、自
らの意志で合併に取り組む意欲のある組合に対し、県漁連が
「県一漁協合併」に先行する形で推進する地域単位での合併を
支援した。この結果、平成２６年７月に阿南市内の２漁協が合
併した。

○農業共済組合数
　合併推進に向け、合併推進協議会及び同幹事会、設立委員会
などに毎回出席し、指導を行った結果、平成２６年４月１日に
県域での合併を実現した。

＜事業の達成状況＞　○

農林

○農業共済組合数
    [21]3組合　→ [26]1組合

○新規就農者数（累計）
    [21]400人→[26]860人

○農業協同組合数
　 [21]16組合→[26]1組合

○森林組合数
　 [21]11組合→[26]5組合

○漁業協同組合数（沿海）
    [21]35組合→[26]1組合

農林

●地域の農林水産業の振興に大きな役割を担
う関係団体の合併等を推進し、機能強化を図
ります。

10 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

128 推進 → → →

175人 200人 210人 220人 175人 201人 216人 228人 ◎

129 推進 → → →

140人 160人 180人 200人 149人 167人 196人 213人 ◎

130 推進 → → →

200経
営体

400経
営体

－ －
2,283
経営体

集計中 －

155
経営体

160
経営体

165
経営体

170
経営体

155
経営体

167
経営体

176
経営体

185
経営体

◎

Ａ

Ａ

Ａ農林

●人・農地プランに中心経営体と位置づけら
れる地域の中心となる経営体や農業法人を育
成します。

＜H23～26取組内容と成果＞
○地域の中心となる経営体数
１　市町村や関係機関に対し、人・農地プラン作成のための説明会
を開催した(6回/H26)
２　人・農地プランの作成主体である市町村にプラン作成に向けた
指導・助言を行った(39回/H26)
３　人・農地プランの地域における関係者による話し合いの場で意
見交換会を行った。（5回/H26）
　上記の取組により、26年度の経営体数の目標を達成する見込み。
（実績は８月ころに判明見込み）

○農業法人数
１　過疎地域を中心として、集落で地域農業を守る集落営農組織
　の育成を図るため、「集落営農塾」を開催し組織化に努め、
　26年度、新たに５組織が育成された。
　（「集落営農塾」開催実績
　　H23 17回、H24 31回、H25 37回、H26 60回）
２　平成25年５月に開設したアグリビジネススクールに
　「農業法人経営講座」を開設し、経営の法人化や法人運営など
　の講義を実施し、法人化を推進した。
　（受講者数　H25 19人、H26 10人）
３　規模の大きな農業者や法人化に関心をもつ農業者を対象に、
　メリット・デメリットを含め、税務や労務等に関する研修を
　実施した。
　上記の取組により、農業法人数については、H23～H26の各年度に
おいて目標を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

○「人・農地プラン」に位置づけられる
「地域の中心となる経営体」数
　［23－→[26]400経営体

○農業法人数
 　[21]148経営体→[26]170経営体

●漁業分野における新規漁業就業者の育成・
確保を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　就業希望者を対象とした相談窓口の設置により、必要な情
報の提供と漁業協同組合とのマッチングを推進
２　漁業協同組合等が実施する新規就業者の確保や地域への定
着等の活動に対して支援
３　新規就業者の確保を目的とした漁業の技術やルールを学ぶ
「入門講座」などを盛り込んだ「漁業人材育成プログラム」の
策定、推進
上記取組により、Ｈ23～H26の各年度において目標を達成し
た。

＜事業の達成状況＞　◎

農林

●林業分野における新規林業就業者の育成・
確保を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　県内外での就業説明及び相談会の開催や林業体験会を実施
し、新規就業者の確保に努めた。

２　県森林組合連合が実施する「「緑の雇用」現場技能者育成
対策事業」などを通じて、新規就業者に対してきめ細かな支援
を行い、Ｈ23～H26の各年度において目標を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

農林

○新規林業就業者数（累計）
    [21]134人→[26]220人

○新規漁業就業者数（累計）
　 [21]99人→[26]200人
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

132 推進 → → →

Ａ

Ａ

・農工商
連携スタ
ディーズ

開設
（講義実
施４５回）
・徳島大
学と共同
での農工
商連携
フォーラ
ム及びセ
ミナーを

開催

○

131

・農工商
連携スタ
ディーズ

開設
（講義実
施４５回）
・徳島大
学と共同
での農工
商連携
フォーラ
ム及びセ
ミナーを

開催

・農工連
携スタ

ディーズ
開設

（講義実
施30回）
・徳島大
学と共同
での県民
へのアン
ケート調
査を実施

●徳島大学工学部に開設される農業系のプロ
グラムを組み込んだ「農工連携スタディー
ズ」を積極的に支援することにより、農業に
も工業にも通じた高度な農業人材を育成する
とともに、県内大学において「農工商連携学
部（仮称）」の創設に取り組みます。

・講義実
施20回
・徳島大
学との協
定締結

創設
○農工商連携学部（仮称）の創設
    [26]創設

→

政策
・
農林

＜H23～26取組内容と成果＞
１　本県の基幹産業である農業を飛躍・発展させるために県内大学
が一体となり、それぞれの持つ資源を有機的に活用し、「優れた経
営感覚」を備えた人材を育成・確保することが必要であるため、
「農工商連携学部（仮称）」の創設に取り組んでおり、次の協定を
締結した。
①　平成２４年３月２６日「徳島県と国立大学法人徳島大学との教
育・研究分野における農工商連携の推進に関する協定」締結
②　平成２５年３月２２日「徳島大学、徳島文理大学及び徳島県に
おける農工商連携教育についての単位互換等に関する協定」締結
２　農工商連携に関し、将来を担う人材の育成と実践的な研究を進
め、農業並びに食料産業の振興と持続的な発展、徳島県全体の産業
の活性化を図ることを目的に、徳島大学の全学組織として平成２４
年４月１日に「徳島大学農工商連携センター」を設置した。
３　平成２４年４月から徳島大学の工学部生物工学科に「農工連携
スタディーズ」を創設し、農林水産部の県職員も講師となり、農工
分野に重点を置いた講義を実施している。（講義回数　H23（試行期
間）:20回、H24:30回、H25:45回、H26:45回）
４　平成２４年８月～１０月徳島県、徳島大学共同で徳島県内大学
における「農工商連携分野の人材を養成する教育研究機関」の必要
性に関するアンケート調査を実施し、公表した。
５　平成２４年１０月、知事による特別講義及び意見交換を実施し
た。
６　平成２５年４月から農林水産部職員に加え、商工労働部職員を
講師として派遣した。
７　平成２４年度から毎年度、徳島大学と共同で農工商連携フォー
ラム及び農工商連携セミナーを開催し、気運醸成につなげた。
８　平成２５年１２月、農林水産大臣に対して「農工商連携学部
（仮称）」の創設を提言した。
９  徳島大学農工商連携センターの取組みを支援するため、平成２
６年３月、旧農業大学校跡地を植物工場プラント用地として貸与し
た。
１０　平成２７年３月に徳島大学が「生物資源産業学部（仮称）」
に係る設置認可申請書を文部科学省に提出した。

＜事業の達成状況＞　◎

農林
●本県の強みを活かした産業振興を加速させ
るため、「農山漁村ふるさと回帰プロジェク
ト」を推進します。

推進 → →

＜H23～26取組内容と成果＞
１　ふるさと徳島で、農林水産業への就業を考えている方を
　支援するため、就業相談窓口を設置して相談に応じると
　ともに、円滑に就業が行えるよう支援を行うことを目標
　として実施している
　（相談件数　H23 241件、H24 209件、H25 155件、H26 212件）
２　Ｕターンにより農業を始めようとしている方を
　「認定帰農者」として認定し、営農開始に必要な利子
　補給により経営の確立を支援した
　（帰農計画の認定者　H23 ６名、H24 ２名）
３　社会人を対象としたアグリビジネススクール・テクノ科
　での研修により、生産や経営に関する技術習得を支援した
　（テクノ科受講生　H23 498名、H24 490名、H25 497名、H26 359
名）

＜事業の達成状況＞　◎

12 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

133 整備 →
開所・
推進

推進

開所
整備
工事
推進

整備
工事
推進

開所 推進 ◎

134 推進 → → →

30人 60人 40人 65人 ◎

135 推進 → → →

170人 202人 213人 300人 171人 241人 273人 330人 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

農林

●新たな雇用の場を創出するとともに、就職
へのスキルアップ支援等の強化を行います。

●アグリビジネススクールの開設等、講習
会、研修会を開催し、本県農業を担う人材育
成を行います。

○農林水産総合技術支援センターの再編・
新拠点整備
　 [25]開所

○アグリビジネススクールの入学者数（累
計）
　　［24］－ →［26］60人

●「農林水産総合技術支援センター」を再編
し、新拠点として整備することにより、農林
水産業の技術革新及び担い手の育成を総合的
に推進します。

○農林水産業へのＯＪＴ研修等受講者数
（累計）
    [21]88人→[26]300人

＜H23～26取組内容と成果＞
１　農林水産就業相談窓口を設置し、農林水産業に就業
　しようとする方からの相談に応じている。
２　農業大学校において、就農に必要な職業訓練を実施した
  （受講者数　H23 18名、H24 13名、H25 11名、H26 12名）
３　６次産業化による雇用の場づくりを図るため、研修会や
　視察等の支援を行った結果、平成25年10月、那賀町に
　おいて空き家を活用した「農家カフェ」がオープンした
４　国の「『農の雇用』事業」を活用し、農業法人等に
　雇用就農した若者へのＯＪＴ研修を推進した。
５　国の「『緑の雇用』現場技術者育成対策事業」を活用し、
　林業のOJT研修を実施した。

＜事業の達成状況＞　◎

※平成２６年度版では数値目標を225人から300人に上方修正し
ている。

農林

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成22年度に締結したＰＦＩ事業者との契約に基づき、
農林水産総合技術支援センターの新拠点を整備した。
　・H23　実施設計、埋蔵文化財調査、ほ場・温室整備工事
　・H24　本館整備工事
　・H25　新拠点として開所（４月）、全工事完成（５月）

　農林水産総合技術支援センターにおいては、農林水産業の現場が
抱える課題に対応する「知の拠点」として、
　・生産者や県民からの相談や要望に応える
　　「ワンストップサービス」の展開
　・新品種の育成や新たな技術の開発と普及
　・アグリビジネススクールの開設など次代の本県農業を担う
　　人材の育成
を推進した。

＜事業の達成状況＞　◎

農林

＜H23～26取組内容と成果＞
１　農業を魅力ある成長産業とするために必要な経営の法人
  化や６次産業化などを学び、経営感覚に優れた人材を育成
  するため、平成25年５月、農林水産総合技術支援センター
  に「アグリビジネススクール」を開設した
２　平成25年度には、経営スキルを高める研修を実施する
  ビジネス科・経営コースに、定員（30名）を上回る40名が
  入学した。
３　平成26年度からは、講義内容の動画配信システムを構築
し、
　受講希望者の利便性向上に努めた。

＜事業の達成状況＞　◎
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

136 推進 → → →

10人 60人 85人 110人 34人 64人 94人 114人 ◎

137 推進 → → →

39社 42社 54社 58社 47社 54社 55社 58社 ◎

2－2　産業活性化とくしまづくり

138 推進 → → →

90%
以上

91.6% 91.3% 88.3% 89.6% ○

85%
以上

81.0% 83.9% 83.7% 84.0% ○

原則
使用

→ → →
原則
使用

原則
使用

原則
使用

原則
使用

◎

Ａ

Ｃ

Ａ

○他産業からの農林水産業への参入数（累
計）
    [21]29社→[25]58社

○県内企業への優先発注率（金額ベース）
    [21]84％→[26]90％以上

○県内本店への優先発注率（件数ベース）
　 [21]80％→[26]85％以上

○「県発注公共事業」における「県内産資
材」使用
　　～[22]優先使用→[23]～原則使用

＜H23～26取組内容と成果＞
・金額ベース・件数ベースともに、全体では目標数値の達成に
向けて順調に推移した。
（左記、平成25年度実績値（実質平成24年度実績値）の県内企
業への優先発注率（金額ベース）が大きく減少している要因
は、県内企業では対応できない事業について、県外企業へ大口
発注をしたことによる一過性の要因）

＜事業の達成状況＞　○

※実績値が毎年11月ごろに確定するので、実績値に記載してい
る数値は１年遅れとなっている。H26年度に記載している数値
はH25年度の数値となっている。

商工

●農林水産業の担い手として、建設業など企
業の農林水産業分野への新規参入を支援し、
企業の活動のノウハウを活かした農林水産業
の展開を促進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　「企業農業新規参入支援事業」により、
　①農業参入への相談受付
　②栽培技術講習会の実施
　③アグリビジネススクールにおける企業従業員枠の設置
の取組を実施

２　「耕作放棄地再生利用実証事業(H23)」及び「とくしま農
地と人を繋ぐネットワーク構築事業(H24、25)」、「みんなで
守ろう地域の農地支援事業」により、再生農地と企業等との
マッチングを実施

３　林業への本格参入に向けた各種研修会の開催や林業機械の
導入などを支援

＜事業の達成状況＞　◎

農林

1　業界団体への支援による地域産業の活性化
●県内企業の受注機会の確保等を図るため、県内
企業への優先発注、県内産資材の優先使用を推進
します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　県内農家の生産現場を「実証フィールド」として捉え、
　インターンシップとして県外都市部の農業系大学生
　（関東・中部・関西の計９大学）を受け入れている。
　（体験者数　H23 34人、H24 30人、H25 30人、H26 20人）
　・農業系学生就農コーディネーターの設置によるフォロー
    アップ
　・受入農家等の登録
　・就業体験学生の受入
　・モデル市町村の支援
２　平成25年４月には、インターンシップを体験した学生１名
　（県外出身）が県内に雇用就農した。
　　また、平成26年４月から新たに１名が就農している。

＜事業の達成状況＞　◎

○都市圏の農業系大学生を対象とした就業
体験者数（累計）
    [21]－→[26]110人

●農業の新たな成長分野を支える人材の確保
に向け、県外都市部の農業系大学生に「実証
フィールド」を提供し、本県農業・農村への
理解を深めていただき、その魅力を全国に発
信します。

農林
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

Ａ

Ａ

Ａ

139

140

141

●公共事業における県内企業の受注機会の確
保等を図るため、県内企業への優先発注など
の取組を推進します。

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
１　試験研究機器の整備
(１)ＬＥＤ製品性能評価装置（H23～H26）
　　光学性能評価装置2機種、安全性能評価装置4機種、環境性能
　評価装置4機種
(２)その他機器（３百万円以上）
　（H23:4件　H24:1件  H25：2件　H26:1件）
２　共同研究の実施
　（H23：18ﾃｰﾏ　H24：22ﾃｰﾏ　H25：20ﾃｰﾏ　H26：26ﾃｰﾏ）
・　随時、技術相談・指導を実施（累計13,637件）
・　関西広域連合による公設試共同研究会の開催
　（H23：徳島県　H24：和歌山県　H25：大阪府　H26：兵庫県）

＜事業の達成状況＞◎

商工

●「工業技術センター」が保有する資源（人
材､技術､機器）を最大限に活かし､県内企業の
技術開発力の強化に結びつく､「技術指導､共
同研究等」を積極的に行います。

実施 → → →

→ 県土

2　中小企業への支援
●県内中小企業者の資金繰りの円滑化を推進
するため、民間金融機関等との適切な連携の
もとで、低金利・低保証料の融資制度の充
実・強化を図ります。

実施 → → →

→

＜H23～26取組内容と成果＞
　県内企業の受注機会の拡大に努めたところ、H23～H26の公共
事業の実施状況では、金額ベース・件数ベースともに県内企業
の受注率が90％以上となっている。

＜事業の達成状況＞　◎

推進 →

＜H23～26取組内容と成果＞
・県内中小企業の資金需要に対応し、経営の安定を図るため、
「セーフティネット資金」の融資限度額の引き上げや「小口資
金」、「経済変動対策資金」の融資利率引き下げなど、経済変
動た経済状況の変動等に即した融資制度の充実・強化を図ると
ともに、平成25年4月1日からはそれまで5分類「22資金」で構
成されていた資金を中小企業者や取扱金融機関の複雑で分かり
にくいといった声をふまえ、5分類「13資金」へ集約するな
ど、信用保証協会や民間金融機関等と連携し制度の利用促進を
図った。

＜事業の達成状況＞　◎
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

143 支援 → → →

800件 1,053件 ◎

100
百万円

82
百万円

○

Ｂ

Ａ

Ａ142

144

●販路情報の収集・提供、展示商談会の開催
を通じて、ビジネスマッチングを図るととも
に、下請取引の適正化に取り組みます。

●地場産業組合（機械金属工業､木工業）が展
開する「地域ブランド」の形成や販路開拓の
取組を支援します。

●関西広域連合の各府県や四国各県との合同
によるプロモーション・ビジネスマッチング
などを通して、販路開拓の支援や下請取引の
適正化に取り組みます。

広域の商談会における商談件数及び売上高
（累計）
○商談件数
    [21]185件 →[26]800件

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
　地場産業組合3団体への県補助事業により、新商品開発及び
展示会出展等を支援した。
　（延べ出展数　H23：42社　H24：50社　H25：53社　H26：50社）

＜事業の達成状況＞◎

支援 → → →

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
１　「ものづくり新技術展示商談会」の開催
  　H23：三井ホーム(株)　（出展者数：21社)
　　H24：ダイハツ工業(株)　（出展者数：14社)
　　H25：本田技研工業(株)　（出展者数：30社)
　　H26：マツダ(株) 　（出展者数：31社)
２　首都圏等で開催される各種展示会等への出展
　　東京機械要素技術展、JAPAN SHOP、ライティングジャ
　パン等に出展
  　（H23：3件　H24：3件　H25：4件　H26：3件）
３　とくしま産業振興機構への助成を通じた下請振興支援
　　四国ビジネスマッチング、モノづくり受発注広域商談
　会、近畿・四国合同商談会等に出展
　　（H23：3件　H24：3件　H25：2件　H26：3件）

＜事業の達成状況＞◎

＜H23～26取組内容と成果＞
１ 合同プロモーションの開催
・　東京インターナショナル・ギフト・ショー
　（出展企業 H24:1社 H25:2社）
・　四国ビジネスマッチング
　（出展企業数 H23:19社 H24:19社 H25:52社 H26:25社）
・　モノづくり受発注広域商談会
　（出展企業数 H23:10社 H24:9社 H25:9社 H26:10社）
・　近畿・四国合同緊急広域商談会
　（出展企業数 H23:10社 H24:10社 H26:9社）
２ 大手企業との合同ビジネスマッチング商談会の開催
・　日産自動車(株)との商談会(H23：出展企業数 9社）
・　日立造船(株)との商談会(H24：出展企業数 4社）
・　住友精密工業(株)との商談会(H25：出展企業数 3社）
・　積水ハウス(株)との商談会(H26：出展企業数 2社）
＜事業の達成状況＞○

※Ｈ26年度版では、関西広域連合をはじめ、近畿、四国全体
　でのスケールメリットを活かし、販路拡大を広域的に取り
　組むことを進めていく観点から、「関西広域連合による商
　談成立件数及び売上高(累計)」から「広域の商談会におけ
　る商談件数及び売上高(累計)」に変更した。
（変更前の数値目標）
　（21）－→（26）100件
（変更後の数値目標）
　（21）185件→（26）800件

商工

広域の商談会における商談件数及び売上高
（累計）
○売上高
    [21]6百万円 － →[26]100百万円

支援 → → →
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

146 推進 → → →

100名 113名 ◎

147 推進 → → →

30
事業所

40
事業所

50
事業所

60
事業所

30
事業所

36
事業所

51
事業所

61
事業所

◎

Ａ

Ａ

Ａ

145

○Webサイトを活用した販売促進に関する
講座の参加者数（累計）
　　[23]41名→[26]100名

●県内中小企業等における「事業継続計画
（ＢＣＰ）」策定段階に応じた研修等の実施
により、きめ細やかな導入支援及び産学官連
携による推進体制の整備強化を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
・県内企業のBCP策定における「推進体制の整備充実」及び
「企業の導入促進」を図るため、産学官連携のもと、企業防災
セミナー、BCP研究部会及びBCP策定研修会を開催
・BCP策定優良企業表彰の実施や各種団体や企業からの求めに
応じた「寄り合い防災講座」を実施
・徳島経済産業会館に「とくしまBCP支援センター」を設置
し、BCPの策定相談や防災対策のための融資制度の紹介などの
支援を実施（H24.7～）
・平成25年度には、BCP策定優良企業表彰に代わるものとし
て、より実効性の高いBCP策定企業を対象としたBCP認定制度を
創設。

＜事業の達成状況＞◎

※H26年度版では、策定段階に応じた、きめ細やかな導入支援
及び産学官連携による推進体制の強化を推進するよう文言修正
を行っている。

商工

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
・中小企業支援機関により、経営支援等に関する情報提供を行
うとともに、支援機関が運営しているeコマースサイト「ＡＷ
Ａとくしま」を活用し、県内中小企業の電子商取引を促進し
た。
・「Ｗｅｂサイトを活用した販売促進に関する講座」を実施す
ることにより、県内中小企業のＩＣＴ化による経営効率の向上
やＩＣＴの利活用による販売促進などの支援を行った。

＜事業の達成状況＞　◎

※平成２５年度の行動計画の見直しにおいて、e-コマースサイ
トの役目は終えているという考えから、数値目標の設定を「e-
コマースサイトへの出店企業数（累計）」から「Webサイトを
活用した販売促進に関する講座の参加者数（累計）」へと変更
を行っている。

（変更前の数値目標）
eコマースサイト（中小企業支援機関の運営）への出店企業数
（累計）
[23]85社→[26]100社
（変更後の数値目標）
Webサイトを活用した販売促進に関する講座の参加者数
（累計）
[23]41名→[26]100名（H25実績：88名）

●県内・国内のみならずアジアをはじめとし
た海外市場にも、本県ものづくり企業の持つ
「優れた技術や製品」を売り込むための支援
をします。

支援 → → →

○計画作成事業所数（累計）
　 [21]18事業所→[26]60事業所

●講座などで県内中小企業のＩＣＴ化による
経営効率の向上やＩＣＴの利活用による販売
促進などの支援に取り組みます。

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
　とくしま経済飛躍ファンド助成事業を活用し、県内中小企業
の海外出展を支援した。
　（海外出展数　H23：3社　H24：2社　H25：8社　H26：5社）

＜事業の達成状況＞◎
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

148 推進 → → →

3,800
人

4,500
人

5,200
人

5,900
人

4,166
人

4,643
人

5,291
人

5,991
人

◎

3,900
人

4,600
人

5,300
人

6,000
人

4,802
人

5,277
人

5,872
人

6,416
人

◎

149 推進 → → →

5件 10件 15件 40件 16件 28件 41件 52件 ◎

150 推進 → → →

94人 99人 104人 109人 94人 100人 103人 105人 ○

151 推進 → → →

10回 10回 10回 10回 14回 12回 11回 11回 ◎

Ａ

Ｃ

Ａ

Ａ

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
  セミナー開催（H23:2回、H24:2回、H25:2回、H26:2回）
  支援制度の説明（H23:5回、H24:5回、H25:5回、H26:5回）
  巡回相談会及び出前相談（H23:7回、H24:5回、H25:4回、
                          H26:4回）

＜事業の達成状況＞　◎

県土

○セミナーや支援制度説明会、巡回相談会
や出前相談等の実施回数（年間）
    [23]～[26]10回

4　建設産業等への支援（「建設業構造改革推
進プログラム」等）
●建設産業の構造改革に向けた経営体質の強
化や資質の向上を図るため、新分野進出への
取組を支援するセミナーや支援制度説明会、
巡回相談会等を開催します。

●県内企業が顧客本位に基づく強い経営体制
を構築するよう、経営品質向上プログラムの
普及啓発・学習を促進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
1 経営品質プログラムにこれから取り組む企業がステップアッ
プするためのセミナーを実施
2 経営品質向上プログラムに取り組み始めた企業がステップ
アップするための研修を実施
3 徳島県経営品質賞を実施
上記取組により、セルフアセスメント等取組企業数は年度別事
業計画を上回る実績をあげることができた。

＜事業の達成状況＞　◎
事業計画を上回る企業数となった。

※H26年度版では数値目標を20件から40件に修正している。

●企業内の「改善エキスパート」を認定する
ことでその社会的評価を高め、一層の活躍の
原動力とするとともに、優れたノウハウの継
承・発展を図り、県内企業の競争力を強化し
ます。

＜H23～26取組内容と成果＞
1 平成23年度5名、平成24年度6名、平成25年度3名、新たに改
善エキスパートを認定
2 認定証授与式を実施し、認定者・当事者をＰＲ
3 平成25年度に新たに改善能力向上研修（基礎編・応用編）を
実施した。

＜事業の達成状況＞○
○改善エキスパート認定人数（累計）
    [21]71人→[26]109人

とくしま経営塾「平成長久館」階層別受講
者数（累計）
○社内リーダー養成研修
　 [21]3,049人→[26]6,000人

○セルフアセスメント等取組企業数（累
計）
    [21]－→[26]40件

商工

とくしま経営塾「平成長久館」階層別受講
者数（累計）
○経営者研修
　 [21]3,008人→[26]5,900人

3　強い組織づくりのための人材育成
●21世紀の徳島経済をリードする企業人の育
成を目指して、「強い組織」づくりの核とな
る人材育成を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
1 企業ニーズを踏まえ、新たな講座を実施
2 表彰により、事業効果をＰＲ
上記の取組により、受講者数は順調に推移した。

＜事業の達成状況＞ ◎

商工
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

152 推進 → → →

2件 3件 4件 5件 1件 1件 4件 6件 ◎

153 促進 → → →

39社 42社 44社 58社 47社 54社 55社 58社 ◎

154 推進 → → →

45
事業体

50
事業体

50
事業体

60
事業体

51
事業体

58
事業体

59
事業体

60
事業体

◎

Ａ

Ａ

Ａ

○林業事業体登録数
　 [21]41事業体→[26]60事業体

●建設産業の再生支援に関する情報を集めた
ホームページ「とくしま建設業支援情報板」
を活用し情報提供を図るとともに、公共工事
において新技術・新材料の利用について新た
な仕組みを検討し、使用を拡大することによ
り、開発に意欲ある建設業者等を支援し、経
営革新を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　各種セミナー等の開催案内や新技術等支援方策をホームペー
ジで発信。
　平成２３・２４年度は、「新技術等活用支援モデル事業」の
情報を県ＨＰで公開し周知・公募を行った。平成２５年度から
は、建設業者向けに「新技術等活用支援モデル事業」の説明会
を開催するなどの取組により、目標値（申請件数５件）を達成
している。
申請件数（H23：1件、H25：3件、H26：2件）

＜事業の達成状況＞　◎

●農林水産業の担い手として建設業など企業
の農林水産業分野への新規参入を支援し、企
業活動のノウハウを活かした農林水産業の展
開を促進します。（再掲)

＜H23～26取組内容と成果＞
１　「企業農業新規参入支援事業」により、
　①農業参入への相談受付
　②栽培技術講習会の実施
　③アグリビジネススクールにおける企業従業員枠の設置
の取組を実施

２　「耕作放棄地再生利用実証事業(H23)」及び「とくしま農
地と人を繋ぐネットワーク構築事業(H24、25)」、「みんなで
守ろう地域の農地支援事業」により、再生農地と企業等との
マッチングを実施

３　林業への本格参入に向けた各種研修会の開催や林業機械の
導入などを支援

＜事業の達成状況＞　◎

●自ら新分野への進出を目指す建設業者等
が、農林業の新たな担い手として円滑に参入
するため、技術習得などの支援を行います。

農林

○「新技術等活用支援モデル事業」の申請
数（累計）
      [21] － →[26]5件

○他産業からの農林水産業への参入数（累
計）
    [21]29社→[26]58社

＜H23～26取組内容と成果＞
１　建設業からの新規参入者を林業事業体として登録し、林業
への本格参入に向けた研修会の開催や機械導入などを支援した

２　平成25年度は、「建から林へ！森林の施業まるごと発注事
業」により、林道開設と間伐を一括して建設業者に発注するこ
とで、林業への参入促進を図った

３　平成26年度は、「さらに参入！林道活用担い手参画モデル
事業」により、林道工事と併せ小規模皆伐施業を一括して建設
業者に発注し、林業への参入促進を図った。

＜事業の達成状況＞　　◎

※平成２６年度版では数値目標を55事業体から60事業体に上方
修正している。

農林

県土
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

155

156

157

158

5　伝統産業の振興
●伝統工芸品について、県内イベントにて体
験コーナーを設置するなど利用促進運動を実
施するとともに、首都圏での工芸品展や見本
市等へも積極的に出展することにより、伝統
工芸品の販路拡大と産業の振興を図ります。

●「藍染め・しじら織り製品」についてクー
ルビズという視点で、デザインや商品の多様
化を図り、県内外においてのＰＲ強化を実施
することで、本県の魅力アップと藍染め・し
じら織り地場産業の振興を図ります。

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
・クールビズ用藍染め製品の品数を豊富にそろえ、「あるでよ
徳島」で展示・販売した。（H23,H24,H25,H26）
・阿波しじら織について、国府町商工会と連携して女性用クー
ルビズのデザインコンテストを実施し、受賞作品によるファッ
ションショーを開催するとともに、カタログを作成した。
（H24）

＜事業の達成状況＞　◎

※H26年度版では、デザインや商品の多様化を図り、県内外に
おいてＰＲ強化を実施するよう文言修正を行っている。

商工

県土

商工推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
・全国伝統的工芸品センター、伝統工芸青山スクエアの特別展
に阿波和紙、阿波しじら織、大谷焼が出展した。
（H23,H24,H25,H26）
・伝統的工芸品展ＷＡＺＡに出展することで販路拡大を図っ
た。（H23,H24,H25,H26）
・アニメとコラボした藍染め製品の販売により新たな視点から
の情報発信を行った。（H25,H26）
・アニメとコラボした阿波和紙製品、大谷焼製品の展示・販売
により新たな視点からの情報発信を行った。（H26）

＜事業の達成状況＞　○

※H26年度版では、県内イベントに体験コーナーを設置するな
ど利用促進を実施するとともに、首都圏での見本市へも積極的
に出展するよう文言修正を行っている。

●適正な下請契約締結や代金支払の指導及び
下請債権保全支援事業などにより下請対策を
推進します。

推進 → → →

農林
・
県土

●「地域建設業経営強化融資制度」等により
建設業の資金調達の円滑化を図ります。

推進 → →

＜H23～26取組内容と成果＞
　県工事の受注業者に対し下請契約・支払の適正化を指導
　下請相談窓口における対応
　営業所調査における指導
　下請債権保全支援事業を周知し、事業の利用促進を実施

＜事業の達成状況＞　◎

→

＜H23～26取組内容と成果＞
　各種説明会等の機会を捉えて建設業者に融資制度等を周知
し、制度の利用を促進。
  中間前金払制度の対象を拡大（H23実施）するとともに、市
町村に対しても制度導入を要請。
（H27.4.1現在：20市町村が導入）

＜事業の達成状況＞　◎
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

2－3　創業応援とくしまづくり

159 推進 → → →

150件 200件 250件 300件 141件 196件 257件 330件 ◎

160 推進 → → →

410件 440件 470件 600件 431件 500件 592件 660件 ◎

161 実施 → → →

2,400
人

2,800
人

3,200
人

3,600
人

2,581人 3,009人 3,336人 3,641人 ◎

162 実施 → → →

270
億円

291
億円

◎

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

2　ベンチャー企業等の育成支援
●県内の有望なベンチャー企業に対し、投資
事業有限責任組合が、株式、社債の引受等に
よる資金の提供や物流コスト対策等も踏まえ
た販路開拓や組織体制整備など株式公開に向
けた指導を行う。

1　起業家の育成支援
●独自の技術や知識、能力、経験等を活かし
て県内で新たに創業する者の事業計画を認定
するとともに経営のアドバイスや融資等、各
種支援を行います。

＜H23～26取組内容と成果＞
・投資先に関するヒアリングを実施するとともに、他の組合員
と連携し、情報共有を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

商工

商工

○創業に関する講座の受講者数（累計）
    [21]1,812人→[26]3,600人

○投資先企業売上高合計
　 [21]236億円→[25]270億円

●大学生やシニア起業家など幅広い年齢層に
対応した創業支援策を実施するとともに、次
代の本県産業界を担う人材育成のための取組
を進めることにより、創業の促進を図りま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
1 創業を促進するため、徳島県出身の起業家等を講師として招
聘
2 表彰により、事業効果をＰＲ
上記の取組により、受講者数は順調に推移し、目標を達成し
た。

＜事業の達成状況＞ ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
1 事業計画作成支援（経営のアドバイスや融資等、各種支援）
の推進
2 表彰による事業効果のＰＲを実施
上記の取組により、事業計画等の支援件数はほぼ順調に推移
し、目標を達成した。

＜事業の達成状況＞ ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成24年度に信用保証協会の協力を得て保証料率の引き下げ
を行うなど、制度の利用促進に努めた結果、利用実績は順調に
推移した。
　　・23年度実績431件
　　・24年度実績500件
　　・25年度実績592件
　　・26年度実績660件

＜事業の達成状況＞　◎

※H26年度版では数値目標を500件から600件に上方修正してい
る。

○事業計画等の支援件数（累計）
    [21]57件→[26]300件

○新規融資件数（累計）
    [21]370件→[26]600件

商工

●創業を目指す者に対して、無担保・無保証
人で融資し、創業者の資金調達の円滑化を図
ります。

商工
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

163 実施 → → →

70社 75社 80社 85社 58社 75社 80社 85社 ◎

164 実施 → → →

50
事業所

55
事業所

60
事業所

65
事業所

56
事業所

63
事業所

71
事業所

75
事業所

◎

165 実施 → → →

320件 340件 360件 380件 318件 327件 337件 342件 △

166 実施 → → →

20社 23社 26社 60社 22社 40社 50社 60社 ◎

Ａ

Ａ

Ｃ

Ａ商工

●官公庁での受注実績をつくり新製品の販路
開拓につなげるため、中小企業新事業活動促
進法の承認企業等の新規性・独創性のある製
品を県が購入することにより支援をします。

3　挑戦する中小企業への支援
●独創的な技術やサービスで新たな事業活動
に取り組む企業の経営革新を支援します。

＜H23～26取組内容と成果＞
1 経営指導員の研修会等の場において、支援制度を周知
2 表彰により、事業効果をＰＲ
3 経営革新を積極的に支援する指導員を顕彰する制度を新設
　（H26）
　（地域活性化事業費補助金におけるポイント制）
4 経営革新事業者雇用促進支援事業(地域人づくり事業)を新
　設（H26）

＜事業の達成状況＞○

商工

●あったかビジネス事業計画の認定を受けた
地域密着型の事業について、その成果やビジ
ネスプランを評価して顕彰する県民参加型の
コンペを実施し、その計画達成を支援しま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
1 コンペ参加企業のチラシ、インターネットによる広報等を行
い、県民投票を実施
2 認定企業等がより多く参加できるよう、参加基準等の見直し
を実施
上記の取組により、参加企業数は順調に推移し、目標を達成し
た。

＜事業の達成状況＞ ◎

○経営革新承認件数（累計）
    [21]285件→[26]380件

○「平成藍大市あったかビジネス大賞」へ
の参加企業数（累計）
　 [21]12社→[26]60社

＜H23～26取組内容と成果＞
・中小企業の新商品を県で率先して購入、官公庁の受注実績に
よる販路開拓支援を行った。
・Ｈ23年度　7事業所
・Ｈ24年度　7事業所
・Ｈ25年度　8事業所
・Ｈ26年度　4事業所

＜事業の達成状況＞　◎

商工

●起業に必要な事務所の確保や事業者間の
ネットワークづくりを支援します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　従来の事業者サイトに比べ、徳島県内の企業を総合的に紹介
することのできる「阿波の輝く企業リスト」へ登録サイトを移
行した。
　また、起業者に対して低廉な価格で利用できる賃貸事務所の
支援を積極的に行ったことにより入居者が増えた。
　この結果、登録事業者数が増加し、事業者間のネットワーク
づくりを支援することができた。

＜事業の達成状況＞　◎

商工

○「徳島のＳＯＨＯ事業者サイト」登録事
業者数（累計）
　　 [21]67社→[26]85社

○「お試し発注制度」による発注事業所数
（累計）
    [21]47事業所→[26]65事業所
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

167 推進 → → →

16
地区

17
地区

18
地区

26
地区

18地区 19地区 26地区 30地区 ◎

168 推進 → → →

12件 13件 14件 15件 12件 14件 16件 19件 ◎

169 推進 → → →

100社 130社 160社 200社 101社 132社 161社 200社 ◎

170
整備・
推進

→ → →

整備 整備 推進 推進 推進 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成23年度～平成26年度を通してデジタルコンテンツの発信
拠点を整備する予定であったが，平成23年度にアニメ複合施設
（シネマ）を中心市街地に前倒しで整備した。平成24、25,26
年度はマチ★アソビの中核施設として映画上映や声優・監督等
によるトークイベントなどを開催し，県内外へ情報発信を行っ
た。

＜事業の達成状況＞ ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・サテライトオフィスへの県外からの立地や県内企業のデジタ
ルコンテンツ分野への進出を支援した。

＜事業の達成状況＞　◎

●徳島産デジタルコンテンツを県外や海外へ
情報発信する拠点整備を行います。

○デジタルコンテンツ関連企業数（累計）
    [22]70社→[26]200社

○デジタルコンテンツ情報発信拠点の整備
    [24]整備

商工

商工

5　「とくしまデジタルコンテンツ戦略」の推
進
●産学官が連携した人材育成を図るととも
に、県内企業のデジタルコンテンツ分野への
進出支援やコンテンツ利用促進、県外企業の
誘致等を積極的に推進することにより、デジ
タルコンテンツ産業の集積を図ります。

４ 環境関連技術を活かした産地づくり
●本県の特性を活かし、未利用木質資源など
バイオマスの生産・利用を担う環境関連産業
の創出や、関連技術を活かした地域づくりに
取り組みます。

＜H23～26取組内容と成果＞
 平成25年度には、「森林整備加速化・林業飛躍基金」などを
活用して、薪・チップなどの木質バイオマス利用ボイラーを７
地区で導入した。また、平成26年度は、三好市や小松島市で木
質バイオマスボイラー、那賀地区でペレットストーブなど、新
たに４地区がバイオマスを活用した施設の導入を行った。

＜事業の達成状況＞　◎

※平成２６年度版では数値目標を19地区から26地区に上方修正
している。

農林

●バイオマスエネルギーなどを活用し、石油
依存度の低減を図る「脱石油」産地づくりを
促進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　県単独事業により事業支援を行い、菌床しいたけにおける
ヒートポンプ、園芸ハウスにおける省エネ等被覆資材の導入な
ど、エネルギー転換や石油消費量の減少を行う取組を推進し
た。

＜事業の達成状況＞　◎

農林

○バイオマス利活用モデル地区数（累計）
　 [21]11地区 →[26]26地区

○実証実験の取組数（累計）
    [21]9件→[26]15件
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

171 検討 展開 → →

展開 展開 展開 展開 展開 ◎

172 推進 → → →

25
講座

25講座 28講座 30講座 27講座 ◎

Ａ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成23年度から、すべてのシルバー大学校（９校）で新たに
「徳島の新成長産業」についての講座を開設。平成24年度から
はワークショップに徳島大学、出前講座に小・中学校を新たに
追加した。
・デジタルクリエーター人材発掘セミナー、アニメーター養成
塾、ワークショップ、出前講座、シルバー大学など様々な講座
を開催した。

＜事業の達成状況＞◎

保健
・
商工

●デジタルコンテンツ企業の集積を促進する
ため、講座数の増加や内容の充実に努め、企
業が求める即戦力の人材や将来企業を担う有
望な人材の育成を計画的に図ります。また、
あらゆる世代に対するデジタルコンテンツの
活用を図るため、シルバー大学校、シルバー
大学院に新講座を開設します。

●デジタルコンテンツ企業が県内で創業又は
立地する際の支援策の再構築や充実を図りま
す。

商工

○「新・創業応援とくしま」戦略の展開
     [24]展開

＜H23～26取組内容と成果＞
・企業が求めるデジタルコンテンツ人材の育成を図るととも
に、創業者を支援するために、平成２３年度にインキュベー
ションの充実（ＳＯＨＯルーム、ベンチャールームの入居要件
緩和等）を検討、平成２４年度に展開を予定していたが、創業
者のニーズに合わせる形で前倒しで事業を展開した。
その後、平成２５年度は、創業を目指す方を支援するため、さ
らなるインキュベーションの充実（チャレンジルーム、交流サ
ロン）を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

○育成講座数（年間）
    [21]3講座→[26]25講座

24 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

2－4　新産業創出とくしまづくり

173 推進 → → →

性能評
価本格
運用

性能評
価本格
運用

LED測
光試験
所登録

◎

設立 検討 検討 検討 設立 ○

創設 検討 創設 改定 ○

開設 開設 ◎

登録 登録 ◎

10件 20件 30件 50件 18件 126件 234件 集計中 －

100
億円

200
億円

300
億円

500
億円

119億円 334億円 347億円 集計中 －

400人 500人 700人
1,000
人

383人 440人 616人 集計中 －

52% 56% 60% 65% 54% 57% 61% 65% ◎

Ｂ

○「ＬＥＤ王国」の商標登録
   [25]登録

1　「ＬＥＤネクストステージ」の展開
●ＬＥＤ関連企業100社集積のメリットを活か
し、さらに「ＬＥＤバレイ構想」における企
業集積のレベルアップや関連企業間、他産業
との連携強化及び企業間相互の相乗効果を図
り、さらなる成長産業として、ＬＥＤ産業ク
ラスターの形成を推進します。

○「ＬＥＤ関連企業協議会（仮称）」の設
立
　 [24]設立

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成23年7月、ＬＥＤバレイ構想ネクストステージ行動計画を策定
し、本県ＬＥＤ関連企業の新製品開発の加速化や製品の付加価値向
上など、本県ＬＥＤ関連企業の成長を支援する取組を積極的に推進
した。
１　性能評価体制の整備
・　光学性能評価装置の整備(H23)、運用(H24、H25、H26）
・　安全・環境性能評価装置の整備(H24、H25）
・　ＬＥＤサポートセンターの開設(H25.4.1)
・　国際規格ISO/IEC17025適合のLED測光試験所登録
　　(電球形LEDﾗﾝﾌﾟ：H26.6.23、直管LEDﾗﾝﾌﾟ：H27.3.12)
２　ＬＥＤ技術交流セミナーの開催
　　平成26年度から協議会設立の目的である企業間交流の促進を定
　期的かつ活発に行うため、既に実施されている「LED技術交流セミ
　ナー」を活用し、関連企業の交流を促進した。
　（H23:6回　H24:6回　H25:5回  H26:3回）
３　認証制度の創設(H24創設)
　　H26認証対象の拡充：「光学性能」に加え「安全・環境性能」
　を認証対象に追加した。
　（認証実績　H24:7社38製品 H25:6社14製品 H26：7社13製品）
４　常設展示場の設置
・　東京(西新宿)展示場(H23.11開設 H25ﾘﾆｭｰｱﾙ)
・　県内(工技センター)展示場(H24.1開設　H25ﾘﾆｭｰｱﾙ)
５　商標登録の状況(H23.11.15出願)
・　「ＬＥＤバレイ徳島」(H24.4.27登録)
・　「ＬＥＤ王国」(H24.6.8登録)
６　ＬＥＤ関連特許出願件数
　（H23：18件 H24：126件 H25：234件 H26はH27.8月頃公表予定)
７　ＬＥＤ関連製品売上高
　（H23：84億円 H24：334億円 H25：347億円 H26はH27.8月頃公
　表予定)
８　ＬＥＤ関連企業雇用者数
  （H23：383人 H24：440人 H25：616人 H26はH27.8月頃公表予
　定)

＜事業の達成状況＞　◎

商工
・
警察

○ＬＥＤ関連特許出願件数（累計）
　 [21] － →[26]50件

○ＬＥＤ関連製品売上高
　 [21] － →[26]500億円

○ＬＥＤ関連企業雇用者数（累計）
　 [21]326人→[26]1,000人

○車両用信号灯器のうちＬＥＤ式信号灯器
の割合
　 [21]42％→[26]65％

○「ＬＥＤ応用製品性能評価体制」の創設
　 [23]工業技術センターへ機器配備
 →[24]性能評価の本格運用

○「とくしまオンリーワンＬＥＤ製品認証
制度」の創設
　 [23]創設

○ＬＥＤ関連製品の常設展示
   [23]開設

25 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

174 推進 → → →

55人 60人 65人 70人 52人 54人 59人 64人 ○

175 推進 → → →

導入 導入 ◎

4基 6基 8基 10基 4基 8基 11基 12基 ◎

176
設置・
推進

→ → →

2課題/
年

2課題/
年

2課題/
年

2課題/
年

2課題 2課題 4課題 5課題 ◎

Ｃ

Ａ

Ａ

 ○あわ産ＬＥＤ道路照明灯の本格的な導
入
　  [23]導入

○ＬＥＤ照明式道路標識等基数
    [21]2基→[26]10基

○拠点機器を利用した工業技術センターの
研究課題数
    [23]～[26]2課題／年

●省エネルギー対策を推進するため、県管理
道路における道路照明灯等のＬＥＤ化を図り
ます。

＜H23～26取組内容と成果＞
・「あわ産LED道路照明灯の本格的な導入」は、
　H23：実証実験を実施。
　（道路照明灯：１２０基、トンネル照明灯：２箇所）
　H24：あわ産LED道路照明灯実証実験を実施するとともに、
 「とくしまオンリーワンLED製品」の認証を受けた製品を
 本格的に導入。
  （道路照明灯：１５０基、トンネル照明灯：２箇所）
  H25：道路照明灯：１８０基
　H26：道路照明灯：２００基

・「LED照明式道路標識等基数」
　H23：１基設置（累計４基）
　H24：４基設置（累計８基）
　H25：３基設置（累計１１基）
　H26：１基設置（累計１２基）

＜事業の達成状況＞　◎

県土

●ＬＥＤ応用製品を設計・製作できるＬＥＤ
関連技術者を輩出するため、「ＬＥＤ関連技
術者養成講座」の円滑な運営を支援し、「と
くしまＬＥＤテクノフェロー」として、県内
産業界で活躍できるよう、創業支援をはじ
め、技術力を活かした製品開発を支援しま
す。

2　産学官共同研究等の促進
●産学官連携活動の拠点となる「とくしま地
域産学官共同研究拠点」を設置し、地域の特
色を生かした産学官共同研究を推進するとと
もに、研究成果の地域企業への展開を図りま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　拠点の開設・機器の供用（Ｈ23～）
２　徳島ビジネスチャレンジメッセへの出展等により、県内
　企業に対して、普及活動を実施
　　（H23：6回　H24：3回　H25：4回　H26：3回）
３　設置機器の説明会・研修会を実施し、機器の性能等の
　ＰＲを行った。
　　（H23：2回　H24：9回　H25：5回　H26：5回）
４　企業との共同研究
　　（H23：2課題 H24：2課題 H25：4課題　H26：5課題）

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
　時宜を捉えたＬＥＤ関連技術など、受講者が関心を持つよう
な講座内容となるようカリキュラムを工夫した。
 　「とくしまＬＥＤテクノフェロー」の称号付与によるＬＥ
Ｄ関連技術者を輩出した。
　 （累計人数　H23：52人　H24： 54人　H25：59人　H26：64人）

＜事業の達成状況＞○

商工

○「とくしまＬＥＤテクノフェロー」の称
号付与人数（累計）
　　[21]11人→[26]70人

商工

26 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

177 推進 → → →

11件 13件 16件 20件 11件 14件 14件 19件 ○

178 推進 → → →

25社 30社 40社 50社 36社 45社 53社 57社 ◎

Ｂ

Ａ

○競争的研究開発資金の新規事業採択件数
（累計）
    [21]7件→[26]20件

＜H23～26取組内容と成果＞
　国等の競争的開発資金を活用し、新技術・新製品の開発を支
援するとともに、国等の競争的資金獲得に向け、技術シーズ創
出調査事業（共同研究）を通じて、産学官連携による事前研究
等を実施した。
・　競争的資金の新規採択件数
　（H23：4件　H24：3件　H25：0件　H26：5件）
・　技術シーズ創出調査事業
　（H23：6件 H24：8件 H25：7件 H26：4件）

＜事業の達成状況＞○

商工

●文部科学省の地域産学官連携科学技術振興
事業を強力な推進エンジンとして、産学官連
携による研究開発を促進し、「健康・医療ク
ラスター」の形成を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　「徳島健康・医療クラスター構想」に基づき、産学官連携に
より５つのテーマで研究開発を進め、糖尿病予防に有効な検査
装置や治療法、血糖値上昇抑制・抗肥満食品の開発・販路開拓
等を推進した。
　海外を含む県内外の企業99社（うち県内57社）が参画し、33
件の製品化、19億円以上の売上等を達成した。
　平成26年度には、国に中四国初となる地域イノベーション戦
略推進地域（国際競争力強化地域）に指定されるとともに、地
域イノベーション戦略支援プログラムにも採択を受け、これま
での成果をさらに発展させた取組を開始した。

＜事業の達成状況＞◎

商工

○企業参画数（累計）
    [21]17社→[26]50社

●国等の競争的開発資金を活かした産学官連
携による人材育成や研究開発を促進し、経営
体質の強化や新技術・新製品の開発を支援し
ます。

27 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

179 推進 → → →

2テー
マ/年

2テー
マ/年

2テー
マ/年

3テー
マ/年

1テーマ 1テーマ 3テーマ 3テーマ ◎

Ａ

○研究会における次世代産業分野に関連し
た検討テーマ数
    [23]～[25]2テーマ／年
　　[26]3テーマ／年

商工

●「リチウムイオン電池」の世界最大級の工
場が立地するなどの本県の優位性を活かし、
産学官連携による「次世代エネルギー活用促
進研究会」等を設置し、リチウムイオン電池
をはじめとした次世代産業分野の応用製品の
開発を促進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
○　検討テーマの状況
　リチウムイオン電池をはじめ、CFRP（炭素繊維強化プラスチック）
の応用研究を推進するとともに、先端技術であるロボットの技術開
発への活用など、次世代産業分野における研究の横展開を積極的
に促進した。
＜H23＞1テーマ
　「避難所災害時対応システムの検討」
　災害時に避難所となる学校に設置した場合に必要となる機能や発
電・蓄
　電容量等の仕様を満たす蓄電システムを検討した。
＜H24＞1テーマ
　「災害対応型次世代蓄電システムの 開発・技術移転」
　汎用型(太陽光、小水力、風力のいずれでも充電可能)及び分散型
(複数
　の蓄電ユニットを一括制御)の蓄電システムを開発し、県内企業に
技術
　移転した。
＜H25＞3テーマ
①　「多機能防災システムの製品化と普及拡大」
　これまでに開発した蓄電システムを県内企業により製品化し、お
試し購入
　事業を活用して徳島阿波おどり空港に設置した。
②　「新素材（炭素繊維強化プラスチック＝CFRP）応用製品開発の
検討」
　ＣＦRPをLED照明に応用することを検討した。
③　「ロボット技術開発の検討」
　蓄電池・CFRPを応用した介護ロボットなどの技術開発を検討し
た。
＜H26＞3テーマ
①　「キャタピラ型農作業用小型運搬車両の開発」
　リチウムイオン電池で駆動する小型・軽量モータ及びドライブユ
ニットを搭
　載したキャタピラ型農作業用小型運搬車両を開発した。
②　「新素材（炭素繊維強化プラスチック＝CFRP）関連フォーラム等
の開催、LED照明部品開発の実施」
　家具建具・機械部品・介護福祉分野において企業発掘フォーラム
等を開
　催するとともに、電子機器分野においてLED照明部品開発を実施
した。
③　「ロボット技術開発の検討」
　蓄電池・CFRPを応用した介護ロボットなどの技術開発を検討し
た。

＜事業の達成状況＞◎
　※Ｈ26年度版では、数値目標を２テーマ／年から３テーマ／年に
上方修正している。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

Ａ

Ａ181

180 商工

政策

●食品製造工程から生じる、副産物の「おか
ら」を地域資源として、農業～工業～商業に
至る循環型のビジネス創出を図るなど、副産
物の有効活用による新商品の開発等、産学官
共同による取組を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　地域資源循環型ビジネス研究会への出席
　（H23：5回、H24：4回、H25：2回、H26：2回）
２　徳島ビジネスチャレンジメッセ及びとくしまマルシェ
　出展によるPR活動
３　とくしま経済飛躍ファンド（農商工連携枠）による支援
　　上記取組により、おから入り食品の新商品・技術の開発
　や「SOYくふう」ブランドの確立による販路開拓などを推進
　した。

＜事業の達成状況＞◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・産業界などのニーズを踏まえ平成23年度には、阿南工業高等
専門学校における「材料・化学系の専門課程の設置」や、徳島
大学助産学専攻科を「大学院へ」を平成24年度には徳島大学の
栄養学科を「医療栄養学科へ改組」を国に対して「徳島発の政
策提言」として実施した。
・「徳島発の政策提言」や地元産業界からの要望の成果として
阿南工業高等専門学校に「材料・化学系の専門課程」が設置さ
れた。（H26年4月～）

＜事業の達成状況＞　◎

推進

●産業界からのニーズを踏まえ、健康医療産
業やＬＥＤをはじめとする環境関連産業な
ど、材料・化学系の研究開発に資する人材を
育成するため、県内高等教育機関に新たな専
門課程の設置を国に対し要請します。

推進 →

→

→→

→ →
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

182 推進 → → →

70件 80件 90件 100件 74件 87件 99件 111件 ◎

10件 20件 35件 50件 16件 24件 36件 58件 ◎

15
出展

25
出展

35
出展

40
出展

32出展 37出展 51出展 70出展 ◎

25件 30件 16件 23件 27件 31件 ◎

Ａ

Ａ183

●産学官連携による「とくしま植物工場推進
検討会」の活動を発展させ、次世代の農業モ
デルとして注目される植物工場の取組を総合
的にサポートすることで、農業生産の高度化
と技術革新を推進するとともに、最先端の農
業生産モデルとなる植物工場の課題解決を図
り、農業分野における技術革新を推進しま
す。

○六次産業化法による「総合化事業計画」
の認定数
　 [23]16件→[26]30件

3　農商工連携の促進
●徳島ならではの地域資源による「とくしま
ブランド」の活用や、本県の豊富で良質な農
林畜水産物と中小企業が有する高いものづく
り技術等を連携させ、農商工連携による新商
品開発などを促進します。

○農商工連携による商品開発事業数（累
計）
　 [21]41件→[26]100件

○新商品等の開発事業数（累計）
　 [21]－→[26]50件

○徳島ビジネスチャレンジメッセ等新農業
ビジネス出展数
   [21]－→[26]40出展

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成25年度は首都圏の大規模食品見本市に徳島県ブースを確
保し、本県の農林水産物のＰＲと商談等を実施した。（アグリ
フードエクスポ東京、ジャパンインターナショナルシーフード
ショーに出展）
　平成26年度についても、サポートセンターを運営して、６次
産業化に取り組む農林漁業者に対してサポートを行った。
　また、首都圏で開催された大規模展示商談会に徳島県ブース
を出展し、県産農林水産物及び６次化商品等加工品のＰＲを行
うとともに、販路拡大を支援した。
１　六次産業化サポートセンターの設置及び運営
２　６次産業化対象者の掘り起こし
３　新たな商品開発や販路開拓の取組への支援
４　商談会、交流会の開催
５　農商工連携ファンド等の活用による支援

＜事業の達成状況＞◎

農林

商工
・
農林

＜H23～26取組内容と成果＞
１　とくしま植物工場推進検討会の開催
２　検討会メンバーによる技術実証プロジェクトの実施
３　検討会参加企業、生産者による生産の開始
４　植物工場プラントについて徳島大学農工商連携セン
　　ターと設置について検討会を開催

＜事業の達成状況＞　◎

推進 → → →
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

184 推進 → → →

10件 12件 14件 16件 10件 12件 14件 16件 ◎

2－5　しごとイキイキとくしまづくり  

185 推進 → → →

0.77倍 0.85倍 0.93倍 1.00倍 0.88倍 0.89倍 0.99倍 1.09倍 ◎

Ａ

Ａ

○徳島県有効求人倍率（年平均）
    [21]0.60倍→[26]1.00倍

●水産分野において、生産サイドである漁業
協同組合等と、消費者サイドに近い商工業者
との連携を促すことで、新商品開発や販促活
動の活性化を行います。

1　雇用の場の確保
●生活の基盤として何より重要な働く場を確
保するため、成長分野や福祉分野などでの雇
用創出に積極的に取り組みます。

○生産者（水産業）と商工業者との連携件
数（累計）
　 [21]6件→[26]16件

農林

＜H23～26取組内容と成果＞
緊急雇用創出事業により雇用創出を積極的に取り組んだ。
上記事業による雇用実績
［23］  約2,330人
［24］　約1,570人
［25］　約1,230人
［26］　　約370人
有効求人倍率
［23］0.88倍（全国第４位）
［24］0.89倍（全国第13位）
［25］0.99倍（全国第16位）
［26］1.09倍（全国第19位）
　
＜事業の達成状況＞◎

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
　漁協をはじめとする関係者に商工業者との「マッチングフェ
ア」や「商談会」等への積極的な参加を促すとともに，両者の
仲介、調整を図った結果、水産物の新商品開発や新規販路の開
拓を図ることができた。
【H23】
　●北灘漁協直販施設内で民間事業者が食堂をオープン
　●堂浦漁協が水産物卸売会社と連携し「うず華」ブラン
　　ドを立ち上げ
　●和田島漁協が加工業者と連携し「ちりめん加工品」を
　　開発
【H24】
　●「「四国の右下」右上がり協議会」と海部郡内の漁協
　　が連携し、アオリイカやイセエビを使用した「南阿波
　　鍋」を開発
　●和田島漁協が「みまから」とのコラボ商品「みまから
　　ちりめん」を開発
【H25】
　●北灘漁協が水産物卸売会社等と連携し「すだちぶり」
　　を育成・出荷
　●徳島市漁協が県漁連等と連携し小型タチウオ等の未利
　　用魚を利用した「魚醤」を開発
【H26】
　●美波町の漁業者グループが徳島大学、県外事業者等と
　　連携し「ひじき」の新規販路を開拓
　●県漁連が水産加工業者と連携し「魚醤」の新商品を開
　　発

＜事業の達成状況＞　◎
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

187 推進 → → →

900人 970人
1,040
人

1,100
人

920人 975人 1,070人 1,130人 ◎

188 推進 → → →

43社 48社 53社 58社 48社 56社 59社 63社 ◎

Ｂ

Ａ

Ａ

186

3　成長分野等における企業誘致の推進
●徳島県の勤勉な県民性、安価なコストや、
中山間地域まで光ファイバー通信網を張りめ
ぐらせたブロードバンド環境を活かすこと
で、コールセンターのほか徳島県の情報発信
力強化につながるデジタルコンテンツ産業等
の誘致を推進し、若者雇用を創出します。

2　雇用の安定確保に向けた啓発の推進
●ワーク・ライフ・バランスのあり方を見据
え、多様な働き方に対応できる良好な就労環
境の構築や雇用の維持・安定に向けて、労働
法令の周知・啓発を行うことにより、働きや
すい職場づくりを目指します。

○「ＩＣＴ関連企業」の新規地元雇用者数
（累計）
　 [21]710人→[26]1,100人

＜H23～26取組内容と成果＞
１．企業ニーズに柔軟に対応した全国屈指の優遇制度の整備
２．積極的な企業訪問、現地案内
３．ビジネスフォーラム・HP等での優遇制度の情報発信
４．企業見学会・講座等による情報通信関連企業のイメージ
　　アップ
上記の取組により26年度末において累計1,130人を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

→

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
１　労働関係団体と連携し、中小企業勤労者に総合的な福利厚
生事業を提供するため、市町村検討会の開催や中小企業や商工
会議所等に対し福利厚生事業等の広報、ニーズ調査を実施
２ 平日昼間に加え、夜間・休日にも窓口や電話等で労働相談
を実施するとともに、年２回の特別労働相談を実施
３ 県ホームページ、運営サイト（徳島県労働相談ネット）及
び広報誌「労働徳島」における法改正、イベント等の周知・啓
発。
上記の取組みにより、就労環境の整備を推進した。

＜事業の達成状況＞　◎

商工

●本県の進みゆくインフラ整備や、四国と近
畿との「結節点」に位置する優位性を最大限
に活かし、県外企業の誘致を図るとともに、
県内企業の新増設に対する支援を行います。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．成長分野をターゲットとした戦略的な誘致活動の展開
２．積極的な企業訪問、現地案内
３．ビジネスフォーラム・ＨＰ等での優遇制度の情報配信
上記の取組により26年度末において累計63社を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎○企業立地優遇制度奨励指定企業数（累
計）
    [21]35社→[26]58社

推進 → → 商工
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

189 推進 → → →

2社 5社 7社 15社 9社 12社 13社 15社 ◎

190 推進 → → →

2回
開催

→ → →
2回
開催

2回
開催

2回
開催

2回
開催

◎

Ａ

Ａ

○「将来成長が見込まれる分野」の企業立
地優遇制度奨励指定企業数（全奨励指定企
業数の内数）（累計）
　　[21] －　→[26]15社

○東京・大阪ビジネスフォーラムの開催数
    [23]～毎年2回開催（東京・大阪各1
回）

●成長分野等における企業誘致を強化するた
め、東京と大阪においてビジネスフォーラム
を毎年開催し、徳島県の誇る立地環境とし
て、特色ある立地企業や、徳島ならではの産
業育成施策、優れた企業立地補助制度などに
関する情報発信を行います。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．東京ビジネスフォーラム
　（26年度：150社180名、25年度：100社150名、24年度：130
社170名、23年度：150社180名）
２．大阪ビジネスフォーラム
　（26年度：160社280名、25年度：160社280名、24年度：180
社300名、23年度：220社350名）
上記の取組により、徳島県の優れた立地環境を大都市部の企業
にアピールすることができた。

＜事業の達成状況＞　◎

商工

商工

●本県の強みを活かした「将来成長が見込ま
れる分野（「環境・エネルギー」、「医療・
介護・健康」分野）」の企業誘致を重点的に
推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．成長分野をターゲットとした戦略的な誘致活動の展開
２．積極的な企業訪問、現地案内
３．ビジネスフォーラム・ＨＰ等での優遇制度の情報配信
上記の取組により26年度末において累計15社を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

※H26年度版では数値目標を10社から15社に上方修正してい
る。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

191 推進 → → →

制定 検討 制定 ◎

全国
1位

全国
1位

全国
2位

全国
2位

全国
1位

◎

1.71% 1.75% 1.80% 2.00% 1.67% 1.68% 1.78% 1.90% △

300社
294
社

△

192 推進 → → →

全国ベ
スト10
入り

1.88％
全国17
位

2.03％
全国13
位

2.21%
全国７

位

2.24%
全国７

位
◎

Ｃ

Ａ

○民間企業の障がい者雇用率
    [21]1.61％→[26]2.00%（法定雇用
率）

商工

○「徳島県障がい者の雇用の促進等に関す
る条例」の制定
［24］制定

○民間企業の障がい者雇用率（Ｈ18対比増
加幅）
    [21]全国2位→[26]全国1位

○障がい者を雇用している民間企業数
　　[25] 281社→[26] 300社

○県教育委員会の障がい者雇用率
    [21]1.70％　全国27位→[26]全国ベス
ト10入り

●障がい者の雇用創出を促進するため、県教
育委員会の障がい者雇用率の向上を図りま
す。

教育

4　障がい者の職業的自立支援
●「徳島県障がい者の雇用の促進等に関する
条例」に基づき、職業訓練の実施及び充実な
ど、障がい者の職業的自立を支援する体制づ
くりを目指すとともに、障がい者雇用に関す
るネットワークを構築し、障がい者の雇用の
拡大を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
1 障がい者委託訓練を実施
 ・知識・技能習得訓練コース
　（H23　35名　H24　30名　H25　10名  H26 20名）
 ・実践能力習得訓練コース
　（H23　30名　H24　30名　H25　15名　H26　15名）
 ・ｅ－ラーニングコース（H25　10名　H26　10名）
 ・特別支援学校早期訓練コース（H26　10名）
２ H24年度に1年前倒しで「条例」を制定。
３ H24年度に新たな取組として、障がい者雇用優良事業所、特例子
会社の事例紹介パネル作成及び展示。
４ 障がい者雇用優良事業所に対し、知事表彰及びシンボルマークの
付与。
　（H23　4事業所　H24　4事業所　H25　３事業所 　H26　６事業所
）
５「とくしま障がい者雇用促進行動計画」を改定（H25）
６ 障がい者雇用促進ネットワークの設置（H25）
＜事業の達成状況＞○

※H26年度版では、職業訓練の実施及び充実など、障がい者の職業的
自立を支援する体制づくりを目指すとともに、障がい者雇用に関す
るネットワークを構築するよう文言修正を行っている。
※実績値については、
・Ｈ２３年度、Ｈ２４年度：５６人以上規模の企業
・Ｈ２５年度～：５０人以上規模の企業
が対象となっている。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　教員の「身体に障がいのある者を対象とした選考」の受審
年齢の緩和（40歳未満→50歳未満）

２　小中学校事務職員の採用選考における「障がい者雇用枠」
の設定（3名）

３　知事部局との人事交流の推進

４　障がいのある非常勤職員の採用
　（H24:15名　H25:17名　H26:16名）

上記の取り組みにより、県教育委員会の障がい者雇用率が向上
し、障がい者の就労機会の確保に効果があった。

＜事業の達成状況＞◎
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

193 拡大 → → →

7,900
人

8,200
人

8,200
人

8,800
人

8,503
人

8,797
人

9,556
人

10,302
人

◎

194 実施 → → →

2,200
人

2,800
人

3,300
人

5,000
人

2,325
人

3,482
　人

4,373
　人

5,244
　人

◎

130
人

170
人

210
人

250
人

145
人

169
人

188
人

215
人

○

195 実施 → → →

165人 190人 400人 550人  241人 334人 484人 607人 ◎

Ａ

Ｂ

Ａ

6　就労支援と職業能力開発の充実
●若年者、Ｕターン等希望者、中高年齢者の
就業を総合的に支援するため、雇用関連サー
ビスをワンストップで提供する「とくしま
ジョブステーション」において求人情報の提
供や職業相談等を実施するとともに、県外大
学との就職支援協定を最大限活用し、県外学
生のＵターンを強力に促進します。

商工

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
併設の「駅のハローワーク」や関係機関との連携を図りなが
ら、若年求職者や中高年齢者等に対する職業相談、求人情報の
充実、フォローアップの強化など就職支援サービスを積極的に
実施した。
１就職マッチングフェアの開催
　　　　　  　(H23 3回、H24 3回､H25 3回､H26 3回)
２就職力アップセミナーの実施
　　　　　　　(H23 24回、H24 48回､H25 41回､H26 36回)
３大学生等を対象とした就職セミナーの実施
　　　　　　　(H23 7回、H24 8回､H25 3回､H26 3回)
４若年求職者に対する就職活動の支援
（関西の大学との就職支援協定締結　H23 3大学、H24 2大学、
H25 1大学、H26 2大学）
５学生に対する就職ガイダンス等の実施(H25、H26　実施)
６上記の取組みにより、就職者数が増加し目標を達成したた
め、H26年度版において数値目標を上方修正

＜事業の達成状況＞　○

※H26年度版では、若年者の数値目標を3,800人から5,000人に
上方修正している。

●若年無業者（ニート）等の就業を支援する
ため、「地域若者サポートステーション」に
おいて、専門家による個別相談等を実施する
とともに、支援機関のネットワークを活用
し、支援が必要な若年者の適切な誘導を行い
ます。

＜H23～26取組内容と成果＞
若年無業者（ニート）等の職業的自立支援のため、職業意識の
啓発や社会適応支援を含む包括的支援を実施することにより、
新規登録者が前年度同様250人を超えている。
(H23 150名、H24 243名､H25 330名､H26 251名)。
１キャリアコンサルタント、臨床心理士など専門家による個別
カウンセリングの実施
２職業的自立に向けたスキルアップのための各種支援プログラ
ム
３職場実習
４上記の取組みにより、若者サポートステーションの新規登録
者数が増加したことなどによって目標を達成したため、H26年
度版において数値目標を上方修正

＜事業の達成状況＞　◎

H26年度版では、数値目標を480人から550人に上方修正してい
る。

○とくしまジョブステーションを活用した
若年者の就職者数（累計）
    [21]483人→[26]5,000人

○とくしまジョブステーションを活用した
Ｕターン等希望者、中高年齢者の就職者数
（累計）
     [21]50人→[26]250人

○徳島県内の地域若者サポートステーショ
ンにおける進路決定者数（累計）
    [21]96人→[26]550人

5　「とくしま福祉で雇用創出作戦」の展開
●今後サービスの拡大が不可欠な介護職員等
福祉分野における雇用の創出を行います。

＜H23～26取組内容と成果＞
   介護職員雇用・資格取得プログラム事業の実施や、介護職
員処遇改善交付金から変更された介護職員処遇改善加算の周知
等に努めたことにより、順調に従事者数は増加した。

＜事業の達成状況＞  ◎

保健

○介護保険サービス事業所（居宅）等従事
者数（累計）
　 [21]7,473人→[26]8,800人
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

196 実施 → → →

220
人

240
人

260
人

370
人

241
人

293
人

338
人

386
人

◎

197 準備 → 推進 →

75% 78% 85% 86% 86% 85% 87.5% 88.2% ◎

500
人

550
人

1,400
人

1,500
人

2,363
人

1,819
人

1,740
人

1,007
人

△

Ｃ

Ａ

商工

●母子家庭の母や、就労意欲があるにもかか
わらず就労できないひとり親家庭の子に対し
て、技能や資格を習得するための講習会や自
立支援プログラムの策定を実施し、就労を支
援します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１就業支援講習会の開催（H25から対象を父子家庭の父にも拡
大）
（調理師、介護職員、パソコン、医療事務、簿記）
２就職支援セミナーの開催
（H23：3回 40名参加、H24：3回 41名参加　H25：3回 38名参
加
　H26：6回 39名参加）
３自立支援プログラム策定等事業の対象を父子家庭の父まで拡
大
４自立支援プログラムの策定人数 H23：103名、H24：86名、
H25：80名、H26：75人
（うち就職者数 H23：41名、H24：52名、H25：45名、H26：56
名）

＜事業の達成状況＞◎

県民

●産業界との連携のもと、テクノスクール3校
の訓練内容を充実強化し、実践力のある人材
育成・供給を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１工業系就職ガイダンスの開催
２無料職業紹介業務の開始
３若者の就労を支援するジョブ・カードの交付
４産業人材育成支援会議による在職者訓練の周知
５徳島県中小企業青年中央会との「産業人材育成に向けた包括
業務提携に関する協定」の締結

　上記取組みにより、訓練生の就職支援がより円滑に進み、業
界との連携、支援により実践的な訓練を実現できたものの、在
職者訓練については、産業界の要望により、H26年度から、対
象が限られるより難易度の高い訓練としたため、受講者が減少
した。

＜事業の達成状況＞○

○自立支援プログラムを活用した就職者数
（累計）
    [21]157人→[26]370人

○養成訓練生の就職率
　 [21]73％→[26]86％

○在職者訓練の受講者数（延べ人数）
    [21]409人→[26]1,500人
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

2－6　ひろがるブランドとくしまづくり

Ａ198 農林→

＜H23～26取組内容と成果＞
１．「ひろがる『とくしまブランド』戦略」の策定(H23.8）及
び見直し(H24.8)を行い、「生産・流通・販売・消費」の各段
階における施策を一体的に実施した。H25.8には、経済のグ
ローバル化への対応、将来への成長戦略を加え、８つの柱に再
構築した。
２．ブランド戦略会議では、長期化する東日本大震災の影響に
より、本県を含む西日本産地への出荷の期待がこれまで以上に
高まっていることから、首都圏へ向けた青果物の出荷要請や生
産力の強化等の意見が出された。
３．首都圏からの需要に応えるため、産地においては「野菜増
産プロジェクトチーム」を設置し野菜増産対策を進めるととも
に東京、大阪においては「販売強化プロジェクトチーム」を設
置し、流通・販売対策を検討した。
４．マスメディアを活用した県産農林水産物の情報発信を「戦
略的」かつ「効果的」に実施するため、「首都圏に向けた農林
水産物メディア戦略」を平成25年3月に策定した。
５．大手食品企業とのコラボレーションによる「すだち・ゆ
ず・ゆこう」を使った果汁飲料や外食チェーンでの「すだち」
と「うどん」とのメニュー提案を実施した。
６．メディアを使った情報発信や「すだちくん」の積極的な全
国プロモーションによる本県のＰＲなど徳島情報の発信を行っ
た。
  上記の取組みにより、とくしまブランド戦略の展開を図っ
た。

＜事業の達成状況＞　◎

1　ひろがる「とくしまブランド」戦略の展開
●消費者ニーズを起点に、安全・安心、新
鮮、高品質な農林水産物の生産活動を支援
し、「とくしまブランド」を旗印にした新商
品の開発や消費者、流通販売事業者等へのア
ピールなど、流通販売体制の整備を支援しま
す。

推進 → →
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

199 推進 → → →

1位 1位 1位 1位 3位 3位 4位 4位 △

15
産地

30
産地

45
産地

60
産地

17産地 30産地 59産地 73産地 ◎

5 ブラ
ンド

10ブラ
ンド

35ブラ
ンド

40ブラ
ンド

11ブラ
ンド

31ブラ
ンド

37ブラ
ンド

39ブラ
ンド

○

300人 600人 900人
1,200
人

406人 942人 1470人 1589人 ◎

60回 90回 120回 150回 74回 101回 130回 159回 ◎

350回 400回 450回 500回 351回 403回 457回 508回 ◎

4回 5回 6回 7回 4回 5回 6回 7回 ◎

3
店舗

6
店舗

9
店舗

12
店舗

5店舗 9店舗 11店舗 24店舗 ◎

300ha 500ha 330ha 580ha ◎

Ｃ

○大阪中央卸売市場における青果物の都道
府県別販売金額
    [21]第2位→[26]第1位

○「飛び出す」ブランド産地育成事業実施
産地数（累計）
     [21] － →[26]60産地

○「新鮮 なっ！とくしま」号の運行回数
（累計）
     [21]246回→[26]500回

○徳島の活鱧ＰＲキャンペーン開催回数
（累計）
     [21]2回→[26]7回

○「徳島産はも指定応援料理店」の県外店
舗数（累計）
     [21] － →[26]12店舗

○野菜の作付け面積拡大（累計）
　   [23]－ →[26]500ha

○「とくしまブランド・クチコミ応援隊」
育成数（累計）
     [21] － →[26]1,200人

○「とくしまブランド協力店」における徳
島県フェアの開催回数（累計）
     [21]20回→[26]150回

●「生鮮市場」はもとより、加工品を含めて
「食品全般」を視野に入れたブランドの強化
を図り、「新鮮なっ！とくしま」号の全国展
開や、首都圏および関西圏をはじめとする大
都市、海外における販売体制並びに生産体制
の強化を行います。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．県産野菜の供給力向上を図るため、「野菜増産プロジェクト
チーム」を中心にブロッコリーやレタスなどの増産に向けた取組を
強力に推進し、栽培面積を580ha拡大することができた。
２．市場における販売額の向上を図るため、「飛び出す」ブランド
産地育成事業により、「とくしまブランド品目」の供給力向上や産
地づくりを支援するとともに、「とくしま特選ブランド」としてよ
り付加価値の高い県産農林水産物の創出及び販売ＰＲを積極的に展
開した。
３．「とくしまブランド」の認知度向上とイメージアップを図るた
め「とくしまブランド特使」や県内高校生や大学生を対象とした
「とくしまブランド・クチコミ応援隊」を育成し、これらの人材を
活用した様々な方法で情報発信を図り、県産農林水産物の魅力を全
国に発信した。
４．県外における「とくしまブランド」の販売拠点である「とくし
まブランド協力店」に対して、産地の情報提供やＰＲ資材の提供、
「新鮮 なっ！とくしま号」による徳島フェアの開催等により、県産
農林水産物の取扱数量の拡大と認知度の向上に努めた
５．「すだちくん」を活用した全国プロモーションを展開し、「す
だちくんソング」「すだちくんダンス」等によるＰＲや「すだちく
ん」が登場する産地ＰＲ動画による情報発信に努めた
６．京都祇園祭、大阪天神祭、徳島阿波おどりを「日本三大はも祭
り」として、全国に県産「はも」のPRを実施した
７．築地市場「魚の日まつり」への出展や市場関係者に対して「徳
島の活鱧見本市」を開催するなど首都圏でのPRを実施した
８．徳島の活鱧料理味わいキャンペーン（6月から10月）」を展開
し、はもの消費拡大に努めた
９．京都、大阪の主要市場に続き、東京築地市場おける県産はもの
取扱量が増大した（H20: 2.5トン → H26: 10.6トン）

＜事業の達成状況＞　○

※平成２６年度版では「徳島の活鱧ＰＲキャンペーン開催回数（累
計）」の数値目標を５回から７回に上方修正している。

農林

○とくしま特選ブランド創出数（累計）
     [21] － →[26]40ブランド
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

200 推進 → → →

9
品目

10
品目

10
品目

10
品目

7品目 8品目 15品目 18品目 ◎

5
箇所

6
箇所

7
箇所

8
箇所

5箇所 5箇所 9箇所 10箇所 ◎

2
店舗

4
店舗

6
店舗

8
店舗

1店舗 3店舗 4店舗 6店舗 △

1.9
億円

2.4
億円

約1.1
億円

約1.2
億円

約2.4
億円

約3.9
億円

◎

201 推進 → → →

80件 100件 150件 160件 80件 145件 155件 161件 ◎

Ａ

Ａ農林

農林

○輸出定着品目数（累計）
　  [21]4品目 →[26]10品目

○「とくしまブランド海外協力店」数
    [21] － →[26]8店舗

○輸出拠点数
    [21]4箇所 →[26]8箇所

●世界にはばたく「とくしまブランド」の確
立を目指し、県産農林水産物の輸出を支援し
ます。

○農林水産物等輸出金額
    [23]1.1億円 →[26]2.4億円

○とくしま安2ＧＡＰ認証件数（累計）
　 [21]65件（1,518人）
　→[26]160件（3,000人）

＜H23～26取組内容と成果＞
１．「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」を策定し、効果的
かつ集中的に市場開拓を進める国、輸出品目等の重点化を図っ
た。
２．戦略を推進する母体としての「とくしま農林水産物等輸出
促進ネットワーク」及びワンストップの相談窓口としての「輸
出サポートセンター」を設立し、サポート体制を整備した。年
間で200件を上回る相談や提案を行い、約50件の契約が成立し
た。
３．重点輸出国である香港・台湾・シンガポールを中心とし
て、本県農林水産物等の「海外プロモーション」や「商談会」
等について、関係団体と連携しながら強力に推進した。
　
　これら総合的な取組みにより、海外協力店数の拡大は目標達
成できなかったものの、安定的かつ継続して輸出される品目や
輸出相手国・地域が大きく拡大し、農林水産物等輸出金額は目
標年度を前に目標達成に至った。

＜事業の達成状況＞　◎

●履歴管理制度（トレーサビリティシステ
ム）を活用し、農産物の安全、環境保全、労
働安全について国の高度なＧＡＰ基準を取り
入れた「とくしま安2ＧＡＰ認証制度」によ
り、安全で安心な農産物を供給します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．PR活動
  消費者まつり、「新鮮 なっ！とくしま」号によるPR、等
２．研修会等
  ブロック別ＧＡＰ指導者研修会、とくしま安２ＧＡＰ農産物
推進会議やGAP推進フォーラムの開催等
　以上の取組によって、161件の認定があった。

＜事業の達成状況＞　　◎
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

202 推進 → → →

425
万円

450
万円

475
万円

500
万円

455
万円

478
万円

446
万円

集計中 －

230
万羽

250
万羽

280
万羽

300
万羽

193万羽 203万羽 195万羽 209万羽 △

30頭 90頭 300頭 600頭 0頭 0頭 61頭 135頭 △

2施設 3施設 4施設 5施設 3施設 4施設 5施設 6施設 ◎

Ｃ

○「新とくしまブランド豚」出荷頭数
　  [21] ― →[26]600頭

○水産物出荷・流通体制施設等の整備（累
計）
    [21]1施設→[26]5施設

2　ブランド品目の振興とブランド産地の育成
●生産の効率化や規模拡大、ブランド産地の
育成による高付加価値化、農商工連携や6次産
業化などを推進し、農業経営体当たりの産出
額25%増を実現します。

＜H23～26取組内容と成果＞
○１農業経営体当たりの産出額
１．県内11カ所に設置された「地域戦略会議」における産地改造計
画の策定支援や地域戦略の取組促進に努めた。
２．生産力強化のため、補助事業による機械施設の導入や緊急雇用
事業により野菜増産対策の取組支援を行った。
３．高品質なブランド産地を育成するため、青果物の品質保持・向
上対策を支援した。
４．平成25年では、平成25年産米の価格が２割程度下落、果実が収
量減の単価安、野菜の一部で販売単価が１割弱下落した影響を受
け、産出額が減少した。
５．その主要因として、米の価格は昨年の高値反動、果樹は温州み
かんが裏年による収量減と品質低下の影響が上げられる。

（平成26年の農業産出額等は、H27年12月頃公表の見込み）

○「阿波尾鶏」出荷羽数
  阿波尾鶏出荷羽数は17年連続で地鶏日本一生産量を維持したとと
もに、シェアは23.3%(H25)と群を抜いている。
１．生産基盤の強化
（１）「阿波尾鶏増産プロジェクト実証事業」による施設整備
（２）「畜産３ブランド供給基盤強化対策事業」による施設整備
２．販売力の強化
（１）「阿波尾鶏販売促進セール事業」による消費拡大の促進
（２） 徳島・まるごと商談会等への出展・ＰＲ
（３） 阿波尾鶏ブランド確立対策協議会による以下の消費宣伝
①徳島阿波おどり空港
②とくしまマラソン広告
③公用車　車体広告
④四国放送15秒ＣＭ
⑤新聞、週刊誌等
⑥ﾕｰﾌｫｰﾃｰﾌﾞﾙとのｺﾗﾎﾞ（ｶﾌｪ限定ﾒﾆｭｰ、おへんろﾎﾟｽﾀｰ）
⑦アグリフードEXPO東京
⑧消費宣伝資材の作成・配布
「阿波尾鶏」の平成26年度出荷羽数は、平成25年度を上回った。

○「新とくしまブランド豚」出荷頭数
  阿波とん豚の特徴であるおいしい遺伝子の導入及び種豚として必
要とされる特性を備えていることを確認するために時間を要した
が、初出荷以降、出荷頭数は順調に増加した。
H23年度
１．「新とくしまブランド豚確立対策協議会設立準備委員会」発足
２．主要養豚農家及び流通関係業者の試食会開催
３．民間検査機関による栄養・風味・官能検査
H24年度
１．「新とくしまブランド豚生産体制確立対策協議会」設立
２．指定農場への種豚貸付の開始
３．指定農場の施設整備
４．「新とくしまブランド豚」出産開始
H25年度
１． 愛称・ロゴマークの公募（「阿波とん豚」に決定）
２．豚肉販売の開始（10月から）
３．指定農場の施設整備
H26年度
１．親豚の増頭
２．指定農場の施設整備
３．販売店の増加

○水産物出荷・流通体制施設等の整備
　H23～H26年度において、水産物流通の円滑化に寄与する鮮度保持
施設、活魚運搬車、活魚水槽の整備を支援した。
　
＜事業の達成状況＞　○

○1農業経営体当たりの産出額
    [20]400万円→[26]500万円

○「阿波尾鶏」出荷羽数
　 [21]200万羽→[26]300万羽

農林
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

203 設立 推進 → →

2品目 3品目 5品目 6品目 5品目 5品目 5品目 6品目 ◎

 11
商品

 13
商品

22
商品

24
商品

18
商品

21
商品

23
商品

26
商品

◎

204 設立 推進 → →

20人 40人 80人 150人 62人 118人 180人 318人 ◎

Ａ

Ａ

○新商品開発数(累計）
　[21]5商品→[26]24商品

○労働力確保サポートバンクの登録者数
（累計）
    [21] － →[26]150人

●阿南・丹生谷地域において、「労働力確保
サポートバンク」を設立し、農作業の労働力
不足を解消するとともに、ブランド産地の生
産力の維持・強化を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
 平成２３年８月に「農作業お助けセンター無料職業紹介所」
が開設。
 平成２４年度は、労務関係の書類等、個別の農作業を解説し
た総合雇用作業マニュアルを作成し、関係機関に配布。
 平成２５年度は、求人・求職者募集チラシを那賀町内に配布
（求人7,000枚、求職8,400枚）。求職者向けにゆず剪定等の技
術講習を実施（3回）。JA土佐あき（高知県）へ先進地調査研
修を行った。
　平成26年度は、産地エリアを阿南市まで拡大するため、ＪＡ
アグリあなん本部（阿南市桑野町）に「農作業お助けセンター
無料職業紹介所」を移設。また、新たな人材確保への取り組み
を推進するため、ハローワーク等に援農者募集パンフレットの
配布や求人農家の雇用管理能力の向上を図るため、雇用マニュ
アルを作成し労務管理研修会を開催した。

＜事業の達成状況＞◎

※平成２６年度版では数値目標を100人から150人に上方修正し
ている。

南部

●丹生谷地域において、「Ｎｅｗ－谷クラス
ター」を設立し、新たな商品の開発や販路開
拓など、６次産業化を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１ Ｎew－谷特産品情報発信事業として、県内外のイベントで
郷土料理「かきまぜ」の紹介、丹生谷特産品のＰＲ、開発商品
の展示及び販売。
２ 丹生谷の特産品ＰＲパンフレットとして、木頭ゆず、相生
けいとう、相生晩茶、相生おもと、相生名物はんごろし、那賀
町の花の６品目について作成。
３ Ｎew－谷型６次産業支援事業として、新商品開発及び販路
開拓を支援し、６次産業化を推進。
４ イオンとの連携による「木頭ゆず食文化振興協議会」を設
立し、木頭ゆずが有する潜在的な魅力を引き出すため、イオン
ＰＢ商品の開発や情報発信等を行った。
　また、同協議会の発足により新たな商品開発に向けた取組が
加速し、６次産業化の更なる進化を目指し、数値目標を上方修
正(H25)。
　さらに、イオンとの連携により、中国四国イオン会合同見本
市への出展や、イオン従業員による産地見学ツアーの開催、首
都圏大型店舗でのゆずイベントの開催、「木頭ゆず缶チューハ
イ」の全国販売などを行い、「木頭ゆず」のブランド力の強化
を図った。
５　その結果、丹生谷地域で６次産業化が進展し、加工用ゆず
の全量買い上げが実現できるとともに、加工用ゆず単価（H25
年産77円/kg→H26年産121円/kg）も上がった。高齢化が急速に
進む産地において、生産意欲の醸成を図った。

＜事業の達成状況＞◎

南部

○６次産業化に取り組む地域特産物数（累
計）
　[21]1品目→[26]6品目
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

205 推進 → → →

5品目 10品目 7品目 10品目 12品目 13品目 ◎

207 検討 → 構築 運用

30戸 60戸 90戸 180戸 30戸 81戸 155戸 185戸 ◎

Ａ

Ｃ

Ａ

206

●県南部圏域において、海部地域で生産され
た有機質肥料（かいふエコ肥料）を活用した
資源循環型農業を導入し、耕畜連携による
「かいふエコブランド農産物」の栽培拡大を
図ります。

○かいふエコブランド農産物の推進品目数
（累計）
    [21] － →[24]10品目

○「かいふエコ肥料」の利用農家数（累
計）
     [21] － →[26]180戸

＜H23～26取組内容と成果＞
１　ＪＡと連携し耕作放棄地解消後に飼料用米を生産した。肥
料散布機の実演会を開催した(H23実施)。
２　海陽町において若手農業者中心の組織が設立され、肥料散
布機が導入された(H24実施)。
３　超早場米の「ハナエチゼン」への「かいふエコ肥料」の取
り組みがはじめられた（Ｈ25実施）。
４　海陽町で栽培されている「コシヒカリ」において「かいふ
エコ肥料」の取り組みがはじめられた（Ｈ26実施）。

＜事業の達成状況＞　◎

南部

●県南部圏域において、阿波尾鶏に「かいふ
エコ肥料」で生産した飼料用米（かいふエコ
飼料）を給与し、阿波尾鶏の食味向上を図り
ます。

検討 → 推進 → 南部

●県南部圏域において、コントラクターの育
成を図り、「かいふエコ肥料」の散布システ
ムや「かいふエコ飼料」の生産供給体制を確
立します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　ＪＡと連携し耕作放棄地解消後に飼料用米を生産した。肥
料散布機の実演会を開催した(H23実施)。
２　海陽町において若手農業者中心の組織が設立され、肥料散
布機が導入された(H24実施)。
３　超早場米の「ハナエチゼン」への「かいふエコ肥料」の取
り組みがはじめられた（Ｈ25実施）。
４　海陽町の「コシヒカリ」において「かいふエコ肥料」の取
り組みがはじめられた（Ｈ26実施）。

＜事業の達成状況＞　◎

南部

＜H23～26取組内容と成果＞
1　阿波尾鶏に飼料用米を５％と１０％給与実証。１０％給与
により旨味成分が増加、脂肪の色も白く優れた肉となった
（H23実施）。
２　飼料用米を混合した飼料の飼料要求率（飼料効率の逆数）
が実用上問題ないことを確認した（H24実施）。
３　「かいふエコ飼料」の給与方法の検討（Ｈ25実施）。
４　実用的な規模（１鶏舎5,000羽）において飼料用米を混合
した飼料を給与したところ、体重増加や肉質に問題はなかった
（Ｈ26実施）。

＜事業の達成状況＞　◎
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

208 推進 → → →

1回 3回 5回 7回 1回 4回 7回 9回 ◎

1品 2品 4品 6品 1品 3品 4品 6品 ◎

209 推進 → → →

2組織 2組織 3組織 5組織 2組織 3組織 4組織 5組織 ◎

Ａ

Ａ

○参加イベント数（累計）
    [21] － →[26]7回

西部

●かいふエコブランド農産物の消費拡大を図
るため、各種イベントでのＰＲや新料理の提
案など、6次産業化を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　平成23年度には、オクラと阿波尾鶏のコラボ料理、平成24年
度には、地元食品加工業者や県内の料理研究家、地元女性グ
ループ等と連携し、阿波尾鶏と菜の花料理のコラボ料理、平成
25年度には、地元食品加工業者や県内の料理研究家、地元女性
グループ等と連携し、阿波尾鶏と小松菜、ナス、オクラ、プチ
トマトのコラボ料理を平成26年度には、地元女性グループが小
松菜や菜の花を利用した料理を開発した。
　平成23年度には海部川風流マラソン、平成24年度には、食の
博覧会、とくしまマルシェ、海部川風流マラソン、平成25年度
には、食の博覧会、海部川風流マラソン、かいふecoフェス
タ、平成26年度には、全国丼サミット、四国の右下ﾛｰﾄﾞﾗｲﾄﾞに
おいて、開発した料理等の調理実演や試食配布、かいふエコに
関するクイズ大会など、かいふエコブランド農産物の消費拡大
PRイベントを実施した。
　上記取り組みにより、かいふエコブランド農産物の消費拡大
を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

南部

●県西部圏域において、「にし阿波ならで
は」の農産物を用いた特産品づくりを、6次産
業化により進めます。

＜H23～26取組内容と成果＞
・H23年度（２組織）
　①山城茶業組合
　 (ペットボトル茶の生産・販売)
　②美馬交流館
　 (とうがらし加工品「みまから」等の販売)
・H24年度（１組織）
　③美馬つるぎ地区キクイモ栽培加工消費研究会
　 (キクイモ加工品「パン」､「チップス」等の試作・販
    売)
・H25年度（１組織）
  ④半田あたご柿　柿酢の会
 　(柿酢の生産、市場調査、商品改善・販売)
・H26年度（1組織）
　⑤桃ちゃんトマト倶楽部（トマト等加工品製造・販売）

＜事業の達成状況＞　◎

○新料理の開発数（累計）
    [21] － →[26]6品

○「にし阿波ならでは」の農産物を用いた
6次産業化に取り組むモデル組織数（累
計）
    [21]2組織→[26]5組織
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

211 推進 → → →

16
経営体

17
経営体

18
経営体

19
経営体

16
経営体

17
経営体

17
経営体

19
経営体

◎

3
組織

5
組織

3組織 4組織 △

Ａ

Ｃ

210

●にし阿波ならではの品目として、いんげ
ん、ピーマン、みまから青唐辛子などの園芸
品目、ぶどう、ブルーベリーなどの果樹、タ
ラノメ、山ふきなどの山菜、そば、郷衆芋な
どの伝統農産物の、特徴ある産地づくりを進
めます。

○ファームサービス事業体数（累計）
    [21]16経営体 → [26]19経営体

○集落営農に取り組む組織数（累計）
　　[23] 1組織　→［26］5組織

→ → 西部

西部

→

＜H23～26取組内容と成果＞
１いんげん
　かあちゃん野菜の有力品目で２品種を選定し、栽培技術
　向上を支援
２ピーマン・ぶどう
　エコファーマーの育成と高品質生産を支援
３タラノメ・山ふき
　県育成品種「あわの銀次郎」、「あわはるか」の導入・
　面積拡大を推進
４はれひめ
　高品質生産とブランド化を支援（H24:特選ブランド品目
　として選定）
５ごうしゅいも
　にし阿波地域の山間部で古くから栽培されている馬鈴薯
　で高品質の種いも（無病）導入と農薬に頼らない栽培技
　術を推進
６そば
　「そらのそば」のＰＲ活動で生産活動を推進(H25)
　「そらのそば協力店」の登録･･･17店舗(H26)
７みまから唐辛子・キクイモ
　唐辛子は、まっすぐな果実で加工性に優れた形を選定(H26)
　キクイモは加工品開発や販売ＰＲを支援(H26）
８ブルーベリー
　ブランド化を支援(H26：特選ブランド品目として選定）
９かあちゃん野菜
　いんげんなど、少量でも出荷可能な女性農業者が生産した野
菜で、栽培技術向上等を支援（H26：JA美馬女性部）

※ブランド化とは、顧客からの指名買いやリピーター率の向上
を支援すること。

＜事業の達成状況＞　◎

推進

 ●県西部圏域において、集落単位で共同して
効率的な営農活動を行う集落営農組織や農作
業の受託を行うファームサービス事業体の育
成を進めます。

＜H23～26取組内容と成果＞
　市町等関係機関と連携し、「人・農地プラン」の中心的な担
い手として位置づけられるファームサービス事業体、集落営農
組織、認定農業者に対して継続的に活動を支援した。
１ファームサービス事業体の育成に向け、県単事業を活用した
機械施設の導入支援や栽培技術指導を継続実施中
　　累計･･･美馬13　三好 6　計19経営体
２集落営農
　集落の話し合い等による農地の活用、特産品の生産など、関
係者の合意形成による集落営農を推進するための支援を行い、
H26年度までに4組織が設立された。現在、他の4地域において
集落の話し合い等、関係者の合意形成を進め、新たな集落営農
組織が早急に設立されるよう重点的に支援している。

＜事業の達成状況＞　〇
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

213 推進 → → →

1,000
件

1,014
件

◎

Ａ

Ａ

212

3  環境への負荷の少ない「農林水産業」の推
進
●化学肥料・化学農薬の使用低減や施設園芸
等の省エネ・省コスト・省ＣＯ2技術の導入に
取り組む生産者を育成・支援します。

○エコファーマーマークの利用件数（累
計）
　 [21]882件→[26]1,000件

＜H23～26取組内容と成果＞
１．環境保全型農業支払事業によるエコファーマー認定推進
２．施設園芸農家に対する省エネ技術等の導入支援
３．エコファーマーや有機農業等の生産者、量販店等バイヤー
を対象とした講演会や商談会の開催
４．環境保全型農業推進ポスターの作成・配布による啓発
５．有機農業の推進や特別栽培農産物などに対する安２ＧＡＰ
農産物認証の取得推進
　以上の取組を実施し、エコファーマーマークの利用件数は
1,014件となった。
　
＜事業の達成状況＞　◎

推進 → →

農林

→

＜H23～26取組内容と成果＞
１地産地消協力店への登録推進
　（登録店数　H23:49店　→　H26：55店）
２産直市を対象とした商品作りアドバイザー研修の実施
　（H23:５回、H24:５回、H25:４回、H26：4回）
３産直市へ出荷する生産者の支援
　（新たな品目として白ネギ（26：冬わらべ）の試作など、
  栽培技術や新品種の導入などを推進）
４産直市と学校給食の食材納入に関する連携支援
　（給食センター等と生産者の調整や周年供給に向けた作付
    けなど、JA産直市の取り組みを支援）
５宿泊施設や飲食店、関係機関を対象にした地元食材の料
  理、試食会の開催

　上記の取組により地域産品の利用が拡大し、産直市の活性化
が図られるとともに地産地消協力店数が増える等地産地消が推
進された。

＜事業の達成状況＞　◎

西部

●県西部圏域において、地域食材の宝庫であ
る農産物直売所（産直市）が行う商品づくり
や、産直市間の連携によるイベントの開催、
体験メニューの提供等の魅力向上による利用
拡大を図り、学校や福祉施設、宿泊施設など
での地域食材の活用を推進するとともに、地
域食材を使った加工品の生産、一般小売店も
含めた「地産地消協力店」を増やすことで地
産地消の推進に取り組みます。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

214 推進 → → →

10
市町村

16
市町村

20
市町村

24
市町村

11
市町村

14
市町村

24
市町村

24
市町村

◎

4
地区

8
地区

10
地区

12
地区

9地区 9地区 9地区 9地区 △

215 推進 → → →

9
箇所

12
箇所

14
箇所

16
箇所

12箇所 13箇所 15箇所 17箇所 ◎

Ａ

Ｃ

○市町村における有機農業の推進体制の整
備
    [21]4市町→[26]全市町村

○有機農業実践モデル地区の育成
    [21]3地区→[26]12地区

●水産資源の増殖を図るため、藻場の造成を
推進します。

●農業生産活動に由来する環境への負荷の低
減を図り、環境に配慮したブランドを育成す
るため、有機農業に取り組む生産者を育成・
支援します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　　H23年度　鳴門地区４箇所、阿南地区８箇所
　　H24年度　阿南地区１箇所
　　H25年度　阿南地区１箇所、海部地区1箇所
　　H26年度　海部地区２箇所
　上記内容の藻場造成を行い、水産生物の良好な生息場所と
なった。
　

＜事業の達成状況＞　◎
○藻場造成箇所数（累計）
    [21]6箇所→[26]16箇所

農林

＜H23～26取組内容と成果＞
１　環境保全型直接支払事業を通じた有機農業に取り組む農業
者の育成
２　エコファーマーや有機農業の生産者、量販店等のバイヤー
を対象とした講演会や商談会の開催
３　小松島市生物多様性農業推進協議会（他３団体）への参
画、助言や補助事業の活用支援等
　
　上記取組により、全市町村で有機農業の推進体制が整備され
た。
　
　また、Ｈ２４以降モデル地区数の増加は見られないが、協議
会への参画や助言等により、モデル地区の小松島市では、モデ
ル地区外から研修生を受入れたり、多くの有機農業者等が参加
するオーガニックフェスタが開催されるなど、有機農業の面的
な広がりが図られた。

＜参考：有機農業実践モデル地区＞
国公募事業（有機農業総合支援対策）を活用し、技術実証や販
路開拓、消費者との交流など有機農業の推進に取り組んでいる
協議会の関係市町村

＜事業の達成状況＞　　○

農林
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

216
推進・
開発

→ → →

28件 31件 38件 40件 29件 37件 42件 46件 ◎

14件 16件 18件 20件 14件 17件 19件 21件 ◎

217 推進 → → →

350戸 400戸 450戸 500戸 327戸 366戸 391戸 420戸 △

Ａ

Ｃ

●砂地畑に適した作物や品種の開発、高度な
生産技術の普及など、砂地畑農業に取り組む
生産者の支援を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　川砂の利用技術の確立のための試験研究等を行い、さつま
いも「なると金時」での川砂投入の効果や、適正投入量を確認
し、関係機関で連携して推進。
２　川砂の利用が可能な品目を「さつまいも」、「だいこん」
の２品目から、「鳴門らっきょ」、「渭東ねぎ」の４品目に拡
大、農林水産総合技術支援センター等で適正投入量等について
検討。
３　Ｈ２６は栽培面積や農家戸数が減少するなかでＪＡ等関係
機関との連携により、関係ＪＡのすべてで技術の導入が行われ
た。

＜事業の達成状況＞　○

＜持続的生産技術＞
砂地畑では,さつまいも「なると金時」,だいこん等が栽培され
ており,連作すると砂の粒子が細かくなり，通気性や排水性が
低下し，収量や外観品質が低下する。このため、３～５年に一
度海砂を「手入れ砂」として投入し，収量や品質を維持してい
たが、海砂の入手が困難となり、その代替資材として川砂を利
用している。砂地畑で川砂を利用することを持続的生産技術と
した。

農林

○持続的生産技術導入戸数
    [21]232戸→[26]500戸

4  ブランド育成に向けた研究開発及び新技術
の普及
●農林水産業の「知の拠点」として再編・整
備を進めている農林水産総合技術支援セン
ターを核に、先端技術や新素材を活用した次
世代農林水産技術の開発や農商工連携・６次
産業化の推進に必要な研究を推進し、生産力
の強化を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　遺伝子情報やＬＥＤ、ＩＣＴなどを活用し、ブランド力を
　強化する新品種や増産に資する技術を開発している
２　４か年で｢ＬＥＤを活用した鶏の生産性向上技術(特許出願中)｣
　や｢画像処理による害虫診断技術｣、
　｢肉量の多いブタを効率的に選抜する遺伝子検査技術(特許登録)」
　など21件の技術を開発した
　（H23 ４件、H24 ８件、H25 ５件、H26 ４件）
３　開発された新技術について、産地への導入を支援し、
　県が開発した夏秋いちごの新品種｢サマーアミーゴ｣や
　天敵や微生物などによる害虫防除技術など、
　21件の技術が生産現場で実用化されている
　（H23 １件、H24 ３件、H25 ２件、H26 ２件）
４　平成25年４月、農林水産総合技術支援センター新拠点に、
　生産者等からの相談に応える「ワンストップ窓口」を設置し、
　迅速な対応を図っている
　（「ワンストップ窓口」への相談件数
　　　H25 531件、H26 923件）

＜事業の達成状況＞　◎

農林

○「徳島発・次世代技術」創造数（累計）
　 [21]18件→[26]40件

○実用化した新技術数（累計）
    [21]11件→[26]20件
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

218 推進 → → →

250店 270店 290店 300店 250店 275店 291店 302店 ◎

219 推進 → → →

15店 20店 25店 30店 15店 21店 25店 31店 ◎

220 推進 → → →

64㎞ 66㎞ 69㎞ 71㎞ 63km 65km 66km 67㎞ △

10
地区

20
地区

30
地区

40
地区

5地区 20地区 40地区 47地区 ◎

6,670
ha

6,700
ha

6,730
ha

6,760
ha

6,694
ha

6,711
ha

6,732
ha

6,828
ha

◎

Ａ

Ａ

Ｂ

○品質管理担当者の配置（累計）
    [21] － →[26]30店

○国営総合農地防災事業による基幹用水路
の整備延長（累計）
　 [21]55km→[26]71km

○ほ場の整備面積（累計）
    [21]6,637ha→[26]6,760ha

●直売所の安全・安心な農産物の販売に万全
を期すため、表示や品質の管理を徹底し、生
産者と消費者の橋渡しをする担当者の配置を
推進します。

5　地産地消の推進
●関西広域連合内の産地として定着するた
め、徳島県産の農畜水産物の消費を拡大する
とともに、生産者と消費者との交流など、県
産物の魅力を知ってもらう取組を推進しま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
１．産直市管理責任者等を対象にした研修会（H23　3回、H24
2回、H25　1回、H26　3回）を開催し、担当者の資質向上、設
置の働きかけを行った。
２．国に向けて、「産直市安全・安心管理ガイドラインを定め
るとともに、産直市管理責任者を認証する制度を創設するこ
と」を提言した。
　上記取組みにより意識啓発を行った結果、設置店数が増加す
るとともに、品質管理の徹底が図られた。

＜事業の達成状況＞　◎

農林

6　ブランド産地を支える基盤整備
●ブランド産地化を促進するため、ほ場の整
備や基幹水利施設、農道などの農業基盤施設
の整備及び長寿命化を推進します。 ＜H23～26取組内容と成果＞

　国営総合農地防災事業は、吉野川下流域地区と那賀川地区に
おいて推進している。
　那賀川地区では、H23年度国の事業再評価において「計画の
見直し」との評価がなされ、H24年度以降は工事が中断され
た。
　このため、県から既存施設の有効活用（案）を提示し、検討
された結果、この案が採用された。しかしながら、国における
工事の中断の影響により、進捗に遅れが生じた。
　ほ場の整備面積の計画については概ね達成できた。
　機能診断地区数については、基幹施設である那賀川北岸用
水、吉野川北岸用水等において重点的に診断を行い、目標を達
成した。

＜事業の達成状況＞　◎

農林

○県営事業で整備した水利施設の機能診断
地区数（累計）
    [21]3地区→[26]40地区

＜H23～26取組内容と成果＞
１．各種イベントの開催や、ホームページの活用、情報誌の作
成・配布により、広く県民に「地産地消意識」の啓発を図り、
徳島県産農林水産物の利用拡大を推進した。
２．各方面からの情報収集と候補店舗への働きかけを行った結
果、登録件数が増えた。
３．地産地消の拠点である産直市等を中心に学校給食や病院福
祉施設への地元産農産物を供給するモデル実証を実施し、供給
体制の構築やメニュー提供が行われ、県産農産物の消費拡大に
つながった。

＜事業の達成状況＞　◎

農林

○地産地消協力店数（累計）
    [21]204店→[26]300店
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

221 推進 → → →

360ha 440ha 520ha 600ha 321ha 442ha 540ha 578ha ○

222 推進 → → →

350a 400a 450a 550a 398a 508a 554a 624a ◎

Ｂ

Ａ

○耕作放棄地解消面積（累計）
    [21]137ｈａ→[26]600ｈａ

○耕作放棄地へのみつまたの新規作付け面
積（累計）
    [21]250ａ→[26]550ａ

●県西部圏域において、立地条件に即した耕
作放棄地の解消を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・鳥獣被害を受けにくいみつまたの作付けを普及・推進するこ
とにより、新規の作付けが進み耕作放棄地の解消につながっ
た。
　（H23：３９８ａ　→　H26：６２４ａ）

＜事業の達成状況＞　◎

西部

●農業上重要な地域を中心に耕作放棄地の解
消を目指し、生産基盤である農地の有効活用
を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
 １　市町村担当者会の開催（H23・24・25・26 各１回）
 ２　推進パンフレットの作成・配布
 ３　解消研修会の開催（H23・24・25 各１回）
 ４　解消啓発ポスター展の開催（H23・24・25・26 各１回）
 ５　解消強化月間中の懸垂幕の掲示（７か所/H23）
 ６　解消活動表彰の実施（H23・24 各１回）
 ７　農地の利用状況調査に基づく、各市町村農業委員による
耕作放棄地の解消指導
 ８　新規参入企業や規模拡大指向農業者による耕作放棄地の
活用促進
 ９　補助事業を活用した耕作放棄地対策
 　上記取組により、耕作放棄地解消面積について、平成26年
度目標をほぼ達成した。

注）平成25年度実績は平成26年10月に速報値(527ha)から確定
値(540ha)へ修正した。

＜事業の達成状況＞○

農林
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

2－7　次世代を支える林業とくしまづくり

223 推進 → → →

46% 49% 52% 55% 49% 51% 53% 51% ○

24
万㎥

26
万㎥

28
万㎥

30
万㎥

24
万㎥

26
万㎥

29
万㎥

28
万㎥

○

224 推進 → → →

140人 170人 210人 250人 170人 195人 214人 251人 ◎

Ｂ

Ａ

○県産材自給率
    [21]40％→[26]55％

1　木材自給率を向上させる取組推進
●県産材の生産と消費をともに拡大させるた
め、林業者や木材産業者、設計・建築関係
者、消費者が一体となった取組を推進しま
す。

○林業プロフェッショナル数（累計）
　 [21]120人→[26]250人

2　県産材の生産拡大
●機械オペレーターや路網の開設技術者、さ
らに高度な林業マネージメント技術者など、
ステップアップ方式で林業のプロフェッショ
ナルを体系的に育成します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　(公財)徳島県林業労働力確保支援センターと連携し、「次世
代林業を担うプロフェッショナル養成事業」により、「とくし
ま森のワーカー」（初級）、「とくしま森のエキスパート」
（中級）、「とくしま森のマネージャー」（上級）と、技術レ
ベルに応じた段階的な研修を実施することにより、林業プロ
フェッショナルを養成し、目標を達成した。

＜事業の達成状況＞　◎

農林

農林

○県産材の生産量
　 [21]20万ｍ3 →[26]30万ｍ3

 ＜H23～26取組内容と成果＞
１　「森林整備加速化・林業飛躍基金」を推進エンジンに，県
産材の生産・流通・加工体制の整備や利用推進に取り組んだ

２　平成23年度は，東日本大震災被災地の復旧・復興に必要な
木材を安定供給するため，県産材安定供給会議を新たに設置
し，林業・木材関係者を挙げて増産に取り組み，当年度目標の
24万ｍ3を達成した

３　平成24年度は，増産を支える県産材利用を推進するため，
公共建築物や公共工事における率先利用等を盛り込んだ「県産
材利用促進条例」の制定や木造建築支援マニュアルの作成，木
造建築人材養成講座の開催，「木材利用創造センター」の設置
等を実施した

４　平成25年度は，県内に「大型製材工場」が整備（H26.5月
稼働）される中で，県産材の更なる増産と安定供給体制づくり
の強化を図った

５　平成26年度は，「大型製材工場」への原木供給を行う「徳
島県産材計画生産推進会議」との連携を図り，県産材の増産及
び安定供給を推進した。

６　先進林業機械の導入数や新規林業就業者数など増産体制に
必要な取組みは目標を十分達成しているが，H26.8月の相次ぐ
台風による県南部での進入路の被災や,県西部を中心とした12
月の豪雪以降の雪害対策等により，計画的な生産に支障が生じ
たことで，H26の生産量が一時的に減少した。

＜事業の達成状況＞　◎
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

225 推進 → → →

 18
団地

 30
団地

 40
団地

 60
団地

19
団地

32
団地

41
団地

60
団地

◎

33
セット

 36
セット

 40
セット

 45
セット

34
セット

36
セット

42
セット

50
セット

◎

6,340
㎞

6,460
㎞

6,770
㎞

6,930
㎞

6,462
  km

6,662
km

6,849
km

7,040
km

◎

5,000
ha

10,000
ha

15,000
ha

20,000
ha

4,700
  ha

10,530
ha

15,519
ha

20,076
ha

◎

226 推進 → → →

1,000
㎥

1,100
㎥

1,200
㎥

1,300
㎥

1,145
㎥

1,163
㎥

1,220
㎥

1,297
㎥

○

18% 20% 26% 35% 24% 32% 31% 35% ◎

13
工場

14
工場

15
工場

16
工場

12
工場

13
工場

13
工場

15
工場

○

Ａ

Ｃ○製材工場1工場当たりの県産材使用量
    [21]860ｍ3 →[26]1,300ｍ3

○製材品出荷量に占める人工乾燥材割合
    [21]16％→[26]35％

○製材ＪＡＳの認定工場数（累計）
    [21] － →[26]16工場

○高能率団地の設定数（累計）
　 [21] － →[26]60団地

農林

農林
○新林業生産システム（先進林業機械）導
入数（累計）
　 [21]25セット→[26]45セット

3  県産材の加工体制の強化
●木材の加工規模を拡大するとともに、高度
な木材加工機械の導入支援を行って安心な品
質を保証するJAS取得の推進や、径級・品質等
に応じた高品質かつ安定供給可能な供給体制
づくりを支援します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１  高性能な木材加工施設等の整備を進め、加工体制の
  強化に努めた。
２  木材乾燥機の導入により効率的な乾燥技術の指導を
  実施した結果、乾燥材の出荷割合は伸びてきている
３  ＪＡＳの認定取得を推進した結果、製材JAS認定工場数は
  H23、H24にそれぞれ１工場追加し、13工場に増加した。
　  上記の取組みにより、高品質な製品を生産する体制整備
  が進んでいる。
４  Ｈ26には、県内の大型製材工場が、県で最初の機械等級
  区分製材ＪＡＳと人工乾燥処理構造材ＪＡＳを取得した。

＜事業の達成状況＞　◎

●積み増しされた「森林整備加速化・林業飛
躍基金」等を活用した生産基盤の整備を加速
します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　搬出間伐箇所や路網計画などを含む「高能率団地」の設定
を、関係者と連携し進めた。

２　「森林整備加速化・林業飛躍基金」や造林公共事業等の積
極的活用により、主伐にも対応した先進林業機械の導入、林内
路網や森林の整備を実施した。

３　森林整備面積については、「林業版」直接支援制度と森林
整備加速化・林業飛躍基金事業等で一体的に実施した。

＜事業の達成状況＞ ◎○林内路網開設延長（累計）
    [21]6,106ｋｍ→[26]6,930ｋｍ

○「林業版」直接支払制度を活用した森林
整備面積（累計）
     [21] － →[26]20,000ｈａ
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

227 検討 設置 推進 →

設置 検討 設置 活動 活動 ◎

228 展開 → → →

制定 検討 制定 施行 推進 ◎

13,500
㎥

15,000
㎥

16,500
㎥

18,000
㎥

13,233
㎥

16,983
㎥

17,086
㎥

17,225
㎥

○

6.5
万㎥

7.3
万㎥

8.0
万㎥

8.7
万㎥

7.4
万㎥

7.8
万㎥

10.0
万㎥

9.4
万㎥

◎

Ａ

Ｂ

Ｂ229

○県内の民間部門における県産木材消費量
    [21]5.8万ｍ3→[26]8.7万ｍ3

○産学官による「木材利用創造センター」
の設置
    [24]設置

4　県産材の消費拡大
●県内消費の拡大を図るため、利用促進に向
けた条例を制定するとともに「とくしま木材
利用指針」に基づき、毎年1割ずつ県産材の利
用量の上積みを目指す「県産材10ＵＰ運動」
を県民総ぐるみで展開します。

○「徳島県県産材利用促進条例」の制定
     [24]制定

○公共事業での県産木材使用量
    [21]11,993ｍ3→[26]18,000ｍ3

農林

農林

＜H23～26取組内容と成果＞
　住宅展示場における情報提供
　木造住宅の協議会、団体等を通じ情報提供
　「安全・安心なとくしま木の家フォーラム」の開催(H24)
　「木持ちいい住宅フェア」の開催(H25)
　「とくしま木の家コンクール」の実施（H24・25・26)
　「ゆとりある住生活フェア」の実施(H23・24・25・26)
  「木造住宅フォーラム」(H26)

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
１  H23年度に全国に先駆け，県の木材利用指針に則して，
  全市町村が木材利用方針を策定した。
２  Ｈ24年12月に「県産材利用促進条例」を制定し，
  Ｈ25年4月1日に施行した。
３  木材利用創造会議を開催し，市町村や建築士会等を
  対象とした「木造施設建築支援マニュアル」を作成し，
  木材の利用拡大に必要な技術的課題の解決を図った。
４  基金や交付金を活用し，県下全域で学校や社会福祉施設
  など，多くの木造公共施設で県産材利用が進んだ
  （23～26年度末までに５１件）。
５  住みたい徳島すぎの家づくり支援事業により，木造住宅
  への県産材利用を支援した。
６  平成25年度に木造建築コーディネーター10名を養成し，
  県内における公共施設への県産材利用を推進した。

＜事業の達成状況＞　◎

推進 → →

●県産材を活用した木造住宅を普及するた
め、消費者への情報提供に取り組むととも
に、供給側と需要側相互の情報をつなぐ体制
を構築します。

→

●産学官が連携し、徳島すぎの良さを活か
し、多様な消費者ニーズに応えられる魅力的
な商品開発を進めます。

 ＜H23～26取組内容と成果＞
１  Ｈ２４年４月に産学民官連携による木材利用創造センターを
  開所した。
２  木材利用における技術課題の整理、新商品や新技術の開発、
  木を活かす人材の育成、情報発信等に努めた。
３  仮設・復興住宅モデルプランの開発や、木造施設建築支援
  マニュアルの作成などを実施し、着実に成果をあげている。
４  Ｈ２５年度には木造建築コーディネーター養成研修を開催し、
  木造建築コーディネーター１０名を養成。
５  Ｈ２６年度には「徳島県木育推進計画」を策定するなど、
  木を使う人材の育成に努めた。また木造建築コーディネーター
  による公共施設の木造化に努めた。

＜事業の達成状況＞　◎

県土
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

230 推進 → → →

10店 15店 30店 31店 24店 28店 30店 31店 ◎

16.2
万㎥

17.2
万㎥

18.4
万㎥

19.5
万㎥

16.5
万㎥

17.0
万㎥

17.5
万㎥

16.8
万㎥

△

Ｃ

Ａ231

○県外における「徳島すぎの家」協力店数
（累計）
    [21] － →[26]31店

●県外消費の拡大を図るため、工務店や設計
士との連携を進めるとともに、大消費地への
販路拡大に向けた普及活動を展開します。

農林

＜H23～26取組内容と成果＞
１  住宅建築における県外での木材消費の拡大を図るため，
  平成23年度から登録を進めている「徳島すぎの家協力店」
  において，県外協力店を累計３１店登録した。
２  平成24年度には，公募によりロゴマークとキャッチ
  コピーを作成し，認知度の向上を図った。
３  県外の「徳島すぎの家協力店」を中心に，平成23年度
  から平成26年度にかけて，県産材を使った木造住宅100棟
  が建築された。
４  大阪，名古屋，福岡，東京における住宅資材等商談会に
  出展し，県産材のPRを行った。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
１　平成23年度は東日本大震災により、国内向けの出荷を
   優先
 　 平成24年度は、土木資材用スギ丸太、約1千m3を台湾
  へ輸出。
２  平成25年3月25日に県産材輸出サポートセンターを開
  設し、輸出の支援体制を整備
３  平成25年度はスギ丸太約2千m3を台湾に輸出したこと
  に加え、韓国に初めて建築資材約200m3を出荷した。ま
  た中国・韓国の展示会に県産材製品を出展した

４  平成26年度は、ナイス（株）が韓国釜山新港で展開
  する大型物流基地に、県産材展示施設を設置し、
  県産材製品の販路拡大を図った。
    原木3,229m3、製品140m3の輸出を支援した。

＜事業の達成状況＞　◎

農林
●県産材のさらなる販路拡大を目指し、成長
著しい東アジアなど新興国への本格輸出に向
け、市場調査や試験輸出を進めます。

推進 → → →

○県産材の県外出荷量
    [21]13万ｍ3 →[26]19.5万ｍ3
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H26）

番号 部局Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況
数値目標
の達成度

実績値
（H24）

実績値
（H23）

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
（H25）

233 推進 → → →

5,500m 6,000m 6,500m 8,000m 5,673m 7,231m 7,770m 9,320m ◎

Ａ

Ａ232

＜H23～26取組内容と成果＞
１ 森林認証（SGEC)を取得した事業体、流通加工業者、建
   築士、工務店等で組織する『「緑の循環」吉野川ネット
　 ワーク』が中心となり公共施設への認証材利用や都市部
   エンドユーザーをターゲットに認証材への理解・利用促
   進に向けた活動に取り組んだ。
【主な取組】
　①認証森林（森のショーウインドー）の見学会
　②認証材使用公共施設及び一般住宅の見学会
　③県内外での販売促進活動等
２ その結果、江原認定こども園等の公共木造施設や一般
  住宅にも認証木材が使用され認証材の流通促進が図ら
  れた。

＜事業の達成状況＞◎

●木製ガードレール等の整備を進め、県産木
材の利用促進を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
　「遍路道」「道の駅」や「鳴門公園」などの景勝地に、H23
は５路線４２０ｍ、H24は３路線１,５５８ｍ、H25は２路線５
３９ｍ、H26は法輪寺（阿波市）周辺の遍路道や鳴門公園など
５路線１，５５０ｍに設置。

＜事業の達成状況＞　◎

※平成２６年度版では数値目標を7,000ｍから8,000ｍに上方修
正している。

県土

●県西部圏域で認証が進んでいるＳＧＥＣ森
林認証材について、木造住宅の販売促進など
により流通促進を図ります。

推進 →

○木製（間伐材）ガードレール等の設置延
長（再掲）
    [21]4,743ｍ→[26]8,000ｍ

→ → 西部
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