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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１ 「にぎわい・感動とくしま」

平成2７年８月２０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



1－1　ひろがる交流とくしまづくり

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

1 推進 → → →

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

◎

2 推進 → → →

全区画
を売

却・貸
付

空港支援
等用地７
区画・発
電施設用
地3.3ha

空港支援
等用地８
区画・流
通施設用
地 3.1ha

流通施設
用地
1.3ha

流通施設
用地
約1ha

○

3 推進 → → →

供用 工事施工中 工事施工中 工事施工中 供用 ◎

委員意見

Ａ

Ｂ

Ａ

実績値
（H25年）

2　港湾の利用促進
●徳島小松島港沖洲（外）地区において、物流の効率
化に向けた船舶の大型化への対応と大規模地震発生時
における緊急物資等の海上輸送路確保のため、新たな
岸壁の整備を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
　現地工事に着手し、地盤改良工、浚渫工、ケーソン製作・据付
工等を実施。
　徳島小松島港沖洲(外)地区(水深8.5ｍ耐震強化岸壁)の供用

＜事業の達成状況＞　◎

県土

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

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

○定期航路の新規開設
    [26]開設

基本目標1「にぎわい・感動とくしま」

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年）

実績値
（H26年）

 ○臨空用地の売却・貸付状況
     [21]1区画売却→[26]全区画を売却・貸付

1　空港の利用促進
●エアポートセールスを推進し、定期航路の新規開設
を図るとともに、徳島を発着する航空路線の利便性向
上、ターミナルビルにおけるイベント開催によるにぎ
わい創出などにより、「徳島阿波おどり空港」の利用
を促進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
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＞　◎

県土

●徳島阿波おどり空港の臨空用地において、早期の企
業立地の実現を図り、雇用の場を確保するなど、“に
ぎわい”のある「臨空エリア」形成に努めます。

＜H23～26取組内容と成果＞
・空港支援等用地の第２期（H23.5）、第３期（H23.11）分譲
・発電施設用地分譲（H24.2）
・流通施設用地分譲（H24.10）
・徳島県の広報媒体を積極的に活用し臨空用地の利便性をアピー
ルすると共に、県内外の企業を訪問し直接セールスを行うなど積
極的な企業誘致を展開し、H26年度末には全分譲用地面積の約90%
の用地について売却または貸付を完了。
　
＜事業の達成状況＞　○

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局

県土

番号

1 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

4 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 － － － － △

5 推進 → → →

実現
国から基
本方針が

出る
実現 ◎

Ｃ

Ａ

 ○「全国共通料金制度」の実現
      [26]実現

○新たなアジア航路の開設
    [26]開設

3　高速道路の利用促進
●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。

＜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＞　◎

●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。
（再掲）

県土

○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

＜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

2 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

6 推進 → → →

1,000
万台

834万台 848万台 868万台 862万台 △

210
万人

196
万人

182
万人

226
万人

287
万人

◎

Ｂ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
　赤石地区の内貿ふ頭内道路の整備を行った。これにより、小松
島市の一般廃棄物処分場に係る埋立箇所を残し概成した。

＜事業の達成状況＞　◎

→
4　広域交通ネットワークの整備
●徳島小松島港において、国内海上物流の拠点となる
港湾整備を推進します。

推進 → →

●本四高速への全国共通料金の導入を「千載一遇の
チャンス」ととらえ、産業振興はもとより、観光交流
の促進、農林水産物の販路拡大などについて、全庁を
挙げた推進体制を整備し、本県の総力を結集した取組
を推進します。

＜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、平成24年度は「全国共通料金制度の導
入」について国に対して政策提言を実施。平成26年度に「全国共
通料金制度の導入」が実施された。

・「全国共通料金制度の導入」を地域活性化につなげるため、平
成25年4月に「本四高速全国共通料金導入挙県一致対策協議会」を
開催した。

・本県の魅力を発信するためのキャッチコピーとロゴマークを公
募により、新たに作成した。

・千載一遇のチャンスを最大限に活かすため、本県の魅力の情報
発信や産業振興、観光交流促進、農林水産物の販路拡大、交通
ネットワーク整備、文化情報の発信とスポーツイベント等の展
開、医療・福祉環境の情報発信と体制整備を内容とする、幅広い
「本四高速全国共通料金対応戦略」をとりまとめ、各種事業を実
施した。
 　　平成25年6月　本四高速全国共通料金対応戦略（第１弾）
 　　平成25年9月　本四高速全国共通料金対応戦略（第２弾）
 　　平成26年2月　本四高速全国共通料金対応戦略（第３弾）

・平成25年10月から県内の宿泊施設、観光施設、飲食店などと連
携した「おどる宝島！パスポート」をスタートさせるとともに、
平成26年4月からは「おどる宝島！とくしまキャンペーン」を展開
し、テレビＣＭや旅行雑誌への広告掲載を行うなど情報発信の強
化を行った。

・平成27年6月の大鳴門橋開通30周年にあわせ、平成27年3月から
「おどる宝島！パスポート」の対象施設を淡路島にも拡充した。
　
・平成25年度の大鳴門橋の通行台数及び年間延べ宿泊者数は、平
成24年度からともに増加した。

・平成26年の年間延べ宿泊者数は、平成25年から増加した。

＜事業の達成状況＞ 　◎

※H26年版では、宿泊者数の集計対象とする施設を拡大したことか
ら、目標値を修正している。
　目標値　[21]166万人→[26]210万人、[27]230万人
　実績値　[23]196万人、[24]182万人、[25]226万人、[26]287万
人

○大鳴門橋の通行台数
    [21]852万台→[26]1,000万台

○年間の延べ宿泊者数
    [21]166万人→[26]210万人([27]230万人)

政策
・

商工
・

農林
・

県土

県土7
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

8 促進 → → →

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 ◎

用地
買収中

調査設計
中

調査設計
中

調査設計
中

調査設計
中

○

用地買
収・工
事施工

中

設計協議
中

設計協議
完了

一部用地
取得、工
事着手

用地買
収、工事
施工中

◎

65% 80% 90% 95% 68% 80% 90% 92% ○

9 促進 → → →

47% 47% 47% 62% 47% 52% 52% 62% ◎

100% 100% 100% 100% 100% ◎

事業着
手

調査設計
中

調査設計
中

調査設計
中

調査設計
中

◎

調査設
計中

計画調査
中

調査設計
中

調査設計
中

調査設計
中

◎

計画調
査中

計画調査
中

計画調査
中

計画調査
中

計画調査
中

◎

Ｂ

Ａ県土

●高規格幹線道路と一体となって高速交通ネットワー
クを形成する地域高規格道路について、徳島環状道
路、阿南安芸自動車道の整備を促進します。

○地域高規格道路阿南安芸自動車道（海部道路）の
整備
     [21]基礎調査中→[26]計画調査中

＜H23～26取組内容と成果＞
・徳島南環状道路の工事促進
　国道55号～県道宮倉徳島線間1.1km側道部供用(H24.7.8)
　県道宮倉徳島線～法花IC間0.3km側道部供用(H27.2.28)
　法花IC～上八万IC間1.9km暫定2車供用(H27.2.28)
・日和佐道路の全線開通(H23.7.16)
・桑野道路の新規事業着手(H23)、調査設計中(H24，H25，H26）
・福井道路の新規事業着手(H24)、調査設計中(H25，H26）
・海部道路の計画調査中
　平成27年3月には、「社会資本整備審議会　道路分科会　四国地
方小委員会」において、概略ルートや道路構造が決定され、海部
道路の計画段階評価の手続きが完了

＜事業の達成状況＞　◎

○地域高規格道路徳島環状道路（延長21.7㎞）の供
用率（暫定含む）
     [21]39％（供用延長8.5km）
　　　→[26]62％（供用延長13.5km（暫定含む））

○地域高規格道路阿南安芸自動車道（日和佐道路
延長9.3㎞）の供用率
     [21]67％（一部供用6.2㎞、残区間工事展開）
             →[23]全線供用

○地域高規格道路阿南安芸自動車道（桑野道路）の
整備
     [23]事業着手

○四国横断自動車道（小松島～阿南間）の整備
     [21]用地取得率40％→[26]用地取得率95％

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

○四国横断自動車道（徳島～徳島東間）の整備
     [21]調査中→[26]用地買収中（[31]供用目
標）

○地域高規格道路阿南安芸自動車道（福井道路）の
整備
     [22]都市計画決定→[26]調査設計中

●近畿及び四国内の交流基盤となる四国横断自動車道
（鳴門～阿南間）の整備及び徳島自動車道の追越車線
等の付加車線設置を促進します。

○四国横断自動車道（徳島東～小松島間）の整備
     [21]設計協議中→[26]用地買収・工事施工中

＜H23～26取組内容と成果＞
・四国横断自動車道(鳴門～徳島間)の供用(H26）
・四国横断自動車道(徳島～徳島東間)の三村地区の設計協議調印
（H26)
・四国横断自動車道(徳島東～小松島間)の地区設計協議調印
(H24)、用地買収、工事施工中(H26)
・四国横断自動車道(小松島～阿南間)の全地区設計協議調印
(H23)、７地区中６地区で工事施工中、用地取得率92%（H26末時
点)

＜事業の達成状況＞　◎

県土

4 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

10 促進 → → →

工事施
工中

工事施工
中

工事施工
中

工事施工
中

工事施工
中

◎

一般国
道195
号まで
17kmの
供用

実施設
計中

工事施工
中

工事施工
中

195号ま
での供用

195号～
55号の実
施設計中

195号～
55号の実
施設計中

◎

工事施
工中

設計協議
中

用地取得
中

工事施工
中

工事施工
中

◎

11 推進 → → →

供用 供用 ◎

供用 事業中 事業中 事業中 供用 ◎

埋立
概成

工事
施工中

工事
施工中

工事
施工中

完成
(埋立概

成)
◎

埋立
概成

工事
施工中

工事
施工中

工事
施工中

完成
(埋立概

成)
◎

Ａ

Ａ

Ａ

＜H25～26取組内容と進捗状況＞
・四国の鉄道高速化検討準備会で、H25.6より四国新幹線関連の基
礎調査を実施、H26.4に結果公表。四国における新幹線整備の妥当
性が確認された。
・H25.9に関空・紀淡・四国高速交通インフラ協議会設立。H25.11
及びH26.3の2回、東京及び大阪においてシンポジウム開催
・H26.6四国鉄道活性化促進期成会において国に対する要望活動を
行った。
・H26.6に徳島市においてシンポジウム開催
・H27.2四国の鉄道高速化連絡会で愛媛県においてシンポジウム開
催
　
＜事業の達成状況＞◎

○徳島小松島港津田地区整備事業（土地造成）
     [21]整備中→[26]埋立概成

5　四国新幹線実現への取組
●日本全体の新しい「リダンダンシー」の確保・「二
眼レフ構造」の国土構築や、最新の新幹線技術による
「技術立国日本の再生」など、日本再生の起爆剤とな
る四国新幹線の実現を目指します。

推進 →
政策
・

県土

＜H23～26取組内容と成果＞
・猪ノ鼻道路の工事促進
　（用地進捗率100%、事業進捗率約32%）※平成27年3月31日時点
　平成３２年度開通予定
・阿南道路の工事促進（一般国道195号まで17km供用済）
　　阿南市津乃峰町西分～橘町大浦間1.7km暫定供用
　　(H25.11.2)
・牟岐バイパスの設計協議・用地取得促進・工事促進
　（用地進捗率約47%、事業進捗率約30%)※平成27年3月31日時点

＜事業の達成状況＞　◎

●陸海空の広域交通ネットワーク形成に向け、空港・
港湾と高規格幹線道路などを連結する道路及び施設の
整備を推進します。 ＜H23～26取組内容と成果＞

・徳島空港線（徳島阿波おどり空港～一般国道28号）
　４車線供用開始
・徳島空港線西延伸供用（一般国道11号～松茂ＰＡ）
　（平成27年3月14日）
・マリンピア第２期
　南側水域埋立竣功
・津田地区
　平成２３年７月から埋立工事に着手。国直轄浚渫工事の浚渫土
や陸上公共工事の発生土により、埋立工事を実施
　マリンピア沖洲第２期事業（土地造成）　埋立概成
　徳島小松島港津田地区整備事業（土地造成）　埋立概成

＜事業の達成状況＞　◎

○一般国道32号猪ノ鼻道路（延長8.4㎞）の整備
     [21]工事施工中→[26]工事施工中

県土

○一般国道55号牟岐バイパス（延長2.4㎞）の整備
     [21]実施設計中→[26]工事施工中

○県道徳島空港線（徳島阿波おどり空港～一般国道
28号）の整備
     [22]暫定供用→[23]供用

○県道徳島空港線西延伸（一般国道11号～松茂ＰＡ
（仮称））の整備
     [22]事業着手→[26]供用

○マリンピア沖洲第２期事業（土地造成）
     [21]整備中→[26]埋立概成

県土

○一般国道55号阿南道路（延長18.4㎞）の整備
     [21]バイパス区間（阿南市津乃峰町までの15
㎞）の供用
     →[24]一般国道195号まで17kmの供用
       [26]実施設計中（195号～55号まで1.2km
間）

12

●交流の基盤を支える一般国道32号、一般国道55号バ
イパスなどの主要幹線道路の整備を促進します。

5 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

15
実証
実験

検討 → →

実施 実施 － － － ◎

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

＜H23～26取組内容と成果＞
　地域のショッピングセンターの駐車場を利用する「店舗利用
型」パーク・アンド・ライドの新規設置（H25：フジグラン阿南、
H26：ゆめタウン徳島)や国、ＪＲグループ等が実施する様々な
パーク・アンド・ライドの情報提供を行った。
　公共交通利用促進キャンペーンや駅前リフレッシュ活動を通し
たバスや鉄道の利用への意識啓発活動を継続して行った。
　加えて、平成26年度は新たに県教委と連携して、小さな子供を
対象とした「交通まなびキャンペーン」、また、地域振興イベン
トと連携して「バス＆ウォーク」を実施するなど、様々な啓発活
動に取り組んだ。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

県土

●阿佐東地域における住民の移動手段確保や観光交流
の促進を図るため、阿佐東線及びＪＲ牟岐線におい
て、「新たな車両」の導入に向けた検討を行います。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　実証実験の実施
  　・夜間走行試験（H23実施　11月<夜間～早朝>）
  　・デモンストレーション走行（H23実施　2月<日中>）
２　導入検討
　　・DMVのPR活動(H24実施 木製模型の製作や周知活動の着手)
３　「駅舎改築基本計画（案）」の策定（H25）
４　導入に向け国等と協議（H26）

＜事業の達成状況＞　◎

県土

○実証実験の実施
     [23]実施

●パーク・アンド・ライド、ノーカーデー等の社会的
メリットを渋滞対策協議会等を通じて啓発し、マイ
カー利用から公共交通機関利用への転換を促進しま
す。（再掲）

推進

推進 → → →

→→ →

＜H23～26取組内容と成果＞
・新たな利用者の拡大に向けた「100円バス」、
「バス友カード」、「子どもバスチケット」等の実証販売
・将来、公共交通機関の利用者となる、小さな子供を対象とした
「交通まなびキャンペーン」の実施
・南海フェリーを利用した割安乗車船券「好きっぷ2000」の販売
や「マチ★アソビ」におけるＰＲ活動、「痛車割引」の実施
・「ＬＥＤ装飾列車」、「ジャズトレイン」、「音楽列車」等、
イベント列車の運行
・阿佐海岸鉄道におけるＤＭＶ実証実験等の実施
　上記の取組みにより、公共交通機関の利用促進に繋がった。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
１　地域間の幹線となるバス路線の運行を支援するため、国と協
調して補助を行うとともに、生活バス路線の維持・確保に取り組
む市町村を支援するため、補助等を行った。
２　公共交通機関の利用促進に係る実証実験やイベント等を実施
　　・「100円バス」、「バス友カード」、
　　　「子どもバスチケット」等
　　・官民協働の「交通エコライフキャンペーン」、
　　　県教委と連携した「交通まなびキャンペーン」、
　　　地域のイベントとタイアップした「バス＆ウォーク」等
　　　様々な利用促進キャンペーンの実施
　上記の取組みにより、地域の公共交通網が維持・確保された。

＜事業の達成状況＞　◎

→

6　公共交通機関の利用促進
●交通事業者や関係機関と連携しながら、「ＬＥＤ装
飾列車」の運行をはじめ、イベントの開催や実証実験
の実施などにより、公共交通機関の利用を促進しま
す。

促進 → →

●路線バス、鉄道等地域の生活路線を運行する事業者
に対して支援を行い、公共交通網を維持・確保しま
す。

県土13

14

16

6 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

17 促進 → → →

87台 91台 94台 97台 89台 94台 99台 104台 ◎

18 検討
基礎調

査
分析調

査
見直し

1区域 1区域 1区域 7区域 0区域 1区域 1区域 7区域 ◎

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｂ

●長期未着手となっている市町の都市公園・緑地につ
いて、社会情勢の変化に加え東日本大震災後に求めら
れる公園の役割を考慮して、その必要性や実現性を再
検証し、計画の見直しの方針を定め、関係市町での整
備計画の見直しを促進します。

推進 → → →

推進

＜H23～26取組内容と成果＞
・（徳島市）新町西再開発事業に助言や交付金手続き等支援。
　H24.11　徳島市が当該事業の都市計画決定
  H26.6 　徳島市が当該事業の事業計画（案）の縦覧
　H26.9   新町西地区再開発組合の設立

＜事業の達成状況＞　◎

7　効率的な都市形成の推進
●都市計画区域において、都市計画区域マスタープラ
ンの見直しにより、すべての県民が安全で快適に暮ら
せる効率的な都市形成を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
徳島東部都市計画区域
　・H23．６月～：説明会、公聴会、都市計画審議会
　・H24．５月　：都市計画区域マスタープランの変更
　　　　　　　　（都市計画決定）
　・H25　：基礎調査に着手
藍住他の５区域
　・H26　：都市計画区域マスタープラン見直しの検証
　　　　　 課長会議によるマスタープラン見直しの情報提供
　　　　　 個別ヒアリングによる市町の意向確認

＜事業の達成状況＞　◎

●都市中心部の活性化を図るため、先導的な中心市街
地の再開発事業等を支援します。

→→ →

＜H23～26取組内容と成果＞
・H24まで：県、関係市町において、都市公園の整備基準を条例で
定めた。（H25.4施行）
・H25：長期未着手の都市公園・緑地の抽出
　　　 都市公園・緑地の見直し作業を進める先進地の事例を研究
・H26：都市公園・緑地の見直し方針（案）を策定した。
今後、今回策定した見直し方針（案）も踏まえ、社会情勢の変化
から、公園計画の見直しを検討する市町もあることから、見直し
作業に積極的に協力するとともに、実際の作業で得られた課題や
問題点を整理し、見直し方針（案）の修正を行う予定である。

＜事業の達成状況＞　○

県土

○都市計画区域マスタープラン見直し区域数
    [21] － →[26]7区域

●路線バスにノンステップバスを導入することによ
り、公共交通の利便性、快適性の向上を図ります。
（再掲） ＜H23～26取組内容と成果＞

　路線バス事業者が行うノンステップバスの導入に対して、国と
協調して補助を行い、ノンステップバスが導入された。
（H23：7台、H24：5台、H25：5台、H26：5台）

＜事業の達成状況＞　◎

県土

○ノンステップバス（路線バス）の台数（累計）
 　 [21]79台→[26]97台

県土

県土

19

20

7 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

21 推進 → → →

着手 － －
計画策定

中

計画策定
済

着手

◎

構築 － － － 構築 ◎

22
実証実
験構想
策定

推進 → →

7,500
人

15,000
人

22,500
人

30,000
人

14,000人 12,000人 57,000人 36,000人 ◎

24 整備 完成

完成 整備 完成 ◎

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

●「新たな観光資源」として、阿波しらさぎ大橋の活
用を図ります。 ＜H23～26取組内容と成果＞

　阿波しらさぎ大橋の整備（H24.4.25供用）に合わせて、当橋梁
を中心とした周遊コース（吉野川河口干潟～小松海岸～マリンピ
ア北緑地等）の案内板や距離標（大橋両端までの距離表示）、ベ
ンチを設置。

＜事業の達成状況＞　◎
○阿波しらさぎ大橋を中心とした周遊コース案内板
等の整備
    [24]完成

実証実
験

構想策
定

推進 →

●徳島小松島港本港地区において、旧フェリーターミ
ナルビル等を交流拠点施設として活用するなど、にぎ
わいを復活させるため、地域と協働して利活用を推進
します。

○「ひょうたん島回廊」の整備（未整備区間）
    [26]着手

○水上ネットワークの構築
    [26]構築

●ひょうたん島周辺の既存観光資源を中心とした水上
ネットワークの構築や回廊整備により、中心市街地か
ら新町川河口までの活性化及び観光振興を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
【ひょうたん島回廊】
・新町川の環境整備を位置づけた「吉野川水系新町川圏域河川整
備計画」を策定（H27.3月）。
・H26：新町川の環境整備の設計に着手。

【水上ネットワーク】
・徳島小松島港万代中央地区において、水上バス（ひょうたん島
号）の実証実験を実施。
（利用者数H23:約650人、H24：約570人、H25：約5,200人、H26:約
760人）
・平成26年6月に「ひょうたん島川の駅ネットワーク構想」が策定
され、「万代中央ふ頭桟橋」が「川の駅」候補地に選定された。

＜事業の達成状況＞　◎

＜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36,00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＞　◎

●徳島小松島港万代中央地区において、既存倉庫群を
活用した「憩いの場」や「にぎわい空間」を創出する
ため、倉庫の新たな利活用を促進するとともに、イベ
ントの誘致や連携を強化し、地域振興・活性化を図り
ます。

○万代中央地区における来場者数
　　［23］7,500人→［26］30,000人

＜H23～26取組内容と成果＞
・クルーズ船の運航や海鮮朝市等のイベントを実施
　（H23～H26実施）
・平成26年5月に国・県・市・民間団体による利活用構想の「中期
目標」を策定。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

県土

県土

県土23

8 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

25 検討 推進 → →

1
箇所

3
箇所

5
箇所

－ 2箇所 3箇所 4箇所 ○

26 推進 → → →

86% 86% 86% 89% 86% 86% 86% 90% ◎

58% 67% 67% 77% 58% 70% 70% 77% ◎

27 推進 → → →

5
箇所

4
箇所

3
箇所

2
箇所

6箇所 4箇所 4箇所 2箇所 ◎

Ａ

Ａ

Ｂ

＜H23～26取組内容と成果＞
(H23まで)
・徳島南環状道路の工事促進
・徳島環状線の工事促進
・上八万バイパスの工事促進
(H24)
・徳島南環状道路　一部供用（L=1.1km）
・徳島環状線　阿波しらさぎ大橋、川内工区の供用
　 (L=3.7 km)
(H25)
・用地取得、工事促進
(H26)
・徳島南環状道路　一部供用（L=2.2km)
・徳島東環状線（末広住吉工区）安宅交差点下りランプ供用
・上八万バイパス　一部供用（L=1.0km）

＜事業の達成状況＞　◎

●渋滞の著しい交差点の緩和・解消に努めます。

＜H23～26取組内容と成果＞
(H24)
・徳島南環状道路　一部供用(L=1.1km)
・徳島東環状線　阿波しらさぎ大橋供用

(H26)
・徳島東環状線（末広住吉工区）安宅交差点下りランプ供用
・徳島南環状道路　一部供用(L=2.2km)
により渋滞交差点の緩和、解消を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

○主要幹線道路等における渋滞交差点の箇所数
    [21]12箇所→[26]2箇所

○放射道路（延長23.2㎞）の供用率（暫定含む）
[21]86％（供用延長19.8㎞）
                →[26]89％（供用延長20.6㎞）

○外環状道路（延長35.0㎞）の供用率（暫定含む）
    [21]49％（供用延長17.2㎞）
                →[26]77％（供用延長26.8㎞）
    [24]徳島環状線（阿波しらさぎ大橋1.3㎞、末
広住吉工区取合部0.4㎞）の供用
    [24]徳島環状線（川内工区3.3㎞）の供用
    [26]徳島南環状道路（9.5㎞）の一部供用

8　都市部における渋滞対策の推進
●都市部の慢性的な渋滞を解消するため、徳島市中心
部とその周辺地域における放射環状道路の整備を推進
します。

県土

○高架下等利用計画策定・実施
    [21] － →[26]5箇所

●高架下等道路空間や道路予定地を、まちづくりや賑
わいの観点から、有効活用を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
・国の規制緩和に伴い、県の「道路法施行条例」の一部を改正し
た。
・「徳島環状線(国府）」では、地元のアイデア募集を行い、「道
路空間利用計画検討会」設置、利用計画の策定を開始した。
・公共利用や利用計画を策定しない小規模地では「駐車場」のほ
か、平成25年度から利用可能となった「避難施設」の活用が進ん
だ。
（「新浜勝浦線（勝占）」の「民間駐車場（H24)」、「徳島東環
状線（新浜・八万）」の「市バス回転場（H24）」、「阿南市橘町
(国道55号と県道195号の交差部）の「県避難道（H25）」、｢徳島
東環状線(津田・新浜）」の「市避難施設（H26)」の４箇所）

＜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
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

28 推進 → → →

都市計
画決定

－ － － － △

29 推進 → → →

60事業 70事業
115事
業

125事
業

96事業 107事業 125事業 137事業 ◎

30
利活用
の促進

→ → →

34.0% 36.0% 45.0% 46.0% 43.1% 46.7% 49.9% 52.9% ◎

31 推進 → → →

10市町
村

15市町
村

20市町
村

24市町
村

16市町村 16市町村 17市町村 18市町村 △

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｃ

＜H23～26取組内容と成果＞
1 未利用団体へのヒアリング結果を踏まえ、自治体クラウド
[JoruriCMS]の機能改善を実施した。
2 未利用団体に対しクラウド活用による業務効率化やコスト削減
効果などのＰＲを行った。
3 徳島市、佐那河内村、牟岐町、石井町及び藍住町のホームペー
ジを自治体クラウド[JoruriCMS]に移行した。
4 徳島市のオンラインストレージサービスを自治体クラウド
[DECO]に移行した。
　上記の取組により、市町村にも[JoruriCMS]等の業務システムを
低廉かつ効率的に利用できる環境を構築し、県民サービスの向上
につなげた。

＜事業の達成状況＞　○

政策

政策

＜H23～26取組内容と成果＞
1 安定的なサービス提供及び住民サービス向上のため、ＣＡＴＶ
網を整備した市町に整備費に係る起債元利償還金の一部を補助
し、財政面から支援を行った。
2 全県ＣＡＴＶ網により整備した、ブロードバンドサービスの利
活用を促進するため、ＩＣＴ（愛して）とくしまフォーラム等を
開催し、ブロードバンドサービス利活用の普及に努めた。

＜事業の達成状況＞　◎

●「全県ＣＡＴＶ網構想」で整備したブロードバンド
基盤の利活用を促進し、多様化・大容量化するコンテ
ンツをスムーズに通信できるＦＴＴＨサービスの普及
促進に努めます。

●クラウドコンピューティング技術を活用すること
で、県と市町村が業務システムを低廉かつ効率的に利
用できる環境を構築し、県民サービスの向上につなげ
ます。

○自治体クラウド利用市町村数
    [21] － →[26]全市町村

○ＦＴＴＨサービスの世帯普及率
    [21]32.3％→[26]46.0％

●踏切の除去により、道路交通の円滑化が図られる鉄
道高架事業を、徳島市が実施するまちづくりと一体と
なって推進します。

政策

○「（公財）ｅ－とくしま推進財団」を活用した産
学官地域連携事業数（累計）
　 [21]48事業→[26]125事業

○鉄道高架事業の推進
    [26]都市計画決定

9　ｅ－とくしま推進プランの推進
●「ｅ－とくしま推進プラン」について、「ｅ－とく
しま推進会議」において適切に進行管理するととも
に、「（公財）ｅ－とくしま推進財団」において具体
的な課題に取り組むなど、官民一体となって着実にプ
ランを推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
1 本県における地域情報化指針「ｅ－とくしま推進プラン」（平
成１６年３月策定）について、「ｅ－とくしま推進会議」を開催
し、進行管理を行ない、平成２６年３月をもって推進期間が終了
した。
　平成２６年度からは、本県が抱える課題解決のためＩＣＴを積
極的に利活用する指針として、「ＩＣＴ（愛して）とくしま創造
戦略」を策定し、引き続き「ｅ－とくしま推進会議」が進行管理
を行う。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
1.平成23年度に事業の進め方として、分割施行案をＪＲ四国と徳
島市に提案し、合意に向け協議を実施。
2.平成24年度から新町川周辺の高架化を加えた高架計画の検討に
着手し、平成25年度に「県の計画案」として公表。先行区間の高
架計画についてＪＲ四国及び徳島市と合意するとともに、都市計
画決定の手法（分割都決）について徳島市と協議を実施。
3.平成26年度は、引き続き、都市計画決定の手法について徳島市
と協議を進めるとともに、合意後速やかに都市計画決定が行える
よう、手続きに必要な調査・設計を県・市それぞれに実施。

＜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
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

32 推進 → → →

整備 整備 推進 → → ◎

33 推進 → → →

創設 創設 ◎

30件 50件 70件 100件 94件 37件 86件 109件 ◎

34 推進 → → →

430人 500人 580人 650人 431人 508人 572人 634人 ○

Ａ

Ａ

Ｂ保健

政策

10　県民のＩＣＴ利活用能力の向上に資する人材育成
●市町村やＮＰＯ法人等と連携しながら、県民のＩＣ
Ｔ利活用能力の向上に資する人材育成を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
　シルバー大学校大学院においてＩＣＴ講座を４講座開講し、シ
ニアＩＴアドバイザーの資格取得等のための講義を行った。
　その結果、H23年度は78人、H24年度は77人、H25年度は64人、
H26年度は62人がシニアＩＴアドバイザー３級の資格を取得した。

※卒業要件よりも高い目標を達成した方も多く、634人のうち１級
資格取得者数は333人、２級取得者数は221人となっている。

＜事業の達成状況＞　○

●ＩＣＴを活用した地域活性化をプロデュースできる
人材を育成するため、「ＮＰＯ等への事業化支援」や
「自治体・ＮＰＯ職員へ技術支援」の体制を整備し、
地域のＩＣＴ利活用技術の向上を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
1　地域創造課を窓口とし、「(公財)ｅ－とくしま推進財団」と協
力しながら支援を行う体制を整備した。
2 「(公財)ｅ－とくしま推進財団」と協力し、市町村職員を対象
とした、研修会を毎年度2回実施した。
3 H24年度には、ＮＰＯ等と県が協働で取り組む「新しい地域雇用
の創出につながるテレワーカーの育成等事業」の実施にあたって
は、ＮＰＯの担当者に対し指導及び助言を行ったほか、平成26年
度においては、ＮＰＯ法人が実施する「テレワーカー育成事業」
を「ＩＣＴ（愛して）とくしま創造戦略」のプロジェクトとして
推進した。

＜事業の達成状況＞　◎

○シニアＩＴアドバイザー取得者数（累計）
    [21]276人→[26]650人

○新たな支援体制の整備
    [23]整備

○ＩＣＴとくしま大賞の創設
　 [23]創設

●ＩＣＴを活用し、地域の特性を活かした情報発信に
関するコンテストを開催し、県内コンテンツ産業振興
につながる、優秀な人材を発掘育成するとともに、優
秀なクリエーターの情報を発信することで、デジタル
コンテンツについての普及啓発を図ります。

○ＩＣＴとくしま大賞応募数
　 [21] － →[26]100件

政策

＜H23～26取組内容と成果＞
1 ＩＣＴとくしま大賞の実施について、ホームページ、メディ
ア、ＳＮＳ、訪問等により、県内クリエーターや学生に広く周知
を行った。
2 クリエーター等を対象にニーズ調査を実施し、新たな応募枠
（テーマ部門）を設定した。
3 民間企業の協力を仰ぎ、テーマに沿ったスポンサー賞を創設し
た。
4 クリエーターにビジネスチャンスを提供するため、「ＩＣＴ版
お試し発注」を実施した。
　上記の取組により、優秀な人材を発掘育成するとともに、デジ
タルコンテンツについての普及啓発を図った。

＜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
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

35 推進 → → →

12人 24人 98人 122人 50人 84人 117人 176人 ◎

36 推進 → → →

4,000
件

5,000
件

6,000
件

7,000
件

3,920件 5,202件 4,774件 6,181件 ○

6市町
村

7市町
村

9市町
村

12市町
村

6市町村 7市町村 7市町村 8市町村 △

38 推進 → → →

１地域 2地域 調査 3地域 3地域 3地域 ◎

Ａ

Ｃ

Ａ

Ａ

12　ＩＣＴを活用した「みちづくり」
●ＩＣＴを活用することにより、道路利用者の利便性
向上や道路管理の効率化を図ります。

→ 県土

＜H23～26取組内容と成果＞
・電子申請・届出システムの利用件数
　電子署名不要な簡易申請（研修会、講習会等への参加申込等）
に重点を置いて新規手続きを作成。
　※最終的な目標件数には達しなかったが、利便性の周知などの
広報活動により本システムを利用する所属を増やし、様々な申請
を電子申請で行えるようにした結果、利用件数は着実に増加しH26
年度は目標の約81%を達成した。
・電子入札システム
　電子入札システム未導入の市町村に対し、システムの必要性や
メリット等を説明する等、共同運用の促進を図った。
　市町村への説明会等の開催(２回/年程度)
　個別説明（H23 11回、H24 14回、H25 12回、H26 13回)
　※平成24年度に１市が本格運用し、現在、７市が共同運用。
　　26年度に１町から参加申請があり、27年10月から本格運用。

＜事業の達成状況＞　○

政策

県土

＜H23～26取組内容と成果＞
　発注者及び受注者等を対象に講習会・相談会等を適宜開催し、
電子納品の習熟を図った。
　平成24年4月から、土木工事について電子納品を完全実施すると
ともに、建築工事についても、平成２６年度からすべての工事で
電子納品を実施した。併せて、電子納品された成果品の職員間で
の共有化を推進した。

＜事業の達成状況＞　◎

●工事や委託業務の成果品等の電子納品を推進し、業
務の効率化を図ります。

推進 → →

11　電子自治体の構築
●県と市町村が共同で、ＩＣＴを活用した行政手続の
オンライン化や事務の効率化、迅速化を図る「電子自
治体」を構築します。

○観光地等における歩行者移動支援システムの構築
地域数
    [21] － →[26]2地域

○電子申請・届出システムの利用件数
    [21]2,574件→[26]7,000件

○電子入札システムの市町村との共同運用
    [21] 6市 →[26] 12市町村

経営
・

県土

●自治体職員等を対象とした人材育成研修を実施し、
組織における持続可能なＩＣＴの活用・推進を図りま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
　情報化施策を円滑に推進するために設立された団体である「徳
島県・市町村情報化推進協議会」において、県および市町村の情
報化推進担当職員等を対象に研修会を開催した。
　・被災者支援システム導入支援に係る研修会
　・電子申請システム管理者への操作研修会
　上記の取組により、自治体職員等のＩＣＴの活用・推進を図っ
た。

＜事業の達成状況＞　◎

○人材育成研修参加人数（累計）
　 [21] － →[26]122人

＜H23～26取組内容と成果＞
・先進地事例の情報収集
・歴史文化道スマートフォンアプリにおいて道案内機能を導入

＜事業の達成状況＞　◎

37

12 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

1－2　観光立県とくしまづくり

40 推進 → → →

全国20
位台へ

４１位
(３９位)

４２位
(４１位)

４２位
(３５位)

２６位
◎

Ａ

Ｂ

＜H23～26取組内容と成果＞
・「徳島県観光振興基本計画」に基づき、官民一体となって観光
  振興に関する各種取組を実施した。（取組は次のとおり）
　①「阿波おどり」や「マチ★アソビ」、「とくしまマラソン」
    等の徳島ならではの観光資源を活用し、国内外からの観光誘
    客促進
　②本県の持つ豊かな自然や食材を利用した教育旅行の受入、誘
    致
　③各種イベントの充実・強化による誘客推進
　④ＳＡ等での観光情報発信の強化
　⑤「おどる宝島！パスポート」をスタート（H25）
　⑥コンテンツ充実などに戦略的に取り組み、「おどる宝島！
    とくしまキャンペーン」の展開による情報発信（H26）

＜事業の達成状況＞　◎

※H26年度版では、県内外での広報やPRの取組を戦略的に展開する
内容の文言修正を行っている。

→→推進

●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。

＜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。

商工

商工

○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

1　観光立県とくしまの実現
●「徳島県観光振興基本計画」に基づき、官民一体と
なって観光振興の取組を推進するとともに、県内外で
の効果的な広報やPRの取組を戦略的に展開すること
で、「観光立県とくしま」の実現を目指します。

→39
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

41 推進 → → →

210
万人

196
万人

182
万人

226
万人

287
万人

◎

42 推進 → → →

47万件 48万件 58万件 60万件 53万件 60万件 60万件 63万件 ◎

20,000
人

24,000
人

28,000
人

33,000
人

12,565人 19,416人 21,502人 27,141人 △

Ａ

Ａ

Ｂ

○「阿波ナビ」アクセス件数
     [21]45万件→[26]60万件

＜H23～26取組内容と成果＞
 ・ＳＡ等での観光情報発信に努めるとともに、地域が旅行商品の
造成を行う「着地型旅行商品」の開発に取り組んだ。

＜事業の達成状況＞　◎

※H26年度版は、宿泊者数の集計対象とする施設を拡大したことか
ら、
  目標値を上方修正している。
　目標値　[21]166万人→[26]210万人、[27]230万人
　実績値　[23]196万人、[24]182万人、[25]226万人、 [26]287万
人

→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→

○年間の延べ宿泊者数
    [21]166万人→[26] 210万人（［27］230万人）

2　「観光とくしまブランド」の確立
●「関西の台所」を担う「食の宝島」であり、「体験
型観光の先進地でもある」徳島ならではの魅力を「観
光とくしまブランド」として確立し、多くの観光客に
選ばれる徳島を目指して、マスメディアをはじめ、Ｓ
ＮＳを活用した情報発信や海外におけるプロモーショ
ンを展開することにより、広く国内外に向けた認知度
の向上を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
・阿波ナビ　スマートフォン用サイト及びアプリ（アンドロイ
ド）の開発による新たな情報発信を開始
・本県への外国人観光客の誘致を促進するため、民間観光関係団
体と連携し、海外等での観光誘客活動やファムツアー（旅行関係
者の現地視察ツアー）の受入、様々な媒体を活用した情報発信な
どに取り組んだ。
・関西広域連合や四国４県との連携により，海外でのプロモー
ションを実施した。

＜事業の達成状況＞　◎

※H26年度版は、マスメディアをはじめ、ＳＮＳを活用した情報発
信や海外におけるプロモーションを展開する旨の文言修正を行っ
ている。

商工

商工

●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。

●本四高速への全国共通料金の導入を見据え、県外か
らの観光入込客数、宿泊者数の増加を図るため、「お
どる宝島！とくしま」を旗印に、県内での周遊や宿泊
を促進する「おどる宝島！とくしまキャンペーン」の
展開や「今」の旅行者のニーズに合わせたモデルコー
スや企画旅行商品の造成などにより、観光誘客対策を
推進します。

○外国人入込客数
    [21]15,034人→[26]33,000人

43
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

44 推進 → → →

222件 244件 267件 290件 221件 251件 265件 291件 ◎

46 推進 → → →

展開 展開 展開 ◎

新規
認定

新規
認定

新規
認定

◎

Ａ

Ａ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
的確な情報提供と迅速な対応により、映画、テレビ、ＣＭなどの
県内ロケの支援・誘致を行った。

＜事業の達成状況＞　◎

→ →

○コンビニ型「公設アンテナショップ」の大都市圏
での展開
   [23] ～ [26]展開

○民間店舗型「阿波とくしまアンテナショップ」の
新規認定
     [26]新規認定

推進

●豊かな農林水産資源等を活用した徳島ならではの魅
力的で売れる県産品の情報発信を行うとともに、コン
ビニエンスストアをはじめとする販売・流通事業者へ
の販路開拓を支援し、県産品の販路拡大を通じて徳島
の魅力を発信します。

●全国に向けた本県の物産・観光の情報発信を推進す
るため、県の「大阪・名古屋物産センター」や、全国
初となった「コンビニ型アンテナショップ」のさらな
る展開を促進するとともに、県外の民間店舗を県が
「阿波とくしまアンテナショップ」として認定し、官
民協働により農産物から加工品までを取りそろえたア
ンテナショップ展開を図るほか、ネット販売のさらな
る充実にも取り組むなど、県産品の販路拡大を図りま
す。

→

＜H23～26取組内容と成果＞
・スーパーマーケット・トレードショー（東京ビッグサイト）、
フードテック（インテックス大阪）などの見本市へ参加・出展
・ＡＮＡ国際線機内食向け商談会の実施。（H24）
・中国・四国イオン合同見本市への出展。（H24,H25,H26）
・「'13食博覧会・大阪」への出展。(H25)
・セブン－イレブンギフト商談会の実施(H25)
・ネクスコ西日本との連携による観光情報及び県産品のＰＲ。
(H26)
・コンビニ型アンテナショップ2店舗で徳島県産品フェアを開催。
・「徳島・香川トモニ市場（東京都千代田区）」において、お試
し販売を実施。(H24,H25,H26)
・ＪＡＬ札幌線の夏期運行に合わせ、札幌市内のローソンへアン
テナショップ（臨時）を設置。（H26）
・「さっぽろホコテン」において観光ＰＲ及び県産品販売を実
施。（H26）
・「全国徳島県人会連合会総会」（札幌開催）において県産品販
売。（H26）

＜事業の達成状況＞　◎

●映像を通じて徳島の魅力を発信するため、徳島を舞
台にした映画やドラマ等のロケを誘致・支援します。

商工

○ロケ支援件数（累計）
　 [21]179件→[26]290件

商工

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
・ローソン・ハイウェイピット基山上り店（九州自動車道基山
PA）へアンテナショップ（臨時）を出店。高速道路PAでのアンテ
ナショップ出店は全国初の試み。(H23)
・ローソン飯田橋三丁目店（東京都千代田区）内に徳島アンテナ
ショップの新規開設を行った。（H24）
・東京交通会館（東京都千代田区）においてマルシェを開催し、
首都圏の消費者へのＰＲ、販路拡大を図った。
（H23,H24,H25,H26）
・「ええもんあるでぇ徳島（東京都中央区）」阿波とくしまアン
テナショップの新規認定を行った。（H25）
・「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）」阿波とくしまアンテナショップの
新規認定を行った。（H26）
・ローソン札幌南６条西二丁目店（北海道札幌市）へアンテナ
ショップ（臨時）を出店。（H26）

＜事業の達成状況＞　◎

45
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

47 実施 → → →

60回 65回 70回 75回 74回 72回 95回 165回 ◎

推進 → → →

27団体 30団体 29団体 30団体 ◎

Ａ

Ａ

Ａ→

●県内で開催されるイベントの情報等を、県民や全国
へ効果的に発信するため道路情報板にイベント情報等
を表示します。

●外国人向けの観光案内所の運営による情報提供や県
内での通訳確保対策など、外国人観光客の受入態勢の
充実を図ります。

3　「おもてなしの国とくしま」づくりの推進
●個人旅行へと変化している観光ニーズに対応するた
め、観光案内ステーション等の情報発信拠点の充実
や、鉄道、路線バス、タクシー等を活用した着地型の
観光情報の発信を図るとともに、徳島ならではの観光
資源を活用した取組を推進し、　観光客の誘致促進に
つなげます。

推進

○イベント情報の表示回数
    [21]55回→[26]75回

○観光ボランティアガイドの団体数
　　［22］16団体→［26］30団体

→

＜H23～26取組内容と成果＞
・外国人観光案内所の運営を(公財)徳島県国際交流協会に委託
し、外国人観光客からの問い合わせに対応した。Ｈ２５年度から
のとくしま国際戦略センター業務の開始に合わせ、ホームページ
の充実による観光情報の提案や、無料Ｗｉ－Ｆｉスポットの整備
を図り、案内所機能を強化した。
・通訳ボランティア研修会や医療通訳向け、さらには観光ボラン
ティア団体と連携した研修会を開催し通訳人材の育成を図った。
・観光施設などで多言語表記看板を設置し、外国人観光客の受入
態勢の強化を図った。
・県土整備部が進める道路標識の多言語化表記について連携し
た。
・ＪＮＴＯ認定の外国人観光案内所について県内市町村に周知し
たところ、新たに２ヵ所外国人観光案内所が設置された。

＜事業の達成状況＞　◎

→ 商工

商工

県土

＜H23～H26 取組内容と進捗状況＞
・観光ボランティア団体やタクシードライバー等を対象とした研
修の実施など受入態勢の強化を推進することにより、観光客の周
遊性・滞留性を高め、一層の観光振興を図った。
・県内の観光案内所に「おどる宝島！パスポート」を配布すると
ともに、参加施設数を増やすことにより、情報発信拠点の充実を
図った。(H25,26)

＜事業の達成状況＞　◎

  ※平成２５年度版では、取組状況を明確にする観点から、新た
に数値目標を設定した。

＜H23～26取組内容と成果＞
(H23)
１　観光地等までの距離表示（31回）
２　とくしまマラソン（14回）
３　地下足袋王子杯つるぎトレイルランニングレースin那
　　賀（11回）
４　「四国の右下」ロードライド2011（7回）
５　自転車王国とくしまツール・ド・にし阿波（６回）
６　その他（５回）
(H24)
１　国民文化祭のＰＲ（54回）
２　とくしまマラソン（11回）
３　観光地等までの距離表示（4回）
４　地下足袋王子杯つるぎトレイルランニングレースin那
　　賀（3回）
(H25)
１　とくしまマラソン(14回)
２　ぐるっと剣山交流促進事業のPR（39回）
３　徳島ヴォルティスホームゲーム(26回)
４　剣山親子登山（12回）
５　その他（4回）
(H26)
１　徳島ヴォルティスホームゲーム(107回)
２　とくしまマラソン(22回)
３　室戸阿南国定公園指定50周年（8回）
４　剣山クリーンアップ活動（15回）
５　その他（13回）

＜事業の達成状況＞　◎

48

49
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

50 推進 → → →

10基 20基 30基 40基 10基 20基 32基 53基 ◎

2地域 4地域 6地域 8地域 4地域 5地域 7地域 8地域 ◎

1箇所 3箇所 5箇所 8箇所 1箇所 3箇所 5箇所 11箇所 ◎

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

名称変
更

｢渦潮のシン
ボルマーク｣
入り案内標識

の設置

他県事例
の調査

他県事例
の調査

他県事例
の調査

△

1箇所 2箇所 3箇所 4箇所 1箇所
２箇所目
の選定

２箇所 ３箇所 △

1箇所 1箇所 1箇所 3箇所 1箇所 1箇所 1箇所 2箇所 △

Ｂ

Ａ県土推進 →

○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

○本四道路「鳴門北ＩＣ」の観光誘客を図られる名
称への変更
    [26]名称変更

○案内標識の多言語表記への変更済地域数
    [21] － →[26]8地域

＜H23～26取組内容と成果＞
・H23は一般国道438号（神山町）で休憩小屋を、H24は羽ノ浦福井
線で案内板を、H25は鬼篭野国府線で案内板を設置、H26は鳴門池
田線など鳴門市・板野町の県道において「歩き遍路用みち案内表
示シート」を１５枚設置。

＜事業の達成状況＞　◎

県土

●観光地の魅力を向上させるため、主要幹線道路の整
備によるアクセス向上に加え、観光客が安心して楽し
く訪問できる案内標識の整備・多言語表記等、観光地
の魅力を向上させる新たな施策を推進します。 ＜H23～26取組内容と成果＞

・観光地等への案内標識：H23は７路線１０基、H24は７路線１０
基、H25は６路線１２基、H26は「徳島阿波おどり空港」への案内
をはじめ５路線２１基を設置。
・案内標識の多言語表記：H23は１地域、H24は１地域、H25は２地
域、H26は１地域「牟岐駅周辺」で設置。
・にし阿波アクセス：H23は１箇所、H24は２箇所、H25は２箇所、
H26は６箇所完成
・木製ガードレール等：「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５３９ｍ、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。
　※平成26年度版で数値目標を7,000ｍから8,000ｍに上方修正。
・鳴門北ＩＣ：H23.12月に本州四国連絡道路の大鳴門橋・架橋記
念公園（エディ）横の歩道橋に、「渦潮シンボルマーク」入りの
案内標識を設置した。
・道の駅：H23に勝浦町の「ひなの里かつうら」が完成供用。H25
から美馬市において、道の駅新設の事業着手。H26は徳島市におい
て道の駅の基本計画を策定。その他の候補箇所について関係機関
との調整を実施した。
・「スマートＩＣ」
【松茂】
　松茂スマートICの実施計画書提出（H23）
　松茂スマートICの連結許可及び事業許可（H24）
　松茂スマートICの工事促進(H25)
  松茂スマートICの供用開始(H26)
【阿波市】
　阿波市において、国土交通省をはじめ、西日本高速道路株式会
社や県に対し、スマートIC設置の要望を重ねてきた結果、国が調
査を実施する「準備段階調査」の箇所に選定された。

＜事業の達成状況＞　○

→

○高速道路ＰＡの「スマートＩＣ」設置箇所数
    [21]1箇所→[26]3箇所

○観光地等への案内標識の設置基数
    [21] － →[26]40基

○にし阿波観光圏でのアクセスルートにおける整備
箇所数
    [21] － →[26]8箇所

●歩き遍路などの歩行者に対して快適な歩行空間を確
保するため、民間活力を導入した「いやし・もてな
し」施設（椅子、休憩小屋、案内板等）の整備を推進
します。

→

○産直市等と連携した「道の駅」の整備箇所数
    [21] － →[26]4箇所

51
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

52 推進 → → →

20,000
人

24,000
人

28,000
人

33,000
人

12,565人 19,416人 21,502人 27,141人 △

Ｃ商工

＜H23～26取組内容と成果＞
１．関西での連携による取り組み
・「関西観光・文化振興計画」の策定
・「広域観光ルート」の提案
・海外トッププロモーション（北京・上海・杭州・広東・香港・
タイ・マレーシア）の実施
・テーマを設定してイベント等を実施する「KANSAI国際観光
YEAR」の展開
（2013年テーマ：食文化、2014年テーマ：マンガ・アニメ）
・中国観光大臣を招いての観光産業交流フォーラムの開催
・海外旅行社、メディアによる視察旅行及び地元観光関連事業者
との商談会の実施
・関西全域を対象とする観光案内表示ガイドラインの策定
・関西空港での案内所共同運営
２．四国での連携による取り組み
・四国ツーリズム創造機構との連携による四国インバウンドフェ
アの本県開催（旅行商品の造成のための観光地視察及び商談会の
開催）
・香港国際旅遊展に共同で出展、ＰＲ
・四国の各県と連携した旅行商品造成のための旅行会社による視
察、海外ＰＲを図るためのメディアによる取材などにより、関西
や四国の観光地の「安全・安心性」や両地域の結節点である「本
県の魅力」を強くＰＲし、本県はもとより関西・四国への誘客を
促進した。
・香港、台湾からのテレビ取材を受け入れた（H26)
・四国周遊のサイクリングルートを設定し、PRした結果、台湾旅
行社が商品化した。
３　瀬戸内ブランド推進連合による取り組み
・タイからテレビ番組を招聘し、主要観光地など瀬戸内の魅力を
番組内で紹介

＜事業の達成状況＞　○

※H26年度版は、瀬戸内ブランド推進連合を追加する文言修正を
行っている。

4　広域観光の推進
●国内外からの観光誘客の促進を図るため、関西広域
連合や瀬戸内ブランド推進連合、四国ツーリズム創造
機構の一員として、近隣府県等と連携したプロモー
ション活動などを積極的に展開し、広域観光・交流を
推進します。

○外国人入込客数（再掲）
    [21]15,034人→[26]33,000人
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

53 推進 → → →

22,000
人

35,000
人

43,000
人

50,000
人

19,310人 45,090人 32,310人 35,630人 △

6,000
人

12,000
人

13,000
人

15,000
人

1,944人 468人 1,627人 0人 △

Ｃ

 ○県内への外国人宿泊者数（延べ人数）
     [21]12,560人→[26]50,000人

 ○徳島阿波おどり空港へのチャーター便による外
国人入込客数
     [21] － →[26]15,000人

＜H23～H26取組内容と進捗状況＞
１．本県の特色を活かした新たな観光商品造成（本県への誘致）
・シンガポールからのグルメツアーやドライブツアー
・香港からのお遍路ツアー
・台湾、中国、韓国、シンガポールからの教育旅行
・上海の料理研究家の医療観光
２．海外等での観光誘客活動及びファムツアー（旅行関係者の現
地視察ツアー）の受入
・香港国際旅遊展への出展、及び台北国際旅遊展に参画し本県の
魅力をＰＲするとともに旅行会社の個別訪問
・ベトナムジャパンスタイルフェアでの観光・物産・エアポート
セールス
・本県で四国インバウンドフェアの開催
・上海での「とくしま経済飛躍サミットｉｎ上海」開催による本
県の観光資源のＰＲ
・中国、香港、タイ、マレーシアにおける関西広域連合でのトッ
ププロモーション
・中国中部投資貿易博覧会（湖南）における本県観光、物産のＰ
Ｒ
・香港、台湾、中国、韓国、シンガポール、アメリカ、オースト
ラリア等の旅行会社、メディア等のファムツアーの誘致（計７７
回）
・初めてＭＩＣＥ専門見本市に出展したのがきっかけで、H27年度
ベルギーからのボーイスカウト約５００人の誘致が決定した。
３．情報発信等
・県内留学生等による本県の魅力体験とＳＮＳを活用した情報発
信
・多言語によるメールマガジンの配信（H24.11～毎月発信）
・日本語及び英語併記のフェイスブックの開設（H25.1～）
・県内２ヵ所にモデル的に無料Wi-Fiスポットを整備（H25.3～）
・海外のテレビ局を招へいし、現地テレビを通じて徳島の観光資
源をＰＲ
・外務省と共催で、在京大使館等を対象に観光ＰＲセミナーを実
施。
・台湾向けのフェイスブックを開設し、随時情報発信を行い、徳
島ファンを増やした。（H27年5月時点で約3700人）
４．チャーター便
・湖南省長沙空港、徳島阿波おどり空港、静岡空港の三角チャー
ター　15便就航（H24.1～H24.4　来県者数1,845人）
・香港空港～徳島阿波おどり空港　３往復就航（H24.12　来県者
数179人）１２往復就航（H25.7～8　来県者数1,529人）
５．事業概要の見直し理由
成長著しい中国をターゲットとした「とくしま・中国グローバル
戦略」から重点エリアを東アジア・東南アジアまで拡大する新た
な「とくしまグローバル戦略」を展開。
６．受入環境の整備
・県土整備部が進める道路標識の多言語化改善について連携
・観光ボランティア団体との連携による語学研修の開催

＜事業の達成状況＞　○

商工

●東アジア・東南アジアを重点エリアとし、海外と徳
島阿波おどり空港間のチャーター便の誘致をはじめ、
関西広域連合における広域観光の推進、徳島の魅力を
活かした団体旅行及び個人旅行、教育旅行、医療観光
など多様な外国人誘客を推進し、外国人宿泊者数の増
加を目指します。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

55 推進 → → →

15,600
泊

20,300
泊

25,000
泊

29,700
泊

16,685泊 23,609泊 29,255泊 35,530泊 ◎

34人 35人 46人 47人 44人 44人 44人 54人 ◎

56 推進 → → →

9軒 10軒 16軒 17軒 14軒 16軒 30軒 33軒 ◎

Ａ

Ａ

Ｃ

5　「阿波とくしま」魅力向上の推進
●先進的な医療サービスの提供と豊富な観光資源や地
域食材を組み合わせた医療観光（メディカルツーリズ
ム）を推進します。

●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。

○体験型教育旅行における協議会受入泊数（累計）
    [21]6,181泊→[26]29,700泊

商工
・

農林

推進

○とくしま農林漁家民宿数（累計）
    [21]5軒 →[26]17軒

商工

＜H23～26取組内容と成果＞
・ウミガメふれあい体験やそば打ち、田舎こんにゃくづくりな
ど、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。
・県のホームページでのＰＲを行った。
・｢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）
・ 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）
・グリーン・ツーリズムインストラクター研修を美馬市で開催し
た。(H26)

＜事業の達成状況＞◎

＜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＞ ◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・中国における関西広域連合でのトッププロモーション（H23）
・上海での「とくしま経済飛躍サミットｉｎ上海」で現地マスコ
ミ等にＰＲ（H23）
・湖南省テストチャーター便による徳島大学ドクターＰＲ班の派
遣（H23）
・中国中部投資貿易博覧会（湖南）におけるＰＲ（H24）
・上海事務所によるプロモーション（H23･H24･H25）
・香港、台湾、シンガポールでの各種プロモーション(H25・H26）

　実績　　H23～H26 10名受診
 
＜事業の達成状況＞　◎

農林

○グリーン（ブルー）・ツーリズムインストラク
ター数（累計）
    [21]32人→[26]47人

→→ →

●本県の持つ豊かな自然や食材、伝承された知恵や技
術、個性ある郷土芸能など、本県ならではの地域資源
を活用した体験メニューを磨きあげていくとともに、
県南や県西における教育旅行の受入拡大を支援するこ
とで、県民参加型の観光客誘致を推進します。

54
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

58 推進 → → →

2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 ◎

Ａ

Ａ

○新たな観光スポットの整備箇所
    [23]～[25]2箇所

●県南部圏域において、地域住民との協働による環境
保全活動と連携した、新たな観光スポットの整備を行
います。

推進 県土→

＜H23～26取組内容と成果＞
・H24年9月に、三大河川（利根川・筑後川・吉野川）の兄弟縁組
　を実施し、年1回の交流を通じて、各河川におけるNPO法人等の
　活動報告を行うなど、吉野川の魅力を全国に発信した。
・吉野川の歴史・文化・環境に関する講座として「まるごと吉野
　川”魅力再発見”講座」をH25度に5回、H26年度に4回開催する
　とともに、国と連携し「吉野川フィールド講座」をH25年度に
　3回、H26年度に5回開催するなど、吉野川に関する各種講座や
　環境学習を開催し、吉野川に根ざした「人づくり・地域づく
　り」を通じて、全国に誇れる吉野川ブランドの確立に向けた
　取り組みが行われた。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
１　千年サンゴ
　・　地元町及び関係団体と連携し協議会設立（H23実施）
　・　保全活動（H23 4回、H24 4回、H25 4回 H26 8回）
　・　タウンミーティング（H23実施　2回）
　・　「千年サンゴ」プロモーションビデオ・パンフレットの
　　作成 （H24実施）
  ・　千年サンゴフォトコンテスト（H25 H26)
　・　シンポジウム（室戸阿南海岸国定公園指定５０周年プレ
    イベント)開催（H25)
　・　千年サンゴサポーター募集（H24から）
　・　フォーラム（室戸阿南海岸国定公園指定５０周年記念
     イベント）開催（H26）
　・　千年サンゴキルト製作（H26）
　・　大島海域公園内の環境調査（H26）
 　上記の取組により、貴重な自然財産を保護するとともに、保全
支援者の増加につなげた。

２　南つるぎ
　地元ボランティアの協力を得ながら登山道の整備を行い、魅力
あふれる登山道としてPRを行った。
　・H23は登山道紹介イベント「エコツアー」を４回開催し、
　　１５４名が参加。
　・H24は登山道紹介イベント「エコツアー」を３回開催し、
　　５８名が参加。また、登山道整備と環境保護活動を行う
   「おひさんプロジェクト」を２回開催し、２３１名が参加。
　・H25は登山道紹介イベント「エコツアー」を２回開催し、
　　１３３名が参加。また「おひさんプロジェクト」を４回開催
　　し、６８名が参加。
　・H26は登山道紹介イベント「エコツアー」を３回開催し、
　　４１名が参加。また「おひさんプロジェクト」を３回開催
　　し、６８名が参加。

＜事業の達成状況＞◎

南部

●吉野川を今後さらに輝かせ、全国へ誇れる「徳島な
らでは」の魅力あるブランドとするため、「恵みの宝
庫“吉野川”創造プロジェクト」により、吉野川にお
ける新たな観光資源の創出や吉野川の歴史・文化・環
境に関する講座の開催などに取り組みます。

→57
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

59 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

5,162人 6,658人 6,685人 6,406人 ◎

60 推進 → → →

年1回
以上

年1回
以上

－ － ２回 １回 ◎

Ａ

Ａ

●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。

○にし阿波体感プログラムイベントの開催
　　[24] －　→　[25]～ 年1回以上

○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

＜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＞◎

西部

●県西部圏域の豊かな地域資源を活用し、官民一体と
なった「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」のＰＲや観
光案内の向上などに取り組み、観光素材と市場を結ぶ
「観光地域づくりプラットフォーム」の支援により、
観光客の来訪滞在を促進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
１にし阿波観光圏協議会による官民一体となった観光ＰＲ等の実施
２観光地域づくりプラットフォーム「一般社団法人そらの郷」を支
　援
　体験型教育旅行受入校数
　「H22年度12校→H26年度27校」
３外国人観光誘客に向けて、当地の特色、強みを活かすことができ
　る市場を中心に官民一体となったプロモーションを実施
　外国人宿泊客数
　「H22年2,422人→H26年7,611人」
４大歩危・祖谷地区のキャッチコピー「千年のかくれんぼ」を作成
　（H23）
５観光圏の新しいキャッチコピー「天涯のしずく　久遠の大河へ」
　を作成（H24）
６新観光圏制度に基づく、全国で６か所、中四国では唯一の
  新観光圏に国土交通大臣が認定（H25.4）
７「住んでよし、訪れてよし」の魅力ある観光地域づくりを推進す
　るため、にし阿波体感プログラムイベント「あわこい」をH24年
　度から開催
８外国人誘客促進のため「にし阿波インバウンドフォーラム」を
　開催し、国内外に情報発信（H26）
９滞在プログラム造成のため、モニターツアーを実施（H26）

＜事業の達成状況＞　◎

南部
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
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61 推進 → → →

2戸 4戸 6戸 8戸 0戸 4戸 7戸 9戸 ◎

Ａ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
１祖谷平家伝説ガイドツアーなどの着地型旅行商品の開発
２地元食材を活かし、時代を代表するシェフが腕を振るう期間
  限定レストラン「ダイニングアウト」の実施により、新たな
  観光需要の掘り起こしを行った（H25）
３地域の特徴ある食材を活かした新たなメニュー（朝食、スィーツ
　土産品）の開発(H25)
４外国人観光客へのサービス向上のため観光品質認証制度を導入
（H26）
５宿泊施設で提供する地産地消（ジビエ）メニュー開発（H26）

＜事業の達成状況＞　◎
○古民家ステイ施設の開業戸数
    [21] － →[26]8戸

推進 → → →

＜H23～26取組内容と成果＞
１にし阿波おすすめビューポイント　104箇所の選定（H23）
　学識経験者、市町観光関係者らで構成するにし阿波お勧め
  ビューポイント選定検討会により104箇所を選定
２ビューポイントのPR、地域の魅力を情報発信
　(1)104箇所のパネル写真を作製し、あすたむらんど等県内集客
     施設を中心にパネル展及び写真展等を開催
　　（H23:4回、H24:10回、H25:11回、H26:13回）
　(2)パンフレットの作成、増刷
　　　県内観光施設や県外イベントでの配布。H24増刷分からは、
　　　カーナビなどで地図上の位置を簡単に特定できる「マップ
　　　コード」を付加。
　　（H23:3万部、H24:1万部、H25:2万部）
　(3)モデルコースとなる周遊コースの設定
　　（H23:4ｺｰｽ、H24:4ｺｰｽ、H26:3コース　合計11コース）
　(4)日本語、英語、中国語でのホームページ開設
　(5)日本語ホームページで動画配信
３「剣山国定公園」指定50周年記念事業でのＰＲ（H25～H26）
　・県民ホール、徳島県人会総会、とくしまマルシェ、徳島阿波
    おどり空港での「ぐるっと剣山！パネル展」などにおいて
    剣山国定公園周辺のビューポイントを中心にＰＲ
４未来へ伝えたい！「地域の宝」フォトレター（H26）
　・剣山国定公園及びビューポイント選定箇所をテーマに、写真
    とメッセージで綴るフォトレターを募集（応募総数123点）
　・優秀作品を県内外会場で紹介するパネル展を開催
　（阿波池田たばこ資料館、阿波おどり会館など県内外10会場）

＜事業の達成状況＞　◎

●県西部圏域において、上質な古民家ステイ、地域の
食材を利用した料理の提供など、大人が満足する滞在
体験型の観光まちづくりを推進します。

●にし阿波の自然豊かな魅力ある風景を「にし阿波お
すすめビューポイント」として選定・ＰＲし、来訪滞
在を促進します。

西部

西部

62
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

主要事業名・事業概要・数値目標
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実績値
（H23年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

1－3　国際交流立県とくしまづくり

63 推進 → → →

記念事
業・ｼﾝ
ﾎﾟｼﾞｳﾑ
開催

ｽﾎﾟｰﾂ
交流・
ｾﾐﾅｰ開

催

記念事
業・ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｳﾑ開催

ｽﾎﾟｰﾂ交
流・ｾﾐﾅｰ

開催

ｽﾎﾟｰﾂ交
流・学術
交流・職
員交流

ｽﾎﾟｰﾂ交
流・学術
交流・職
員交流

◎

64
提携・
推進

推進 → →

提携

ｽﾎﾟｰﾂ
交流・
博覧会
出展

提携・推
進

推進 推進 推進 ◎

Ａ

Ｂ

○中国・湖南省との友好提携
 　[23]提携
　 [24]とくしまマラソンの国際化（湖南省ラン
ナーの招聘とスポーツツーリズムの実証実験）
   [24]「とくしまウィークin湖南」の開催

1　国際交流の推進
●ドイツ・ニーダーザクセン州との経済、文化、教
育、スポーツ等の交流を通じ、両国に共通する課題の
解決などに取り組みます。

＜H23～26取組内容と成果＞
経済、学術、教育、文化、ｽﾎﾟｰﾂなど幅広い交流が行われ、世界中
に「徳島」に親しみを持つ人々が増えていくことを目指す。
・日独交流150周年記念ｲﾍﾞﾝﾄ｢ﾄﾞｲﾂ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ｣に出展（H23)
・｢俳句ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ｣の開催(H23)
・ｼｭｰﾗｰﾍﾞﾙｸ職業学校生徒来県(H23)
・ｽﾎﾟｰﾂ関係訪問団派遣(H23)
・高齢化に関する国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催(H23)
・とくしまマラソンにトップランナー招へい(H24･H25･H26)
・友好交流提携５周年を記念して県公式訪問団を派遣、日独ｾﾐﾅｰ
の開催(H24)
・柔道連盟訪問団が来県（H24･H25･H26）
・国民文化祭に文化団体を招へい(H24)
・剣道連盟訪問団が来県（H25）
・環境・自然エネルギー分野及び企業誘致・イノベーション分野
の研修のため、県職員２名を派遣（H25）
・「アイデア博2013」に「徳島科学技術高校」及び「阿南高等工
業専門学校」が出展（H25）
・「ハノーバーマラソン2014」に県内ランナー派遣（H26）
・州公式訪問団受入、高齢社会に関するｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催（H26)
・徳島県剣道連盟指導者の訪独（H26）
・州政府環境省職員３名の受入れ(H26)
・徳島中央テクノスクール校長ほか２名訪独（H26)

＜事業の達成状況＞　◎

○ドイツ・ニーダーザクセン州との新たな交流
    [23]日独交流150周年記念事業
    [23]少子高齢化シンポジウムの開催
　　[24]とくしまマラソンの国際化
　　　　（ニーダーザクセン州ランナーを招聘）
    [24]ニーダーザクセン州において日独セミナー
を開催

●中国・湖南省との友好提携を視野に入れ、経済、観
光、環境、文化、教育、医療、スポーツ等の各分野に
おける積極的な交流と相互協力を推進し、交流人口の
増加や地域の振興・活性化を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
H23年10月24日、「徳島県と湖南省の友好交流に関する協定書」の
調印式が「新日中友好・21世紀委員会」日中両座長、周強中国共
産党・湖南省書記（当時）の立会のもと、日中両国の「国家外交
行事」として実施された。

・「友好提携」の象徴として、徳島－長沙間の「定期チャーター
便」が就航（H23）
・徳島県において、湖南省が観光プロモーションを実施（H24）
・「徳島工業短期大学と婁底職業技術学院」の学術交流協定
（H23）
・湖南省で開催された「日中スピーチコンテスト」や関連イベン
トに参画（H23・H25・H26）
・「四国大学と湘潭大学」の学術交流協定（H23）
・城ノ内中学校と長沙市第一中学校との間でインターネットを活
用したテレビ会議の開催（H23）
・日中両国で国家レベルの糖尿病研究に取り組む「徳島大学と中
南大学」が新たに学術交流協定を締結することで「基本合意」
（H23）
・湖南省の市民ランナーが、とくしまマラソンに参加
（H24･H25･H26）
・中国で開催された、卓球大会(日中友好協会、日本卓球協会主
催）に湖南省・徳島県の中学生がペアを組んで参加（H24）
・常寧市での植林事業を実施（H24･H25･H26）
・湖南省で開催された中国中部投資貿易博覧会に出展(H24)
・「四国大学と湘潭大学」が教員等の交換に関する協定を締結
(H25)

＜事業の達成状況＞　◎

商工

商工
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

67 検討
設置・
推進

推進 →

設置・
推進

－ 設置 推進 推進 ◎

Ｂ

Ａ

Ａ

2　国際化による多文化共生の推進
●県内在住外国人との共生はもとより、来県する外国
人の拡大を目指し、地域及び海外からの多様なニーズ
に対応するための国際的ワンストップ情報受発信拠点
を創設し、県民・行政が一体となった事業を推進しま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
多言語による生活情報や通訳サービスが充実し、多くの外国人が
徳島に訪問・在住している状態を目指す。

・徳島県内の宿泊・観光施設、県内在住の外国人などを対象とし
たニーズ調査を実施（H23）
・(公財)徳島県国際交流協会を核として、県民、行政、関係機関
の力を結集し、県内在住の外国人の生活利便性の向上はもとよ
り、海外との経済交流活動など、多様なニーズに対応する「とく
しま国際戦略センター」を設置（H24）
・「とくしま国際戦略センター」において、窓口での多言語対応
や、「無料Wi-Fiスポット」の提供、ホームページの充実など多様
なニーズに対応したサービスを提供（H25･H26）

などにより、地域の国際化の推進が図られた。

＜事業の達成状況＞◎

○「とくしま国際戦略センター」の設置
      [24]設置・推進

商工

→

推進

→

●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。（再掲）

推進 →

→

＜H23～26取組内容と成果＞
文化交流などを通じ、世界中に「徳島」に親しみを持つ人々が増
えていくことを目指す。
・ｻﾝﾊﾟｳﾛ州の阿波おどり連である「ﾚﾌﾟﾚｰｻﾞ連」の来県を通じ、阿
波おどりによる友好交流を行った。（H23･H24）
・サンパウロにおいて開催されるブラジル日本都道府県人会連合
会主催の「日本祭り」を通じて文化交流を図った。（H23･H24･
H25･H26)

＜事業の達成状況＞　◎

→ →

＜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＞　◎

商工

商工
●ブラジル・サンパウロ州に在住する本県出身者との
文化交流などを通じ、同州との交流を進めます。

65
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

68 推進 → → →

5,000
人

6,000
人

7,000
人

8,000
人

5,032人 6,007人 7,834人 8,021人 ◎

1－4　文化立県とくしまづくり

70 推進 → → →

進化 進化 － － － ◎

Ａ

Ａ

Ａ

＜H23～26取組内容と成果＞
・徳島県文化振興基本方針の３つの柱である「一人ひとりの感性
を磨く」「徳島ならではの文化を創る」「文化の力を活用する」
に基づき二度目となる国民文化祭をはじめ、県内文化団体の活動
発表の場となる県民文化祭などの文化振興事業を実施した。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・H23より宝くじ収益金(30,000千円/年)を活用するとともに、H25
には21世紀創造基金(200,000千円)も加えた形で基金の拡充を図
り、「あわ文化」の創造・発信をさらに支援することにより、国
民文化祭をはじめとする文化振興事業を実施した。

【備考】H26文化立県とくしま推進事業の概要
(1)阿波スタイルの豊かなくらし実現事業
　丁寧な取材に基づく地域情報誌の発行などの情報発信に取り組
むことで、地域に根付く文化の掘り起こしに積極的に取り組ん
だ。
(2)音楽文化が息づくまちづくり事業
　一流の演奏家による定期演奏会の開催やアウトリーチの展開に
より、県民に高いレベルの音楽に触れていただく機会を創出する
ことに成功した。
(3)文化の力によるまちづくり支援事業
　文化芸術活動に積極的に取り組む市町村や文化団体の取組みを
支援した。

＜事業の達成状況＞　◎

1　あわ文化の創造・発信
●「徳島県文化振興基本方針」の推進を図ります。

●「文化立県とくしま推進基金」を進化させ、「あわ
文化の創造・発信」をさらに推進します。

→ →

●在住外国人の生活支援や、来県された外国人の相談
に対応するため、相談窓口の充実や、生活支援講座の
開設、市町村と連携した多言語による情報提供等を行
います。

○「文化立県とくしま推進基金」の進化
    [23]進化

○相談、情報提供等の生活支援サービスを受けた外
国人数
    [21]3,623人→[26]8,000人

推進 →

＜H23～26取組内容と成果＞
・(公財)徳島県国際交流協会に多言語（英語・中国語）相談窓口
を開設（H23･H24･H25･H26）
・在住外国人の日常生活を支援するため、生活上の基礎知識の提
供や日本語指導等を行う生活支援講座を開設（H23･H24･H25･H26）
・在住外国人向けの多言語情報ｶﾞｲﾄﾞを各市町村に配布するととも
に、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで行政情報、生活情報を提供（H23･H24･H25･H26）
・多言語（やさしい日本語・英語・中国語）による「防災ガイド
ブック」及び「緊急カード」を作成・配布（H24）
・日本語学習教材「ええじょ！とくしま」を作成（H25）
・日本語学習教材「徳島で暮らす１２か月別冊（英語・中国
語）」を作成（H26）
などにより、多文化共生のまちづくりの推進が図られた。

＜事業の達成状況＞　◎

商工

県民

県民
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

71 推進 →
情報
発信

→

3機関 5機関 5機関 7機関 3機関 5機関 7機関 12機関 ◎

72 推進 → → →

99
万点

100
万点

99万点 101万点 101万点 101万点 ◎

73 推進 → → →

年間20
回以上

年間20
回以上

年間20
回以上

年間20
回以上

68回 69回 69回 60回 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

○連携機関数
    [21]2機関→[26]7機関

●本県が全国に誇る伝統芸能の県外・海外公演を開催
し、あわ文化の発信を行います。

＜H23～26取組内容と成果＞
徳島らしい個性豊かな文化の魅力を広く発信し、交流人口の増大
や県産品の販売促進等につなげていくことを目指し、
・H23 68回（阿波おどり63回、阿波人形浄瑠璃5回）
・H24 69回（阿波おどり66回、阿波人形浄瑠璃3回）
・H25 69回（阿波おどり62回、阿波人形浄瑠璃7回）
・H26 60回（阿波おどり56回、阿波人形浄瑠璃4回）
の県外・海外公演を実施し、本県が誇る伝統文化の魅力を国内外
に発信した。

＜事業の達成状況＞　◎○伝統芸能県外・海外公演開催数
　 [23]～年間20回以上

●文化の森総合公園各施設が所蔵する資料のデジタル
コンテンツ化を進め、県内外に情報発信します。

○デジタルコンテンツ化資料数（累計）
　 [21]17,555点→[24]1,000,000点

●鳥居龍蔵博士に関係する博物館や研究機関等と連携
し、資料調査等を行い、ミュージアムネットワークを
形成することにより、徳島独自のアジア学を発信しま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
・国内外の博物館・研究機関との交流や連携を重ねながら、
ミュージアムネットワークの拡大・強化を進めることができた。

・そのミュージアムネットワークを使い、鳥居龍蔵による千島ア
イヌ、沖縄、南九州、信州等の民俗・考古資料の調査研究を進
め、これらの資料を展示するとともに、情報をパネルや展示図
録、普及活動等における解説に活用し、情報発信をした。この取
組によって、県民の鳥居龍蔵博士の業績に対する理解を深めるこ
とができた。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・各館において、所蔵資料のデジタルコンテンツ化を行い、順次
公開したか、あるいは鳥居龍蔵記念博物館のデジタルコンテンツ
のように公開のための分類、仕分け中のものがある。
・デジタル化することによって、文化の森に足を運ばなくても資
料が閲覧でき、利便性が向上している。なかでも文書館の「幻の
城下町徳島」は、戦前の写真や地図などを使って"失われた城下町
徳島"を再現しており、古文書になじみの薄い若者等にも分かり易
く、古文書に関心を持つ窓口となっている。
・所蔵資料をホームページで情報発信することにより、県内外に
文化の森の魅力をアピールすることができた。

＜事業の達成状況＞　◎

県民

教育

教育
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

74 推進 → → →

39,000
人

41,000
人

34,200人 37,179人 34,676人 35,008人 △

75 準備 開催

開催 準備 開催 － － ◎

76 開催 推進 → →

開催 開催 － － － ◎

Ｃ

Ａ

Ａ

●阿波おどりの歴史と文化を再発見し、その奥深い魅
力を県内外に発信するため、「萬の民の阿波おどり
フェスティバル」を開催します。また、とくしま県民
としての自信と誇りを持てるよう、幅広いワーク
ショップに取り組み、伝統芸能が広がるまちづくりを
推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・「萬の民の阿波おどりフェスティバル」を開催し、阿波おどり
の奥深い魅力を発信するとともに、県内各地に有名連を派遣する
「萬の民の阿波おどりワークショップ」を実施し、延べ４千人が
本格的な阿波おどりを体験した。
・H24は国民文化祭において、阿波おどりと海外の踊りを共演さ
せ、伝統文化と地域のつながりについて考える機会とした。
日時：平成23(2011)年11月23日(祝)11時～17時
場所：アスティとくしま
参加者数：1,900人

＜事業の達成状況＞　◎

○「萬の民の阿波おどりフェスティバル」の開催
      [23]開催

○阿波人形浄瑠璃公演等入場者数
　　［21］38,136人→［26］41,000人

●阿波人形浄瑠璃の一層の振興を図るため、伝統芸能
を観光資源として活用し地域の活性化を促進するとと
もに、後継者育成や伝統芸能の保存・継承のための取
組を進めます。また、人形浄瑠璃街道連絡協議会や関
西広域連合と連携して、人形浄瑠璃関係団体の交流な
どの事業を実施するとともに、徳島ならではの魅力を
広く発信します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・阿波十郎兵衛屋敷では、H23に指定管理者において「館の魅力
アップ」「積極的なＰＲ」を柱とする再生プランを策定し、その
プランに基づき、企画公演の充実や教育プログラム、子ども阿波
人形浄瑠璃まつり、人物相関図パネルの作成などを積極的な広報
活動と合わせて実施した。さらにH26からは、NPO法人阿波農村舞
台の会が指定管理を行うグループの一員となり、鑑賞講座の開講
や遊覧船と浄瑠璃観覧を組み合わせた「じょうるりクルーズ」な
ど新たな取り組みが図られ、入館者数の増加がみられた。
　また、県内の農村舞台においては公演を継続して行うととも
に、７府県による「人形浄瑠璃街道連絡協議会」としての事業や
関西広域連合における「文化の道」事業としての事業を実施。平
成24年度には人形浄瑠璃PRパンフレット、平成25年度には映像、
平成26年度には専用ウェブサイト開設と着実な成果を出してい
る。

＜事業の達成状況＞　△

●徳島ならではの伝統を継承し、人材を育て、文化の
力で地域を活性化させるために、「おどる国文祭」以
降の取組の集大成として、集約型で質の高い国民文化
祭を開催します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・H23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連携して「あ
わ文化」の魅力発信を行うとともに、「文化の力でまちづくり」
に挑戦・推進した。H25では、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。

＜事業の達成状況＞　◎○「『あっ！わぁ！発見伝』第２７回国民文化祭・
とくしま２０１２」の開催
     [24]開催

県民

県民

県民
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

78 推進 → → →

145人 165人 185人 200人 144人 149人 186人 203人 ◎

Ａ

Ａ

→

○文化財ボランティア養成人数（累計）
    [21]107人→[26]200人

●伝統産業で栄えるまちづくりを推進するため、「阿
波藍×未来形プロジェクト」を継続実施します。

実施 →

＜H23～26取組内容と成果＞
・H23は藍染ファッションショーや阿波藍作品展、藍染体験教室な
どを一体的に開催する「阿波藍メッセ2011」や「阿波藍国際研修
会2011」を開催した。
・H24は国民文化祭事業として、阿波藍作品展「このまちの色」や
「阿波藍アートプログラム」「阿波藍国際研修会」を実施し、阿
波藍の魅力を発信した。
・H25は「藍染め手ぬぐい展示」を実施。これは阿波藍で染めた手
ぬぐいを阿波人形浄瑠璃の拠点である県立阿波十郎兵衛屋敷で展
示・販売し、その後、阿波おどり本番で着用して披露するという
コラボレーション展開の実現である。
・H26は「藍染手ぬぐい展示」に新作を加え、「阿波藍で染めた夏
の色」としてボリュームアップ展開。

展示後の阿波おどり着用による魅力発信も定着し、阿波藍がもた
らした豊かさから、「阿波人形浄瑠璃」、「阿波おどり」へとつ
ながる徳島ならではの文化の奥深さを伝えた。

＜事業の達成状況＞　◎

2　史跡・文化財の活用
●史跡と周辺の文化財をつなぎあわせて、各地の博物
館・資料館等と連携しながら、文化財を活かした地域
づくりを進めます。

→

＜H23～26取組内容と成果＞
１ 文化財の保存・活用の担い手として、各市町村・埋蔵文化財総
合センター等で活動するボランティア希望者を県内から募集し、
文化財に関する知識をはじめとしたボランティア資質を確保する
ため、連続講座を実施した。養成講座修了生は23年度19名、24年
度5名、25年度3名であった。

２ 勝浦町から阿南市にかけての遍路道の国史跡指定を契機とし
て、25年度に全国歴史の道会議･徳島県大会並びに遍路道ウォーキ
ングを実施した。この大会・ウォーキングの運営をとおしてボラ
ンティアグループ結成を促進した。阿南市･勝浦町の２グループに
24名のボランティアが登録した。また、海陽町において「いにし
え再発見事業　親子文化財めぐり」を実施し、ボランティアグ
ループ結成を促進した。10名のボランティアが登録した。養成講
座と阿南市・勝浦町･海陽町のボランティアグループ併せて、37名
のボランティアを養成した。

３ 26年度、牟岐町と三好市において、両市町教育委員会・地元ボ
ランティアグループと連携し遍路道ウォーキングを実施した。こ
の遍路道ウォーキングの実施をとおして、併せて17名のボラン
ティアを養成した。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

県民77
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

79 推進 → → →

150人 300人 450人 600人 200人 330人 914人 1,037人 ◎

80 推進 → → →

12件 13件 13件 14件 12件
12件

追加指定
２件

12件
12件

追加指定
１件

△

105件 110件 115件 120件 100件 109件 111件 124件 ◎

Ａ

Ｂ

●史跡など歴史的景観を保全し、活用する取組を推進
するなかで、地域の活性化を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
１ 発掘調査などの文化財専門分野での市町村への指導・支援。
２ 建造物や文献等、寺院所蔵物の総合調査により札所寺院の価値
付けを行なうとともに、遍路道の文化財調査を行っている。
３ 明治から終戦までの近代和風建築の構造や文化財的価値を総合
的に調査し、価値付けを行い、国指定・登録への候補を固めた。
４ 22年度、「鶴林寺道・太龍寺道」が「阿波遍路道」として国史
跡に指定された。
５ 24年度は、「平等寺道・いわや道」が史跡指定されたが、史跡
「阿波遍路道」の追加指定としての扱いになる。また、重要文化
的景観上勝町「樫原の棚田」はエリアを拡大させることにより、
追加指定を受けた。また、阿南市において9件の登録有形文化財の
登録があった。
６ 25年度、徳島市において2件の登録有形文化財の登録があっ
た。
７ 26年度、藍住町において「正貴寺跡」が史跡指定されたが、史
跡「勝瑞城館跡」の追加指定の扱いになる。また、阿南市が史跡
「阿波遍路道」追加指定に向けての意見具申を行うとともに、牟
岐町が重要伝統的建造物群保存地区選定に向け、調査報告書をま
とめた。
　登録有形文化財については、三好市で2件、勝浦町で6件の登録
があり、27年3月には5件の登録有形文化財の文化審議会答申が
あった。

＜事業の達成状況＞　○

（参考）
新指定：新たに、史跡等において歴史上又は学術上価値が高く、
重要なものが確認され、認められた際の指定。

追加指定：既に指定されている史跡等を構成する新たな資産や範
囲の広がりが確認され、認められた際の指定。

○歴史的景観の国指定・選定数
    [21]11件→[26]14件

○登録有形文化財建造物の登録数
　 [22]80件→[26]120件

●史跡・埋蔵文化財についての講演会を開催し、県民
の文化財保護意識を醸成するとともに、県民による文
化財の活用を進めます。

○「いにしえ夢街道」講演会参加人数（累計）
　 [21] － →[26]600人

＜H23～26取組内容と成果＞
　23・24年度に、発掘調査成果報告会や埋蔵文化財全般に関する
講演会を内容とする「発掘とくしま」を実施するとともに、「中
世城館跡総合調査」の成果をもとにした「中世城館跡最終調査報
告会」を実施した。講演会参加者数は23年度200人、24年度130人
であった。
  25年度は「発掘とくしま」に加え、児童生徒や保護者等、一般
県民を対象に、考古学に関する体験講座やウォーキングを実施す
るとともに、「いにしえ夢街道活用ゾーン」の一つである阿波遍
路道をテーマとする全国歴史の道会議・徳島県大会を開催し、併
せて584人の参加者があった。
　26年度は南部の美波町、西部の三好市で講演会や学校文化財展
等を開催し、123人の参加者があった。
　

＜事業の達成状況＞　◎

教育

教育
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

81 推進 → → →

  5
ゾーン

  6
ゾーン

  7
ゾーン

  8
ゾーン

4ゾーン 6ゾーン 7ゾーン 8ゾーン ◎

Ａ

Ａ→→

●「四国八十八箇所霊場と遍路道」は「世界に誇る四
国の財産」であり、この「かけがえのない文化資産」
を全国に、さらには世界へ向けて発信し、人類共有の
財産として将来の世代へ保存・継承していくため、四
国4県や関係団体が連携して世界遺産登録を目指した取
組を加速します。

推進

＜H23～26取組内容と成果＞
・「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進協議会及び
協議会の下に置かれる部会において、文化庁から示された個別課
題（普遍的価値の証明、文化財資産の保護等）について検討を
行った（四国4県での取組）。
・鶴林寺・恩山寺において寺院及び寺院に続く遍路道の詳細調
査、また大日寺においては寺院の詳細調査､焼山寺に続く遍路道の
詳細調査を実施した。
・21番札所･太龍寺と22番札所･平等寺を結ぶ遍路道の一部「いわ
や道」など2.75キロが国史跡「阿波遍路道」に追加指定された。
・「阿波遍路道・札所寺院保存検討委員会」を立ち上げ、太龍
寺・鶴林寺・恩山寺の史跡指定に向けた調査報告書を取りまとめ
た。
・四国４県が連携して､「四国における文化的景観候補地選定調
査」を行った。
・H27.1 第21番札所・太龍寺への遍路道「かも道」約1.3キロの追
加指定に向け意見具申をした。

＜事業の達成状況＞◎

→

＜H23～26取組内容と成果＞
１ 国指定史跡や周辺の文化財をつなぎ合わせ、各地の博物館・資
料館と連携しながら、文化財を活かした地域づくりを進めるた
め、４ゾーンを設定した。
２ 23年度から新たなゾーンとして、県西部では東みよし町の丹田
古墳、県南部では勝浦町から阿南市にかけての遍路道を中心とし
たゾーン化に向けての準備を行った。
３ 24年度は、阿南市において「遍路道フォーラム」を開催すると
ともに、勝浦町では「阿波遍路道ウォーク～鶴林寺道～」を実施
することにより、県南部のゾーン化を行った。
  また、東みよし町においては、「歴史ウォークラリー」を開催
することにより、県西部のゾーン化を行った。
４ 25年度には県南部海部郡において、親子を対象とした史跡めぐ
りウォーキングを実施し、ゾーン化を行った。
５ 26年度は、県西部の三好市において、遍路道ウォーキング・学
校文化財展を開催することにより、活用ゾーン化を図った。

　

＜事業の達成状況＞　◎

○活用ゾーンの数
    [22]4ゾーン→[26]8ゾーン

●「いにしえ夢街道」の活用ゾーンを県南・県西部へ
拡大し、ウォーキングや講演会などの文化財活用事業
を展開します。

政策

教育

82
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
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実績値
（H24年）
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工程（年度別事業計画）

実績値
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Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

84
創設・
開催

→ → →

創設 創設 開催 開催 開催 ◎

5回 13回 18回 23回 5回 18回 36回 49回 ◎

Ａ

Ａ

3　優れた芸術文化に触れる機会の充実
●幅広く芸術文化の振興・発展に取り組んできた基盤
を生かし、新たなファンを開拓してさらにすそ野を広
げ、芸術文化が息づくまちづくりを推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・H23は第14回県民文化祭として、スペシャルコンサートや市町村
連携コンサート、アウトリーチ事業、分野別フェスティバル、
もっとみんなで参加事業等を実施するなど、芸術文化のすそ野の
拡大を図った。
　H24は県民文化祭を国民文化祭特別協賛事業として国民文化祭と
一体的に実施し、県民の芸術文化活動の活性化等を図るととも
に、国民文化祭を盛り上げた。
　H25は全国初二度にわたる国民文化祭で得られた成果を未来に継
承するため、H24の国民文化祭の開催期間をメモリアル期間と位置
づけ、これに合わせて9月1日から12月14日までの105日間にわたり
事業を実施した。さらには、メイン事業として、和太鼓コンサー
トのほか、ロールケーキ試食を行ったり「阿波ういろ」や「三味
線餅つき」といったあわ文化を複合的に楽しむことで幅広い県民
の参画を促し、文化振興の裾野を広げるためのイベント「わわわ
フェスティバル」を実施した。
　H26はメイン事業として、フラメンコ公演を開催したほか、「分
野別フェスティバル」を文化団体とともに開催した。

＜事業の達成状況＞　◎

●音楽文化が息づくまちづくりを推進するため、徳島
に共感を持った音楽家で構成する「とくしま記念オー
ケストラ（とくしま国民文化祭記念管弦楽団）」を創
設し、コンサート等を開催します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・設立当初のH23は、第27回国民文化祭とくしま2012プレフェス
ティバル公演と市町村連携コンサートを東みよし町と美波町で実
施するとともに、新春コンサートと題して、勝浦町や日本赤十字
病院などでミニコンサートを開催した。H24は、第1回県定期演奏
会や総合フェスティバル、三好市をはじめとする6市町で市町村連
携コンサートを実施するとともに、中学校や病院、老人ホームな
どでミニコンサートを開催した。H25は、中学生・高校生を中心と
する若い世代にクラシック音楽に触れる期待を提供するオーケス
トラ公演～弦楽アンサンブル～の開催のほか、第2回県定期演奏
会、徳島ヴォルティスＪ１ホーム開幕戦記念演奏会、市町村連携
コンサートなどを実施した。H26は、みどりの愛護のつどいでの演
奏会をはじめ、列車内でのミニコンサートや合唱レッスンを行う
音楽事業、市町村連携コンサートやニューイヤーコンサートを実
施した。これらの取り組みにより、H26年度までの目標累計コン
サート開催数（23回）を超える49回を達成し、音楽文化のすそ野
の拡大を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

県民

○「とくしま記念オーケストラ（とくしま国民文化
祭記念管弦楽団）」の創設
      [23]創設

○コンサートの開催数（累計）
    [21] － →[26]23回

→推進 → → 県民83
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見
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（H24年）
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Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

85 推進 → → →

375回 400回 425回 650回 447回 556回 647回 711回 ◎

86 推進 → → →

382
万人

405
万人

427
万人

450
万人

379万人 398万人 414万人 434万人 ○

Ｃ

Ａ教育

○学校への芸術家等派遣回数（累計）
    [21] 282回 → [26] 650回

●博物館・近代美術館・鳥居龍蔵記念博物館の常設展
示や国立美術館巡回展等の魅力ある企画展の開催を通
じ、広く県内外に向けて文化・芸術の感動や体験の場
を提供します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・文化の森各館において、常設展・企画展を開催した。
企画展開催実績

　博物館｢人形･ひとがた-祈りから遊びまで-｣、｢描かれた地震｣、
｢ほねほねワールド｣、｢日本のわざと美｣、「天下の台所大坂と徳
島」、「エイリアン・スピーシーズ」、「いただきま～す　食の
生活史と自然誌」、「まんまるワールド　世界と四国の哺乳類」

　近代美術館｢あなたの心に手をさしのべて-森口ゆたか展｣、｢ス
ウィンギン・ロンドン 50's-60's｣、｢魅力発見!わたくしたちの美
術館｣、｢どうぶつ集まれ｣、｢墨と紙が生み出す美の世界｣、「〈遊
ぶ〉シュルレアリスム」、「戦後＠ニッポン展」、「西洋美術と
の出会い徳島の４人」、「三嶽伊佐のしごと」、「三宅克己　回
顧展」

　鳥居龍蔵記念博物館｢鳥居龍蔵が見た台湾｣、｢鳥居龍蔵の見た北
東アジア｣、｢鳥居龍蔵とアイヌ｣、「鳥居龍蔵の国内調査－沖縄・
南九州－」、「鳥居龍蔵の信州調査」

 博物館、美術館の専門性・創造性を活かした展示及びＰＲを各種
行うことで、県民をはじめ、県外客にも感動や体験の場を提供し
本県の魅力を高めた。

＜事業の達成状況＞ ○

教育

○博物館・近代美術館・鳥居龍蔵記念博物館入館者
数（累計）
    [21]335万人→[26]450万人

●児童生徒が身近に芸術文化に触れる機会を充実しま
す。

＜H23～26取組内容と成果＞
１文化庁　次代を担う子どもの芸術表現体験事業
　学校で一流の文化芸術団体による公演を行うなど、児童生徒の
発想力やコミュニケーション能力の育成を図ることができた。
　平成23年度は50回、平成24年度は66回、平成25年度は65回、平
成26年度は64回派遣した。

２学校文化教育活性化・プロデュース事業(24年度)
　学校における文化教育を活性化するため、「文化教育人材バン
ク」を創設し、児童生徒に出前授業を実施した。
　平成24年度は43件の派遣を実施した。

３ふるさと文化発信次世代創造事業（25年度）
　ふるさと徳島につながる伝統文化や文化財関係の方を学校に派
遣し、ふるさと文化を発信できる児童生徒の創造に努めた。
　平成25年度は26件実施した。

＜事業の達成状況＞　◎
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項
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Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

87 推進 → → →

1,500
回

1,750
回

2,000
回

2,250
回以上

1,515回 1,791回 2,056回 2,354回 ◎

年間40
回以上

年間40
回以上

年間40
回以上

年間40
回以上

48回 48回 47回 41回 ◎

Ａ

Ａ

→
●児童生徒を対象に、芸術文化分野での創作活動の支
援や伝統芸能分野での担い手育成を行うとともに、伝
統芸能の文化発信活動を支援します。

推進 →

（文化の森文化施設普及事業の各館開催回数）
＜H23～26取組内容と成果＞
　平成25年度までに累計2,056回の普及活動が実施され、最終年度
となる平成26年度においては、図書館10回、博物館120回、鳥居龍
蔵記念博物館10回、近代美術館53回、二十一世紀館36回、文書館
69回、計298回の普及活動が行われ、累計で2,354回となった。
・学芸員等の平素の調査研究の成果を十分に活かし，県民誰もが
参加できる歴史体験や観察会，鑑賞教室等の多様な機会を提供す
ることにより，あわ文化の理解や関心を高め，次代のあわ文化の
担い手を育成している。

（文学書道館の講座開催回数）
＜H23～26取組内容と成果＞
H23は48回(文学38回･書道10回)、H24は48回(文学37回･書道11
回)、H25は47回(文学39回･書道8回)、H26は41回(文学30回･書道11
回)の講座を開催するなど年間目標開催数を達成し、文学・書道に
対する県民の関心を高め、文化活動の促進を図った。

＜事業の達成状況＞◎

県民
・
教育

教育

4　文化の担い手づくり
●あわ文化や近現代の優れた芸術作品に直接触れあう
機会を設けるとともに、絵本の読み聞かせ講習や、史
跡巡り、ワークショップ、古文書解読等の事業によ
り、次代のあわ文化の担い手を育みます。

○文化の森文化施設普及事業の開催回数（累計）
    [21]986回→[26]2,250回以上

○文学書道館の講座開催回数
    [23]～　年間40回以上

→

＜H23～26取組内容と成果＞
１全国高等学校総合文化祭派遣事業
　平成23年度福島大会では，12部門に17校92名，平成24年度富山
大会では，16部門に19校132名，平成25年度長崎大会では，15部門
に128名，平成26年茨城大会では，15部門に18校136名を派遣し，
高校文化活動を支援した。

２近畿高等学校総合文化祭派遣事業
　平成23年度滋賀大会では，13部門に20校185名，平成24年度和歌
山大会では，12部門に20校146名，平成25年度三重大会では，16部
門に23校184名，平成26年度福井大会では，14部門に19校177名を
派遣し，文化活動を支援した。

３徳島県中学校合同作品展の開催
　県内全ての中学生を対象に，美術・書写作品を募集し，平成23
年度は1,200点，平成24年度は1,100点，平成25年度は1,000点，平
成26年度には800点を超える作品の展示をとおして，中学生相互の
文化交流と芸術文化活動の活性化に努めた。

４地域伝統芸能文化の継承
　伝統芸能分野については，関係諸団体の協力のもと，人形浄瑠
璃や藍染めなどの伝承につながる体験活動を3校を対象に実施し
た。
　あわっ子文化大使育成プロジェクトをとおして，あわ文化を発
信するリーダーとなる中学生を，平成25年度に31名，平成２６年
度に34名育成した。

・全国の仲間と交流を持つことで，芸術創作意欲を刺激し，徳島
の文化芸術の技術や質の向上に資することができた。

＜事業の達成状況＞　◎

88
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

89 推進 → → →

150人 160人 165人 170人 158人 170人 183人 177人 ◎

1－5　スポーツ王国とくしまづくり

90
策定・
推進

→ →

策定・
推進

審議・
検討

策定 推進 推進 ◎

Ａ

Ａ

Ａ→ → 県民

＜H23～26取組内容と成果＞
１　文化教育人材バンクの組織化

２　学校文化教育活性化・プロデュース事業を活用し、希望する
学校に人材を派遣した。

３　人材バンクを活用し、平成23年度は「学校文化教育活性化・
プロデュース事業」に104人、平成24年度は「ふるさと文化発信次
世代創造事業」に142人、平成25年度には「あわ文化共感発信事
業」に82人の講師を、希望する学校に派遣し、県内の文化財や伝
統文化に触れる機会を増やした。平成26年度は文化庁事業や学校
主催の「あわ文化」学習の際の講師選定に「人材バンク」を活用
することができた。

・児童生徒に地域の文化を実体験させることにより、あわ文化教
育を推進することができた。

＜事業の達成状況＞　◎

＜H23～26取組内容と成果＞
・全国大会等で優秀な成績をおさめた個人・団体を表彰するとと
もに、ポカリスエットスタジアムにその業績を讃える銘板を設置
した。

＜事業の達成状況＞　◎

教育

○「人材バンク」登録者数（累計）
      [21] － →[26]170人

1　スポーツの振興
●新たな「徳島県スポーツ推進計画」を策定し、着実
な推進を図ります。また、県民をはじめ、各市町村、
各スポーツ関係団体等の理解と協力を得て、「生涯ス
ポーツ」、「競技スポーツ」の振興、学校における体
育・スポーツの充実を図るとともに、スポーツを活か
した各種施策とのより一層の連携強化を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
・H23.7月に「スポーツ王国とくしま推進会議」を設立し、スポー
ツ関係団体の連携を強化するとともに、H23.6月公布の「スポーツ
基本法」、H24.3月策定の国の「スポーツ基本計画」を参考にしな
がら、「徳島県スポーツ推進審議会」での審議・検討、パブリッ
クコメントによる県民意見の聴取などにより、H25.3月に「徳島県
スポーツ推進計画」を策定し、目標の達成に向け各種事業を推進
した。

＜事業の達成状況＞　◎

県民

○新たな「徳島県スポーツ推進計画」の策定
    [24]策定・推進

推進

●文化遺産や芸術文化に関する「人材バンク」の登録
を推進するなど、ＯＵＲ文化教育の創造に取り組みま
す。

→
●「とくしまスポーツ憲章」に則り、全国大会等で優
秀な成績をおさめた個人・団体を表彰・褒賞するな
ど、県民スポーツの振興を図ります。
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35 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

92
創設・
推進

→ → →

創設 創設 推進 推進 推進 ◎

94 検討 → → →

7,500
人

8,000
人

8,500
人

9,000
人

10,250人 10,806人 11,306人 10,228人 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

商工
・

県土

県民

●徳島ヴォルティスのＪ１昇格を契機に、県民のス
ポーツへの関心を高めるとともに、「徳島」を全国に
発信し、県内外からの観光誘客を促進する取組を行
い、にぎわいの創出を図ります。また、スタジアム等
の施設の充実を進めます。

＜H23～26取組内容と成果＞
１　プロスポーツグループ招待の実施
　　（小中学生のホームゲームの招待）
　　（H23 328人　H24 144人　H25 190人　H26 3,182人）
２　プロスポーツＭＶＰ事業の実施
   （シーズンで最も印象に残った選手を表彰）
　　（H23 1,246人　H24 1,728人　H25 2,215人　H26 2,501人）
※参考
　　Ｊ１ジャンプアップ事業の実施
　　（アウェーゲームでの本県誘客イベントの実施）
　　（H23 2,507人　H24 5,778人　H25 5,200人）
３　H24まで：J1仕様（入場可能数15,000以上）を満たす
             スタジアムの改修を行った。
　　H25～26：バックスタンドの改修により、最大収容人員約2万
             人のスタジアムとなった。

＜事業の達成状況＞　◎

※H26年版では、徳島ヴォルティスJ1昇格に伴う文言修正を行って
いる。

→ →

○徳島ヴォルティスホームタウンデー等イベント参
加者数
    [21]4,470人→[26]9,000人

→

＜H23～26取組内容と成果＞
1 企業スポーツクラブ・大学運動部への合宿誘致
　・パンフレットによるPR（H23 211箇所）
  ・合宿専門誌によるPR（H24 2万部）
　・合宿専門誌（ホームページ）によるPR(H25,H26)
　・大学、旅行エージェント訪問（H24 6箇所 H25 6箇所 H26 6箇
所）
２スポーツ大会や合宿のホームページ等によるＰＲ
３スポーツ大会や合宿の問い合わせに対する、スポーツ施設や宿
泊施設と連携した、ワンストップサービスの実施
４誘致実績　H23:44件延べ11,794泊
　　　　　　H24:41件延べ17,298泊
            H25:45件延べ16,014泊
       　　 H26:39件延べ23,295泊

＜事業の達成状況＞　◎

商工

●創意工夫あふれるスポーツ振興を支援するため、
「スポーツ王国とくしま推進基金」を創設します。 ＜H23～26取組内容と成果＞

・宝くじ収益金等を活用した「スポーツ王国とくしま推進基金」
を創設し、子どもが気軽に楽しく参加できる体力測定や一流選手
とのふれあい事業を実施したほか、子どもの体力向上や競技力向
上等に向けた取り組みへの支援を行った。

＜事業の達成状況＞　◎
○スポーツ王国とくしま推進基金の創設
    [23]創設

2　プロスポーツ等を通じたにぎわいづくりの推進
●「徳島スポーツビレッジ」などのスポーツ施設や、
自然環境を活用して、スポーツ大会や合宿の誘致を進
めることで、スポーツを通じたにぎわいづくりを推進
します。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

95 推進 → → →

500人 600人 700人 800人 528人 958人 838人 882人 ◎

96 推進 → → →

4大会
以上

4大会
以上

4大会
以上

4大会
以上

5大会 5大会 5大会 7大会 ◎

97 推進 → → →

30位台 推進 推進 推進 46位 △

Ａ

Ａ

Ｃ

＜H23～26取組内容と成果＞
1 プロスポーツグループ招待事業の実施
　（H23/205人 H24/288人　H25/259人  H26/251人）
2 プロスポーツＭＶＰ事業の実施
　（四国４県の各チームから１名のチームMVPを表彰、
　　その中の１名を４県MVPとして表彰）
3 徳島インディゴソックス県民ふれあい月間事業
　（H23/323人 H24/859人 H25/667人 H26/741人）
※H26招待者数882人（1,3の合計：重複除く）
※H25招待者数838人（1,3の合計：重複除く）
※H24招待者数958人（1,3の合計：重複除く）

＜事業の達成状況＞　◎

3　競技力向上対策の推進
●県出身者が全国大会や国際大会で活躍ができるよ
う、ジュニア期から優れた素質を有する競技者を発掘
し、トップレベルの競技者へと育てる「一貫指導シス
テム」の構築と「トップ指導者の養成」を継続的に支
援します。また、競技スポーツの重点強化による成果
志向型の選手強化を図り、競技力の向上を進めます。

 ＜H23～26取組内容と成果＞
・中長期的展望に立った「一貫指導育成プログラム」を作成した
23競技団体への継続的な支援と、新規の競技団体への取組支援を
行った。
 また、強化対象競技の絞込みによる強化費の重点配分、国体天皇
杯順位向上に寄与する提案型の助成事業の実施などにより、成果
指向型の強化を図った。

＜事業の達成状況＞　〇

県民

 ○国民体育大会天皇杯順位
     [26]30位台

商工

○徳島インディゴソックスホームゲーム招待者数
    [21] － →[26]800人

●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）

＜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＞　◎

県民

○全国規模スポーツ大会の開催数
    [23]～[26]毎年4大会以上

●市町村等と連携協力し、プロスポーツを活用したス
タジアムのにぎわい創出や、本県を全国にＰＲする施
策を展開します。

37 



Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

98 推進 → → →

18団体
７

（団体・
個人）

８
（団体・
個人）

11
（団体・
個人）

20
（団体・
個人）

◎

5競技 3競技 △

99 整備
開校
整備

→ →

開校 整備 開校

第2体育
館、ﾄﾚｰﾆ
ﾝｸﾞ室完

成

合宿所の
完成

◎

100 推進 → → →

20
件/年

20
件/年

20
件/年

20
件/年

21件/年 20件/年 26件/年 23件/年 ◎

101 推進 → → →

7,000
人

7,800
人

8,600
人

9,500
人

7,271人 7,732人 8,640人 9,141人 ○

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

●「総合型地域スポーツクラブ」の創設・育成を支援
するとともに、スポーツを活用した健康づくりの体制
を整備し、みんなが楽しめる生涯スポーツの普及を図
ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
・市町村において創設されている総合型地域スポーツクラブに対
し人材養成、クラブ間のネットワークづくりなど多面的な支援を
行いクラブの機能強化を図ることで、地域の課題解決を図る取組
を行った。会員数はＨ２６目標を達成できなかったものの、年々
着実に増加している。
　また、各市町村における設置率も２２／２４(91.7%)で、全国平
均(78.2%)を大きく上回っている。

＜事業の達成状況＞　〇

県民

●平成24年度に開校する鳴門渦潮高校に本県初となる
体育科を設置し、本県スポーツの拠点校として、より
高度で質の高いスポーツ教育を行うために必要な施
設・設備の整備を図ります。

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成24年度に人工芝サッカー場及びクラブハウスが完成、平成
25年度に第2体育館と最新の｢トレーニング機器｣及び｢スポーツ科
学測定機器｣を整備するトレーニング場が完成、平成26年度には合
宿所が完成し、より高度なスポーツ活動や効果的な指導を行うこ
とができた。

＜事業の達成状況＞　◎

○総合型地域スポーツクラブの会員数
　 [21]5,456人→[26]9,500人

教育

○鳴門渦潮高校の設置
　 [24]開校

4　生涯スポーツの推進
●「する」「観る」「支える」など多様なスポーツへ
の取組を促進するため、「とくしまスポーツＳＨＯＷ
デー」推進事業による、誰もが楽しめるスポーツイベ
ントなどへの助成や情報発信などを行います。

＜H23～26取組内容と成果＞
・企業からの協賛金を活用し、県内で実施されるスポーツイベン
トを支援すると共に、「ファミスポＳＨＯＷカーニバル」を開催
し、誰もが身近にスポーツに親しめる環境を整えた。また、ポー
タルサイトの運営によるスポーツ情報の総合的な発信や全国大会
出場団体への応援グッズの貸出等、県民のスポーツ推進気運を盛
り上げた。

＜事業の達成状況＞　◎

県民

○イベント等助成数
    [23]～20件／年

●有力選手を特定の高校へ集め、指導体制を整備する
とともに、中学校、高校及び各競技団体等関係機関の
三者間での連携進化を進めるなど、競技力向上のため
の基盤強化を図ります。また、早い段階での有力選手
の発掘・育成を進めるため、活躍が期待できる競技を
選考した上で中学校段階での指導体制強化を図りま
す。

教育

○中学校トップスポーツ競技として指定する競技
　[21]0競技→ [26]5競技

○全国高等学校総合体育大会等の入賞（団体・個
人）数
　 [21]10団体→[26]18団体

＜H23～26取組内容と成果＞
・高校スポーツの競技力向上を目的に、平成23年度は23校32部、
平成24年度は21校31部、平成25年度は19校32部、平成26年度は18
校32部を、競技力向上スポーツ指定校として指定し、①遠征・合
宿等のための強化費の補助　②指導者の適性配置　③入学者選抜
の特色選抜で募集人員を定めることができる等により、指定校の
強化活動を支援した。
・中学校や各競技団体との連携を強化し、一貫した指導体制を作
り強化につなげた。さらに、指定校生以外の有望選手に対して
も、競技スポーツ重点強化対策事業として、遠征や強化合宿に参
加し強化を図るための活動支援をした。
・指定校として強化しているが、全国高等学校総合体育大会で行
われていない競技で、全国高等学校総合体育大会と同格の大会に
おいて、団体優勝をはじめ4つの入賞があった。

＜事業の達成状況＞　○

※平成２６年度版では数値目標の追加を行っている。
　　（中学校トップスポーツ競技として指定する競技）
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 評価 特記事項

委員意見

実績値
（H25年）

実績値
（H24年）

数値目標
の達成度

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年）

実績値
（H26年）

Ｈ23～26取組内容と成果・事業の達成状況 部局番号

102 推進 → → →

実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 ◎

104 推進 → → →

テニス
コート
エリア
整備完

了

整備 完了 ◎

ソフト
ボール
場の一
部供用

整備 整備 整備 一部供用 ◎

Ａ

Ａ

Ａ

●生涯スポーツの拠点づくりのため、県南等における
運動公園の整備を推進します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・南部健康運動公園
　H24：テニスコートエリアの整備完了。
・橘港小勝・後戸地区の緑地整備（スポーツ・レクリエーション
　振興ゾーン）
　H26：ソフトボール場の一部供用

＜事業の達成状況＞　◎

→

●健康や環境にも好影響をもたらす自転車を活用した
サイクルスポーツの普及を図る「とくしま自転車王国
創造プロジェクト」を推進し、余暇にスポーツを楽し
むきっかけを創出します。

＜H23～26取組内容と成果＞
・ライドイベントやミニガイドツーリング等を実施し、サイクル
スポーツの普及を図るとともに、公式サイクリングコース25コー
スのコースマップを再構成し、充実を図った。
また、県内のサイクルイベントを「自転車王国とくしま」として
ブランド化し、県内外に情報発信を行った。

＜事業の達成状況＞　◎

→

県土
○南部健康運動公園の整備
    [21]整備中→[24]テニスコートエリアの整備完
了

○橘港小勝・後戸地区の緑地整備（スポーツ・レク
リエーション振興ゾーン）
    [21]整備中→[26]ソフトボール場の一部供用

＜H23～26取組内容と成果＞
・平成24年度より毎年「スポーツ科学科」の生徒が中心となり、
子供たちのスポーツに対する興味・関心を育むために、地元の小
学生を対象とした「スポーツ教室」を開催している。
・平成26年度は、小学4年生と中学1年生の中から運動能力に優れ
た児童生徒を発掘し、将来有望な選手の育成を図った。
　また、総合大学校の講座として、広く県民を対象とした「ス
ポーツ健康科学講座」など４講座を開講し、生涯スポーツの振興
を図った。

＜事業の達成状況＞　◎

5　生涯スポーツの拠点づくり
●鳴門渦潮高校を本県スポーツの拠点校として、県体
育協会、各種競技団体、大学等との連携や、鳴門・大
塚スポーツパークの運動施設の活用などにより、体育
に関する講習会やスポーツ教室を開催するなど、県民
の生涯スポーツの振興を図ります。

推進

県民

○サイクルスポーツ普及イベントの開催
    [21]～実施
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