
頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

Ⅱ　基本姿勢 Ⅱ　基本姿勢

（２）「総合戦略」の推進 （２）「総合戦略」の推進

・　地方創生の事業展開に必要となる国の「地方創生関連交付金」をはじめとする支援「地方創生
版・三本の矢」を最大限活用するべく、「地方創生に関する徳島県連絡会議」の開催や、「カウン
ターパート方式」による連絡相談体制により、情報共有や連絡を密にするなど、きめ細やかな支援を
実施し、市町村との連携強化を図る。

・　「生産性革命」や「人づくり革命」、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」等に呼応した地方創
生の事業展開に必要となる国の「地方創生関連交付金」をはじめとする支援「地方創生版・三本の
矢」を最大限活用するべく、「地方創生に関する徳島県連絡会議」の開催や、「カウンターパート方
式」による連絡相談体制により、情報共有や連絡を密にするなど、きめ細やかな支援を実施し、市町
村との連携強化を図る。

【基本目標１】新しい人の流れづくり 【基本目標１】新しい人の流れづくり

（ア）住みたい・働きたい「とくしま回帰」の加速 （ア）住みたい・働きたい「とくしま回帰」の加速

①移住交流の推進 ①移住交流の推進

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　■移住者数：850人（80人） 　　■移住者数：1,600人（80人）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・とくしまで「住む」「働く」「繋がる」集落再生事業（H28当初、H29当初） 　・とくしまで「住む」「働く」「繋がる」集落再生事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・「とくしま回帰」住宅対策総合推進事業（H28当初、H29当初） 　・「とくしま回帰」住宅対策総合推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・「とくしま回帰人材」活用事業（H28当初、H29当初） 　・「とくしま回帰人材」活用事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・徳島阿波おどり空港賑わい創出事業（H28当初、H29当初） 　・徳島阿波おどり空港賑わい創出事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・二地域居住を加速する「デュアルスクール」実証事業（H29当初） 　・二地域居住を加速する「デュアルスクール」実証事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・世界へ発信「食と農の景勝地」魅力展開事業（H29当初）

　　　（　追　加　） 　・とくしまＩＪＵターン戦略強化事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「とくしま回帰」加速強化交付金（H30当初予定）

　　　（　追　加　）   ・抜け感・発揮！「ｖｓ東京」実践プロジェクト（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・進化する「新３Ｋ・建設産業」創生事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　）   ・ふるさと創生拠点ハイスクール推進事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・きてみるけ「四国の右下」右上がりスイッチオン！事業（H30当初予定）

②多様な人材環流 ②多様な人材環流

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　■とくしまジョブステーション等を活用した就職率：40.0％（35.1%） 　　■とくしまジョブステーションに相談のあった求職者の就職率：40.0％（35.1%）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・とくしまジョブステーション運営費（H28当初、H29当初） 　・とくしまジョブステーション運営費（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・「ゆかりの徳島」回帰推進事業（H28当初、H29当初） 　・「ゆかりの徳島」回帰推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・人材還流促進事業（Ｈ29当初） 　・人材還流促進事業（Ｈ29当初、H30当初予定）

　・プロフェッショナル人材確保支援費（Ｈ29当初） 　・プロフェッショナル人材確保支援費（Ｈ29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・プロフェッショナル人材フラグシップモデル事業（H29.6月補正）

　　　（　追　加　） 　・事業承継ネットワーク強化事業（H30当初予定）

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

（具体的な事業）
を追加
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教育
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を追加
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状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正
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頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

③農林水産業にチャレンジする新規就業者の拡大 ③農林水産業にチャレンジする新規就業者の拡大

　＜農業＞ 　＜農業＞

・　本県への移住や定住による農業の担い手の確保・定着を図るため、就農希望者に対する現地見学
ツアーの開催、就農実践研修時の所得支援、農地・農業用機械・住居等に関する情報を収集し希望者
に提供する体制の構築を行う。

・　本県への移住や定住による農業の担い手の確保・定着を図るため、就農希望者に対する現地見学
ツアーの開催、農業法人等が実施する実践的な技術研修支援、農地・農業用機械・住居等に関する情
報を収集し希望者に提供する体制の構築を行う。

　＜林業＞ 　＜林業＞

・　「新次元林業プロジェクト」による県産材の増産を図るため、即戦力となる林業技術者を育成す
る「とくしま林業アカデミー」を平成２８年度に開講し、１年間の就業研修を行うことにより、経験
の無い若者やＵＩＪターン者の新規就業を容易にすることで、増産の中核となる人材の確保を推進す
る。

・　「新次元林業プロジェクト」による県産材の増産を図るため、即戦力となる林業技術者を育成す
る「とくしま林業アカデミー」において１年間の就業研修を行うことにより、経験の無い若者やＵＩ
Ｊターン者の新規就業を容易にすることで、増産の中核となる人材の確保を推進する。

・　豊富な森林資源の利用と森林の適正な管理を担う人材の育成・確保を図るため、県有林を活用
し、次代を担う高校生や大学生等の体験林「フォレストキャンパス」を創設し、新規就業者の裾野の
拡大を推進する。

・　豊富な森林資源の利用と森林の適正な管理を担う人材の育成・確保を図るため、県有林を活用
し、次代を担う高校生や大学生等の体験林「フォレストキャンパス」を活用し、新規就業者の裾野の
拡大を推進する。

　＜水産業＞ 　＜水産業＞

・　次代を担う漁業者の育成・確保を図るため、「徳島県漁業人材育成プログラム」に基づく研修や
実習を実施するとともに、新規就業者の生活支援のための給付金事業をモデル的に実施する。

・　次代を担う漁業者の育成・確保を図るため、「徳島県漁業人材育成プログラム」に基づく研修や
実習を実施するとともに、新規就業者の定着を支援する漁協への助成を行う事業を国に先駆けて実施
する。

・　「とくしま漁業就業マッチングセンター」を開設し、就業希望者と漁協とのマッチングを集中的
に行うとともに、誰もが漁業を学ぶことができる「とくしま漁業アカデミー」を平成２９年度に開講
する。

・　「とくしま漁業就業マッチングセンター」を開設し、就業希望者と漁協とのマッチングを集中的
に行うとともに、誰もが漁業を学ぶことができる「とくしま漁業アカデミー」を平成２９年度に開講
し、漁業の現場で活躍出来る即戦力となる人材を育成する。

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・主伐スペシャリスト育成事業（H28当初） 　・主伐スペシャリスト育成事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・漁業人材確保・育成事業（H28当初、H29当初） 　・漁業人材確保・育成事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・とくしま林業アカデミー事業（H28当初、H29当初） 　・とくしま林業アカデミー事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・「フォレストキャンパス」活用事業（H28当初、H29当初） 　・「フォレストキャンパス」活用事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・林業技術者育成対策事業（H28当初、H29当初） 　・林業技術者育成対策事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・農業人材育成推進事業（H28.2月補正） 　・農業人材育成プロジェクト推進事業（H28.2月補正）

　・次代を担う農業人材・経営体育成事業（H29当初） 　・次代を担う農業人材・経営体育成事業（H29当初､H30当初予定）

　・農業人材力強化総合支援事業（H29当初） 　・農業人材力強化総合支援事業（H29当初､H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・山の仕事師パワーアップ事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・漁業担い手対策総合支援加速化事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・地域力を結集！丹生谷再生プロジェクト事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・あなんから創造する未来の農業づくり事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・きゅうりタウン構想”パワーアップ（強化）”事業（H30当初予定）

【基本目標１】新しい人の流れづくり 【基本目標１】新しい人の流れづくり

（イ）「とくしま回帰」を呼び込む拠点機能の強化 （イ）「とくしま回帰」を呼び込む拠点機能の強化

①企業の本社機能の誘致 ①企業の本社機能の誘致

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・企業立地促進事業費補助金（H28当初、H29当初） 　・企業立地促進事業費補助金（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・戦略的企業誘致強化事業（H29当初） 　・戦略的企業誘致強化事業（H29当初、H30当初予定）

９

（具体的な事業）
を追加

（具体的な事業）
を追加

７
－
９

農林
南部

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

商工
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頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

②政府関係機関の地方移転を推進 ②政府関係機関の地方移転を推進

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

・　平成２８年９月１日に国が決定した「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組」に明記さ
れ、徳島県に平成２９年度開設される「消費者行政新未来創造オフィス（仮称）」の機能が存分に発
揮できるよう、受入環境整備から活動に至るまで、挙県一致で全面的にサポートする。

・　平成２８年９月１日に国が決定した「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について」に
明記され、徳島県に平成２９年７月２４日開設された「消費者行政新未来創造オフィス」の活動を挙
県一致で全面的にサポートする。

・　併せて、「東京一極集中の是正、ひいては日本創成の突破口を徳島から」との認識のもと、消費
者目線・現場主義に立ち、「新次元の消費者行政・消費者教育」を展開するとともに、新オフィス設
置という好機を活かした「働き方改革」の実現や「企業の本社機能移転」の促進につなげていく。

・　併せて、「東京一極集中の是正、ひいては日本創成の突破口を徳島から」との認識のもと、関係
機関等とネットワークを構築し、消費者目線・現場主義に立った、「新次元の消費者行政・消費者教
育」を展開、その成果を全国へ発信するとともに、新オフィス設置という好機を活かした「働き方改
革」の実現や「企業の本社機能移転」の促進につなげていく。

・　このような取組みを県を挙げて、戦略的に展開することにより、国の「３年後の検証・見直し」
において、「消費者庁、消費者委員会、国民生活センター」の「徳島への全面移転の実現」を図る。

・　このような取組みを県を挙げて、戦略的に展開することにより、国の「３年後の検証・見直し」
において、「消費者庁、消費者委員会、（独）国民生活センター」の「徳島への全面移転の実現」を
図る。

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　　（　追　加　） 　　■とくしま｢消費者教育人材バンク｣登録実施団体数：40団体（－）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　　　（　追　加　） 　・「一歩先の未来」実証フィールド実感！本社機能移転促進事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・徳島発！「新未来創造プロジェクト」全国展開事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・新次元の消費者教育推進事業（H30当初予定）

③サテライトオフィスのさらなる展開 ③サテライトオフィスのさらなる展開

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　■集落再生につながる取組みの創出事例数（５か年の累計）：22事例（ー） 　　■集落再生につながる取組みの創出事例数（５か年の累計）：30事例（ー）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・とくしまで「住む」「働く」「繋がる」集落再生事業（H28当初、Ｈ29当初） 　・とくしまで「住む」「働く」「繋がる」集落再生事業（H28当初、Ｈ29当初、H30当初予定）

　・サテライトオフィス新次元展開事業（H29当初） 　・サテライトオフィス新次元展開事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・集落再生「とくしまモデル」拡散事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「とくしま回帰」加速強化交付金（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・働き方改革推進事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・きてみるけ「四国の右下」右上がりスイッチオン！事業（H30当初予定）

【基本目標１】新しい人の流れづくり 【基本目標１】新しい人の流れづくり

（ウ）若者の「とくしま回帰」を生み出す大学等の活性化 （ウ）若者の「とくしま回帰」を生み出す大学等の活性化

①大学と地域の連携による「知のフィールド」の拡大 ①大学と地域の連携による「知のフィールド」の拡大

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　　　（　追　加　） 　・大学連携・地域人材育成事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・きてみるけ「四国の右下」右上がりスイッチオン！事業（H30当初予定）

②若者の地元定着促進 ②若者の地元定着促進

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

・　県内へのＵＩＪターン就職を促進するため、本県からの進学者が多い関西圏の大学（就職支援協
定締結大学：H28・10大学）の学生や、東京圏在住の大学生と、県内企業等のインターンシップの促
進を図る。

・　県内へのＵＩＪターン就職を促進するため、本県からの進学者が多い関西圏をはじめとする県外
の大学（就職支援協定締結大学：H29・11大学）の学生や、東京圏在住の大学生と、県内企業等のイ
ンターンシップの促進を図る。

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業（H28当初、H29当初） 　・「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・地方創生インターンシップ推進事業（H29当初） 　・地方創生インターンシップ推進事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・阿波のきずなライフプロジェクト（H30当初予定）

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

10
-
11

11

12

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

（具体的な事業）
を追加 政策

南部

（具体的な事業）
を追加 政策

南部

（具体的な事業）
を追加

政策
商工

（具体的な事業）
を追加

９
-
10

危機
政策
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頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

【基本目標２】地域における仕事づくり 【基本目標２】地域における仕事づくり

《基本的方向》 《基本的方向》

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

○　「訪日外国人４０００万人時代」に向けた誘客を図るため、三大国際スポーツ大会※　を見据え
た情報発信や、Ｗｉ-Ｆｉ環境や多言語表記の整備、地域資源を活用したストーリー性のある観光
ルート・メニューづくり、世界遺産登録を目指した取組みなどにより、戦略的な観光誘客を推進す
る。

○　「訪日外国人４０００万人時代」に向けた誘客を図るため、４大国際スポーツ大会※　を見据え
た情報発信や、Ｗｉ-Ｆｉ環境や多言語表記の整備、地域資源を活用したストーリー性のある観光
ルート・メニューづくり、世界遺産登録を目指した取組みなどにより、戦略的な観光誘客を推進す
る。

　　　（　追　加　） 　※２０１８年開催予定「ウェイクボード世界選手権大会２０１８」

　※２０１９年開催予定「ラグビーワールドカップ２０１９」 　　２０１９年開催予定「ラグビーワールドカップ２０１９」

　　２０２０年開催予定「東京オリンピック・パラリンピック」 　　２０２０年開催予定「東京オリンピック・パラリンピック」

　　２０２１年開催予定「関西ワールドマスターズゲームズ２０２１」 　　２０２１年開催予定「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」

【基本目標２】地域における仕事づくり 【基本目標２】地域における仕事づくり

（ア）地域産業の未来に向けた競争力の強化 （ア）地域産業の未来に向けた競争力の強化

①「２つの光＋α」がリードする地域イノベーションの加速 ①「２つの光＋α」がリードする地域イノベーションの加速

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　■情報通信関連企業（コールセンター、データセンター等）の集積数：40事業所（18事業所） 　　■情報通信関連企業（コールセンター、データセンター等）の集積数：45事業所（18事業所）

　　■ＬＥＤ新製品開発支援件数（累計）：155件（52件） 　　■ＬＥＤ新製品開発支援件数（累計）：175件（52件）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・情報通信関連事業立地促進費補助金（H28当初、H29当初） 　・情報通信関連事業立地促進費補助金（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・ＬＥＤ応用製品普及加速化事業（H28当初、H29当初） 　・ＬＥＤ応用製品普及加速化事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・健康・医療クラスターステージアップ事業（H28当初、H29当初） 　・健康・医療クラスターステージアップ事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・ＬＥＤバレイ徳島・ワールドステージ推進事業（H28当初、H29当初） 　・ＬＥＤバレイ徳島・ワールドステージ推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・徳島型ヘルスケア産業創出モデル事業（H28当初、H29当初） 　・徳島型ヘルスケア産業創出モデル事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・戦略的企業誘致強化事業（H29当初） 　・戦略的企業誘致強化事業（H29当初、H30当初予定）

　・ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金（H29当初） 　・ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金（H29当初、H30当初予定）

　・高機能素材関連産業創出事業（H29当初） 　・高機能素材関連産業創出事業（H29当初、H30当初予定）

　・農工商連携スマートものづくり推進事業（H29当初） 　・農工商連携スマートものづくり推進事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・とくしまＩｏＴ・ＡＩ等利活用推進事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・地域ＩｏＴ実装のための基盤整備事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・クリエイティブ産業育成プロジェクト事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「藍×ＬＥＤ」ブルーとくしま創生事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・ＡＩ・ロボット新未来創生事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「農福連携とくしまモデル」構築事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・新価値創造！データ活用普及・促進事業（H30当初予定）

②企業の成長ステージに応じた切れ目のない支援 ②企業の成長ステージに応じた切れ目のない支援

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・にし阿波・地域連携ビジネス創出支援事業（H28当初、H29当初） 　・にし阿波・地域連携ビジネス創出支援事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・創業促進・あったかビジネス支援事業（H28当初、H29当初） 　・創業促進・あったかビジネス支援事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・「とくしま県産品振興戦略」推進事業（H28当初、H29当初） 　・「とくしま県産品振興戦略」推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・世界へ飛躍！県内企業グローバル展開支援事業（H28当初、H29当初） 　・世界へ飛躍！県内企業グローバル展開支援事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・とくしま経営塾「平成長久館」事業（H28当初、H29当初） 　・とくしま経営塾「平成長久館」事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・中小企業の「稼ぐ力」サポート事業（H28当初、H29当初） 　・中小企業の「稼ぐ力」サポート事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

商工
西部

13 県民

政策
商工
農林

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

（具体的な事業）
を追加

（具体的な事業）
を追加

14
-
15

16

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧
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頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

　・ものづくり企業海外展開支援事業（H29当初） 　・ものづくり企業海外展開支援事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・とくしまアンテナショップ総合戦略事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・とくしま県産品振興総合支援事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「阿波藍」魅力創造発信プロジェクト（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・事業承継ネットワーク強化事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・企業変革パッケージ支援事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・香港市場新規チャレンジ企業支援事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・にし阿波型テレワーク強化発信事業（H30当初予定）

③もうかる農林水産業の推進 ③もうかる農林水産業の推進

　＜農業＞ 　＜農業＞

・　新規就農者を含む担い手への農地集積の加速化を図るため、基盤整備の実施や農地中間管理機構
を活用した「徳島版農地集積モデル」の構築により、効率的な農地利用を促進する。

・　新規就農者を含む担い手に農地を集積し、生産性の向上や農業経営の安定化につなげるため、農
地中間管理機構を活用した農地集積や基盤整備の実施により、農地利用の効率化・高度化を促進す
る。

　＜林業＞ 　＜林業＞

・　県産材の生産量・消費量の拡大を図るため、川上では、本県の地形に適した主伐生産システムの
構築や先進林業機械の導入に加え、新規事業体の起業を促進するための「とくしま林業機械サポート
センター」を創設し、川下では、建築分野と連携した「木造建築学校」の開講や、県内各地での「す
ぎの子木育広場」の設置を推進する。

・　県産材の生産量・消費量の拡大を図るため、川上では、本県の地形に適した主伐生産システムの
構築や先進林業機械の導入に加え、新規事業体の起業を促進するための「とくしま林業機械サポート
センター」や、川下では、建築分野と連携した「木造建築学校」、県内各地での「すぎの子木育広
場」の設置・活用を推進する。

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　　（　追　加　） 　　■農水省ＧＡＰガイドライン準拠以上の認定件数：40件（14件）

　　■県産米輸出数量：75トン（34トン） 　　■県産米輸出数量：78トン（34トン）

　　　（　追　加　） 　　■県有和牛雄牛を用いた人工受精頭数：30頭（ー）

　　　（　追　加　） 　　■「徳島発・次世代技術」創造数：71件（42件）

　　　（　追　加　） 　　■「Turn Table(ｖｓ東京「とくしまﾌﾞﾗﾝﾄﾞｷﾞｬﾗﾘｰ)」での販売総売上額：2.0億円（ー）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・規模拡大による「もうかる農業」サポート事業（H28当初、H29当初） 　・規模拡大による「もうかる農業」サポート事業（H28当初、H29当初､H30当初予定）

　・県産材増産強化支援事業（H28当初、H29当初） 　・県産材増産強化支援事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・農林水産オープンイノベーション推進事業（H28当初、H28.2月補正、H29当初） 　・農林水産オープンイノベーション推進事業（H28当初、H28.2月補正、H29当初、H30当初予定）

　・チャレンジ産地構造改革事業（H28当初、H29当初） 　・チャレンジ産地構造改革事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・明日の畜産後継者！技術向上プラスワン事業（H28当初） 　・明日の畜産後継者！技術向上プラスワン事業（H28当初、H30当初予定）

　・広域営農団地農道整備事業（H28当初、H29当初） 　・広域営農団地農道整備事業（H28当初、H29当初、Ｈ30当初予定）

　・森林基盤整備事業（H28当初、H29当初） 　・森林基盤整備事業（H28当初、H29当初、Ｈ30当初予定）

　・水域環境保全創造事業費（藻場）（H28当初） 　・水域環境保全創造事業費（藻場）（H28当初､H29当初､H30当初予定）

　・とくしま海岸漂着物等地域対策推進事業（H28当初） 　・とくしま海岸漂着物等地域対策推進事業（H28当初、H29当初）

　・とくしま木づかい運動推進事業（H28当初、H29当初） 　・とくしま木づかい運動推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・農林水産物の増産や販売力強化を支える研究開発事業 （H28当初、H29当初） 　・農林水産物の増産や販売力強化を支える研究開発事業 （H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・農山漁村未来創造事業（H28当初、H29当初） 　・農山漁村未来創造事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・県産材生産・供給システム推進事業（H28当初、H29当初） 　・県産材生産・供給システム推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・森林環境保全整備事業（H28当初、H29当初） 　・森林環境保全整備事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・県単独林業生産等支援事業（H28当初、H29当初） 　・県単独林業生産等支援事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・林業機械サポートセンター事業（H28当初、H29当初） 　・林業機械サポートセンター事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

16
商工
西部

（具体的な事業）
を追加

17
-
19

農林

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

（具体的な事業）
を追加

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正
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頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

　・とくしまブランド産地リノベーション事業（H29当初） 　・とくしまブランド産地リノベーション事業（H29当初、H30当初予定）

　・Turn Table（とくしまブランドギャラリー）魅力発信事業（H29当初） 　・Turn Table（とくしまブランドギャラリー）魅力発信事業（H29当初、H30当初予定）

　・「とくしまブランド推進機構」展開事業（H29当初） 　・「とくしまブランド推進機構」展開事業（H29当初、H30当初予定）

　・もっと木にして子育て支援事業（H29当初） 　・もっと木にして子育て支援事業（H29当初、H30当初予定）

　・新次元県産材需要拡大事業（H29当初） 　・新次元県産材需要拡大事業（H29当初、H30当初予定）

　・徳島すぎブランドエージェント活動推進モデル事業（H29当初） 　・徳島すぎブランドエージェント活動推進モデル事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・ブランド産品生産拡大拠点整備事業（H29.2月補正予定）

　　　（　追　加　） 　・「阿波牛」生産性・所得向上プロジェクト事業（H29.2月補正予定）

　　　（　追　加　） 　・県産材新用途開発研究拠点整備事業（H29.2月補正予定）

　　　（　追　加　） 　・「阿波尾鶏」ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰダブル認証取得支援事業（H29.9月補正）

　　　（　追　加　） 　・農業経営確立支援事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・大きな木づかい「徳島すぎ」ブランドアップ事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・コメ売り込“一粒万倍”事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・戦略作物生産拡大支援事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・とくしまスマートアグリ推進事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・農林水産業参入企業立地加速化事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・進化する・とくしまブランド戦略事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・阿波ふうど機動力発揮ブランディング事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・阿波ふうど「空飛ぶ」ブランド創出モデル事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・みんなが主役！東京オリパラ「阿波ふうど」でおもてなし事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・学ぼう！選ぼう！とくしまエシカル農産物消費拡大推進事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・農産ＧＡＰ拡大推進加速化事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・"一歩先行く阿波の畜産"ＧＡＰ＆ＨＡＣＣＰチャレンジ加速事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・水産エコラベル認証取得促進事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・とくしまの活鱧ブランド力向上事業（H30当初予定）

④６次産業化・とくしまブランド海外展開の推進 ④６次産業化・とくしまブランド海外展開の推進

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・６次産業化実践教育ステップアップ事業（H29当初） 　・６次産業化実践教育ステップアップ事業（H29当初、H30当初予定）

　・「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」推進事業（H29当初） 　・「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」推進事業（H29当初、H30当初予定）

　・木になる海外販売実践モデル事業（H29当初） 　・木になる海外販売実践モデル事業（H29当初、H30当初予定）

　・田舎で稼ぐ「もうかる農業」サポート事業（H29当初）

　　　（　追　加　） 　・バリューチェーン構築サポート事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・徳島県食料産業・６次産業化交付金事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・藍・食藍総合推進事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・みんなが主役！東京オリパラ「阿波ふうど」でおもてなし事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・学ぼう！選ぼう！とくしまエシカル農産物消費拡大推進事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・農産ＧＡＰ拡大推進加速化事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・地域力を結集！丹生谷再生プロジェクト事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・６次産業化商品の販路開拓協働事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「阿波地美栄」新時代創生事業（H30当初予定）

19
-
20

農林

（具体的な事業）
を追加

21
-
22

（具体的な事業）
を追加

農林
南部
教育
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頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

【基本目標２】地域における仕事づくり 【基本目標２】地域における仕事づくり

（イ）戦略的な観光誘客の推進 （イ）戦略的な観光誘客の推進

①「訪日外国人４０００万人時代」に向けた取組み ①「訪日外国人４０００万人時代」に向けた取組み

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

・　２０１９年の「ラグビーワールドカップ２０１９」及び２０２０年の「東京オリンピック・パラ
リンピック」のキャンプ地誘致、「関西ワールドマスターズゲームズ２０２１」の開催準備を進め、
スポーツを通じた交流拡大を図る。

・　２０１８年の「ウェイクボード世界選手権大会２０１８」の開催、２０１９年の「ラグビーワー
ルドカップ２０１９」及び２０２０年の「東京オリンピック・パラリンピック」のキャンプ地誘致、
「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」の開催準備を進め、スポーツを通じた交流拡大を図
る。

・　「東京オリンピック・パラリンピック」を見据え、「阿波藍」「阿波人形浄瑠璃」「阿波おど
り」「ベートーヴェン第九」の「あわ文化」四大モチーフ及びクラシック・ジャズ・邦楽など、音楽
文化が息づくまちづくりの成果を生かした、徳島ならではの「文化プログラム」を創造し、関西が一
体となって取り組む「関西文化プログラム」の一つとして展開することで、関西広域連合の文化施策
を牽引するとともに、交流人口の増加に取り組む。

・　「東京オリンピック・パラリンピック」を見据え、「阿波藍」「阿波人形浄瑠璃」「阿波おど
り」「ベートーヴェン「第九」」の「あわ文化４大モチーフ」及び「クラシック」・「ジャズ」・
「邦楽」の「あわ三大音楽」を柱に据え、徳島の強みを活かした「文化プログラム」を創造し、関西
が一体となって取り組む「関西文化プログラム」の一つとして展開することで、関西広域連合の文化
施策　　　　　を牽引するとともに、交流人口の増加に取り組む。

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　　（　追　加　） 　　■札所寺院の国史跡追加指定に向けた意見具申：２カ寺（－）

　　■関西での外国人延べ宿泊数：3,700万人（793万人） 　　■関西での外国人延べ宿泊者数：3,700万人（793万人）

　　　（　追　加　） 　　■クルーズ来県者数：17,000人（2,800人）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進事業（H28当初、H29当初） 　・「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・コンベンション誘致促進事業（H28当初、H29当初） 　・コンベンション誘致促進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・ｖｓ東京「おどる宝島！とくしま」キャンペーン事業（H28当初、H29当初） 　・ｖｓ東京「おどる宝島！とくしま」キャンペーン事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」ブランド化促進事業（H28当初、H29当初） 　・「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」ブランド化促進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・周遊促進！徳島観光すいすい事業（H29当初） 　・周遊促進！徳島観光すいすい事業（H29当初、H30当初予定）

　・めざせ新ゴールデンルート！とくしまインバウンド強化事業（H29当初） 　・めざせ新ゴールデンルート！とくしまインバウンド強化事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「にし阿波・桃源郷」魅力アップ事業（H30当初予定）

　・ユネスコ「世界の記憶」（記憶遺産）チャレンジプロジェクト（Ｈ29当初） 　・ユネスコ「世界の記憶」（記憶遺産）チャレンジプロジェクト（Ｈ29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・ＡＩ活用！民泊普及推進事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・阿波人形浄瑠璃魅力発信事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・阿波藍・四季折々体感事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・国際スポーツ大会推進体制強化事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・国際スポーツ大会キャンプ地誘致等推進事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・ワールドマスターズゲームズ２０２１関西開催準備事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・千客万来！「オール徳島」観光誘客プロモーション事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・阿波ＡＩナビゲイト！観光サイト強化事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「GO!GO!すだちくんPASS」アプリ創造事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・歓迎徳島！外国人誘客促進事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・国際スポーツ大会「おもてなし」機運醸成事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「ジャポニスム２０１８」出展事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・クルーズ客船寄港拡大おもてなし事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・世界につながる航空ネットワークプロジェクト（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・徳島から海外へ！アウトバウンド強化事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・地域公共交通インバウンド対策支援事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「四国の右下」観光誘客ジャンプアップ事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・西部健康防災公園オープン記念事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「ふるさとの文化」を活かした、まちづくりプロジェクト（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・ようこそ「すだちくんテラス」ステージアップ事業（H30当初予定）

（具体的な事業）
を追加

22
-
25

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

政策
県民
商工
県土
南部
西部
監察
教育

－ 7 －



頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

②「ひと」が集う大規模イベントの拡大 ②「ひと」が集う大規模イベントの拡大

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

・　本県の共通コンセプト「ｖｓ東京」の実行に向け、世界の映像クリエイターにとって魅力のある
地域となることを目指した「実践の場」として、「徳島国際短編映画祭」を開催する。

・　本県の共通コンセプト「ｖｓ東京」の実行に向け、世界の映像クリエイターにとって魅力のある
地域となることを目指した「実践の場」として、「徳島国際映画祭」を開催する。

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・とくしまマラソン支援事業（H28当初、H28.11月補正） 　・とくしまマラソン支援事業（H28当初、H28.11月補正、H29.9月補正）

　・「マチ★アソビ」海外情報発信事業（H29当初） 　・「マチ★アソビ」海外情報発信事業（H29当初、H30当初予定）

　・阿波おどり「春夏秋冬エキサイティング」事業（H29当初） 　・阿波おどり「春夏秋冬エキサイティング」事業（H29当初、H30当初予定）

　・とくしまイメージパワーアップ事業（H29当初） 　・とくしまイメージパワーアップ事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・とくしまマラソン・ランナーズオアシス事業（H29.9月補正）

　　　（　追　加　） 　・抜け感・発揮！「ｖｓ東京」実践プロジェクト（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・ウェイクボード世界選手権大会開催事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「アニメ聖地とくしま」にぎわい創出事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「新生・野外劇場」活用事業（H30当初予定）

【基本目標２】地域における仕事づくり 【基本目標２】地域における仕事づくり

（ウ）地域産業の飛躍を支える人づくり （ウ）地域産業の飛躍を支える人づくり

①次代を支え未来を拓く産業人材の育成 ①次代を支え未来を拓く産業人材の育成

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・とくしま科学技術アカデミーステップアップ事業（H29当初） 　・とくしま科学技術アカデミーステップアップ事業（H29当初、H30当初予定）

　・民間を活用した訓練事業（H29当初） 　・民間を活用した訓練事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・産学官連携によるグローカル人材育成事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「新未来創生キャンパス（仮称）」創造加速化事業（H30当初予定）

②地域を支える産業人材の育成 ②地域を支える産業人材の育成

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　　　（　追　加　） 　・ＩＣＴ（愛して）とくしまイノベーション人材育成事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・めざせマイスター育成事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・進化する「新３K・建設産業」創生事業（H30当初予定）

（具体的な事業）
を追加

政策
商工
教育

25
-
26

27

28

（具体的な事業）
を追加

政策
商工
県土

政策
商工
県土

（具体的な事業）
を追加

－ 8 －



頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

【基本目標３】結婚・出産・子育ての環境づくり 【基本目標３】結婚・出産・子育ての環境づくり

（ア）ライフステージに応じた切れ目ない支援の強化 （ア）ライフステージに応じた切れ目ない支援の強化

①若い世代の結婚の希望をかなえる ①若い世代の結婚の希望をかなえる

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　■男女の出逢いの場等におけるカップル成立数：200組（ー） 　　■男女の出逢いの場等におけるカップル成立数：280組（ー）

　　■婚活支援応援企業・団体登録数：230社（ー） 　　■婚活支援応援企業・団体登録数：300社（ー）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　　　（　追　加　） 　・とくしま結婚支援プロジェクト加速化事業（H30当初予定）

②出産・子育てを応援する ②出産・子育てを応援する

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

・　多子世帯における経済的負担を軽減するため、１８歳未満の子どもが３人以上いる世帯におい
て、第３子以降の子どもに係る保育所、認定こども園及び幼稚園に係る保育料について、無料化に取
り組む市町村を支援する。

・　多子世帯における経済的負担を軽減するため、１８歳未満の子どもが３人以上いる世帯におい
て、第３子以降の子どもに係る保育所、認定こども園、幼稚園及び認可外保育施設に係る保育料につ
いて、無料化に取り組む市町村を支援する。

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　■周産期死亡率：４.４（出生千対）より減少（対H25年度比） 　　■周産期死亡率：４.４（出産千対）より減少（対H25年度比）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・阿波っ子はぐくみ保育料助成事業（H28当初、H29当初） 　・阿波っ子はぐくみ保育料助成事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・子ども・子育て支援新制度推進交付金事業（H28当初） 　・子ども・子育て支援新制度推進交付金事業（H28当初、H30当初予定）

　・こうのとり応援事業（H28当初） 　・こうのとり応援事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

③世代を超え地域で支える子育て社会の実現 ③世代を超え地域で支える子育て社会の実現

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

国が定める「待機児童解消加速化プラン」に基づき、平成２９年度末までに待機児童を解消するた
め、市町村における保育の受け皿確保のための施設整備を支援する。

・　遅くとも平成３２年度末までに全国の待機児童を解消するために国が定めた「子育て安心プラ
ン」に基づき、平成３０年度以降においても待機児童ゼロを目指し、市町村における保育の受け皿確
保のための施設整備を支援する。

・　保育士・子育て支援員等の人材確保を図るため、「保育士・保育所支援センター」を設置し、潜
在保育士の再就職等を支援するとともに、「子育て支援員」の認定研修を実施するなど、取組みを強
化する。

・　保育士・子育て支援員等の人材確保を図るため、「保育士・保育所支援センター」を設置し、潜
在保育士の再就職等を支援するとともに、「子育て支援員」の認定研修を実施するほか、子育て支援
員の保育補助者としての雇用促進に取り組む市町村を支援するなど、取組みを強化する。

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　■認定こども園設置数：43箇所（６箇所） 　　■認定こども園設置数：61箇所（６箇所）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・放課後子ども総合プラン推進事業（H28当初、H29当初） 　・放課後子ども総合プラン推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・保育人材確保等推進事業（H28当初、H29当初） 　・保育人材確保等推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・子ども・子育て支援新制度推進交付金事業（H28当初、H29当初） 　・子ども・子育て支援新制度推進交付金事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・認定こども園整備事業費補助金（H28当初、H29当初） 　・認定こども園整備事業費補助金（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・保育士修学資金等貸付事業（H28当初） 　・保育士修学資金等貸付事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・地域子育て総合支援交付金事業（H28当初，H29当初） 　・地域子育て総合支援交付金事業（H28当初，H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・保育提供体制緊急確保事業（H30当初予定）

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

（具体的な事業）
を追加

県民

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

（具体的な事業）
を追加

県民
保健

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

（具体的な事業）
を追加

県民

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

30

31

31
-
32
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頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

【基本目標３】結婚・出産・子育ての環境づくり 【基本目標３】結婚・出産・子育ての環境づくり

（イ）若い世代の正規雇用のさらなる拡大 （イ）若い世代の正規雇用のさらなる拡大

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　■とくしまジョブステーション等を活用した就職率：40.0%（35.1%） 　　■とくしまジョブステーションに相談のあった求職者の就職率：40.0％（35.1%）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・とくしまジョブステーション運営費（H28当初、H29当初） 　・とくしまジョブステーション運営費（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・未来の若い力育成・確保事業（H28当初、H29当初） 　・未来の若い力育成・確保事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・若年者すだち（巣立ち）支援事業（H28当初、H29当初) 　・若年者すだち（巣立ち）支援事業（H28当初、H29当初、H30当初予定)

　・未来へつなぐ「キャリア教育」推進プロジェクト（H28当初、H29当初） 　・未来へつなぐ「キャリア教育」推進プロジェクト（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・人材還流促進事業（H29当初） 　・人材還流促進事業（H29当初、H30当初予定）

　・プロフェッショナル人材確保支援費（H29当初） 　・プロフェッショナル人材確保支援費（H29当初、H30当初予定）

　・若年者早期離職対策事業（H29当初） 　・若年者早期離職対策事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・プロフェッショナル人材フラグシップモデル事業（H29.6月補正）

　　　（　追　加　） 　・すだちくんハローワーク運営事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・めざせマイスター育成事業（H30当初予定）

【基本目標３】結婚・出産・子育ての環境づくり 【基本目標３】結婚・出産・子育ての環境づくり

（ウ）仕事と子育てが両立する働き方の実現 （ウ）仕事と子育てが両立する働き方の実現

①テレワーク導入による新たな働き方の「とくしまモデル」創出 ①テレワーク導入による新たな働き方の「とくしまモデル」創出

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・働き輝く！とくしまづくり応援事業（H28当初、H29当初） 　・働き輝く！とくしまづくり応援事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・サテライトオフィス型テレワーク促進事業（H29当初） 　・サテライトオフィス型テレワーク促進事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・徳島ならではの働き方改革推進事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・柔軟な働き方「テレワークするんじょ！」事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・にし阿波型テレワーク強化発信事業（H30当初予定）

　・働き方改革推進事業（H30当初予定）

②子育てしやすい職場環境づくり ②子育てしやすい職場環境づくり

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

・　事業所内保育施設への支援、働きやすい職場環境づくりを進める事業所へのアドバイザー派遣や
施設整備のための資金を低利で貸し付けることにより、企業における仕事と子育ての両立促進を図
る。

・　事業所内保育施設開設に向けた支援、働きやすい職場環境づくりを進める事業所へのアドバイ
ザー派遣や施設整備のための資金を低利で貸し付けることにより、企業における仕事と子育ての両立
促進を図る。

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　　（　追　加　） 　　■施設設置アドバイザー活用による企業主導型保育施設設置数（累計）：６施設（ー）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・「働くパパママ」就業促進事業（H28当初、H29当初） 　・「働くパパママ」就業促進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・子育てパパ・ママサポート事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・企業主導型事業所内保育施設開設サポート事業（H30当初予定）

33

34

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

（具体的な事業）
を追加

商工
教育

34
-
35

（具体的な事業）
を追加

経営
商工
西部

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

（具体的な事業）
を追加

県民
商工
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頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり 【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり

（ア）課題解決先進地域づくりの加速 （ア）課題解決先進地域づくりの加速

①市町村の課題解決支援 ①市町村の課題解決支援

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　■地方創生につながる取組みの創出事例数（５か年の累計）：59事例（ー） 　　■地方創生につながる取組みの創出事例数（５か年の累計）：69事例（ー）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・市町村振興資金貸付金（H28当初、H29当初） 　・市町村振興資金貸付金（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「とくしま回帰」加速強化交付金（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・新価値創造！データ活用普及・促進事業（H30当初予定）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり 【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり

（イ）多様な人材が輝く地域づくりの加速 （イ）多様な人材が輝く地域づくりの加速

①女性の活躍を加速 ①女性の活躍を加速

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

・　地域社会の様々な分野における女性の参画、女性活躍推進をさらに加速し、「女性の視点・感
性」を活かした地域社会の活性化を図るため、「輝く女性応援フェスティバル」や、住民参加型イベ
ントの開催をはじめとした「女性活躍パワーアップ作戦」を推進する。

・　地域社会の様々な分野における女性の参画、女性活躍推進をさらに加速し、「女性の視点・感
性」を活かした地域社会の活性化を図るため、「ともに輝くフェスティバル」や、住民参加型イベン
トの開催をはじめとした「女性活躍パワーアップ作戦」を推進する。

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　■「女性活躍パワーアップ作戦」イベント参加者・講座による
　　　　実践的活動への参加意欲向上度：70％（ー）

　　■「女性活躍パワーアップ作戦」イベント・講座による
　　　　実践的活動への参加意欲向上度：80％（ー）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・ウーマンビジネススクール推進事業（H28当初、H29当初） 　・ウーマンビジネススクール推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・女性の創業ステップアップ支援事業（H29当初） 　・女性の創業ステップアップ支援事業（H29当初、H30当初予定）

　・女性の「はたらく力」ステップアップ事業（H29当初） 　・女性の「はたらく力」ステップアップ事業（H29当初、H30当初予定）

　・次代を担う農業人材・経営体育成事業（H29当初） 　・次代を担う農業人材・経営体育成事業（H29当初、H30当初予定）

　・「森林女子」就業推進モデル事業（H29当初） 　・「森林女子」就業推進モデル事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「ともに輝くフェスティバル」開催事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・女性が変える未来の農山漁村づくり事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「とくしまフューチャーアカデミー」創設事業（H30当初予定）

②元気な高齢者が活躍する「生涯現役社会」の実現 ②元気な高齢者が活躍する「生涯現役社会」の実現

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

・　高齢者の生きがいと健康づくりの推進に向け、高齢者のスポーツ及び文化活動の祭典である「県
健康福祉祭」等を開催するとともに、広域的な交流促進による地域活力の向上に向け、「元気高齢者
の健康・いきがいの祭典」として、「関西シニアマスターズ大会」を平成２９年度に本県で開催す
る。

・　高齢者の生きがいと健康づくりの推進に向け、高齢者のスポーツ及び文化活動の祭典である「県
健康福祉祭」等を開催する。

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　■「徳島県版『介護助手』制度」モデル事業による
　　　「介護助手」の雇用者数（累計）：90人（ー）

　　■「徳島県版『介護助手』制度」モデル事業による
　　　「介護助手」の雇用者数（累計）：120人（ー）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業（H28当初、H29当初） 　・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・いきいきシニア活動促進事業（H28当初、H29当初） 　・いきいきシニア活動促進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・シルバー人材センター機能強化促進事業（H28当初、H29当初） 　・シルバー人材センター機能強化促進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・アクティブ・シニア生涯活躍促進事業（H29当初） 　・アクティブ・シニア生涯活躍促進事業（H29当初、H30当初予定）

政策

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

（具体的な事業）
を追加

県民
商工
農林

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

（具体的な事業）
を追加

保険
商工

37

38
-
39

39

（具体的な事業）
を追加
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頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

③若者の自己実現を応援 ③若者の自己実現を応援

　　　（　追　加　） ・　次世代を担う狩猟者の育成・確保を図るため、「とくしまハンティングスクール」を平成３０年
度に開講し、新規狩猟者の確保と野生鳥獣の捕獲体制の維持を図る。

　　　（　追　加　） ・　野生鳥獣の捕獲から消費まで、一貫した取組を総合的に推進するネットワークを構築して、ジビ
エ利用拡大と狩猟者育成を図る。

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　　（　追　加　） 　　■「３０歳未満」の狩猟免許取得者数の増加（累計）：65人（23人）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・Tokushima英語村プロジェクト・ステップアップ事業（H28当初、Ｈ29当初） 　・Tokushima英語村プロジェクト・ステップアップ事業（H28当初、Ｈ29当初、H30当初予定）

　・徳島トップスポーツ校育成事業（H28当初、Ｈ29当初） 　・徳島トップスポーツ校育成事業（H28当初、Ｈ29当初、H30当初予定）

　・渦潮スポーツアカデミー推進事業（H28当初、Ｈ29当初） 　・渦潮スポーツアカデミー推進事業（H28当初、Ｈ29当初、H30当初予定）

　・徳島グローバルスタンダード人材育成事業（H28当初、Ｈ29当初） 　・徳島グローバルスタンダード人材育成事業（H28当初、Ｈ29当初、H30当初予定）

　・スーパーオンリーワンハイスクール事業（H28当初、H29当初） 　・スーパーオンリーワンハイスクール事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・輝け高校生！文化芸術創造・発信事業（H28当初、H29当初） 　・輝け高校生！文化芸術創造・発信事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・とくしま若者フューチャーセッション若手リーダー育成事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「まなびーあ徳島」新たな10年展開事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「とくしま狩猟マイスターへの道」プロジェクト事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・野生鳥獣エシカル消費推進ネットワーク構築事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・県立学校スポーツ施設レガシー創出事業（H30当初予定）

④障がい者が支える社会へ ④障がい者が支える社会へ

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

・　障がい者の就労支援により、地域における活躍の場を創出するため、障がい者就労施設等への専
門的な技術指導者の配置、派遣による技術力の向上や強化、さらには、関係機関と連携し、障がい者
の就労から生じる物品・役務等の需要の増進、魅力あふれる商品開発、販路拡大などを図る。

・　障がい者の就労支援により、地域における活躍の場を創出するため、障がい者就労支援施設等へ
の専門的な技術指導者の配置、派遣による技術力の向上や強化、さらには、関係機関と連携し、障が
い者の就労から生じる物品・役務等の需要の増進、魅力あふれる商品開発、販路拡大などを図る。

・　中山間地域の耕作放棄地対策や障がい者の生きがいづくりを推進するため、地元企業等と連携し
て、障がい者が農作物の作付けを行う「チャレンジドファーム」の実証モデルを展開し、地場産業の
育成や障がい者の農業就労を促進する。

・　中山間地域の耕作放棄地対策や障がい者の生きがいづくりを推進するため、地元企業等と連携し
て、障がい者が農作物の作付けを行う「チャレンジドファーム」の実践・拡大を図り、地場産業の育
成や障がい者の農業就労を促進するとともに、地域住民や社会福祉法人など地域の人材を活用し、高
齢農業者が安心して営農できる新たな「農産物集出荷システムモデル」の構築に向けた支援を行う。
　加えて、販路開拓や障がい者就労支援施設と農業者等とのマッチング等を推進するため、官民が連
携し、新たに設置した「農福連携推進検討会」において、推進施策などの検討を行う。

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　■障がい者が繋ぐ地域の暮らし“ほっとかない”事業：６地域（１地域） 　　■障がい者が繋ぐ地域の暮らし“ほっとかない”事業：12市町村（ー）

　　■「チャレンジドファーム」における障がい者就労者数：10人（ー） 　　■「チャレンジドファーム」における障がい者就労者数：20人（ー）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・障がい者マイスター認定制度（H28当初、H29当初） 　・障がい者マイスター認定制度（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・障がい者雇用促進強化事業（H28当初、H29当初） 　・障がい者雇用促進強化事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・職場適応訓練補助事業（H28当初、H29当初） 　・職場適応訓練補助事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・障がい者いきいき活躍就労促進事業（H29当初） 　・障がい者いきいき活躍就労促進事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・障がい者スポーツ振興事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・障がい者雇用継続よりそい支援事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「農福連携とくしまモデル」構築事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・にし阿波型チャレンジドファーム拡大事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・農福連携による障がい者の就農促進事業（H28.9月補正、H29当初、H30当初予定）

41
-
42

保健
商工
農林
西部

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

（具体的な事業）
を追加

危機
県民
教育

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

40
-
41

（具体的な事業）
を追加

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正
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頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

⑤外国人も住みやすい多文化共生のまちづくり ⑤外国人も住みやすい多文化共生のまちづくり

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・外国人にやさしい徳島づくり推進事業（H28当初、H29当初） 　・外国人にやさしい徳島づくり推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・とくしま国際戦略センター推進費（H28当初、H29当初） 　・とくしま国際戦略センター推進費（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・国際交流・協力ボランティア普及事業（H28当初、H29当初） 　・国際交流・協力ボランティア普及事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・女性の「はたらく力」ステップアップ事業（Ｈ29当初） 　・女性の「はたらく力」ステップアップ事業（Ｈ29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・働く、学ぶ、暮らすを応援！定住外国人活躍総合支援事業（H30当初予定）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり 【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり

（ウ）時代に合ったふるさとづくりの加速 （ウ）時代に合ったふるさとづくりの加速

①多世代交流・多機能型拠点の形成 ①多世代交流・多機能型拠点の形成

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・「道の駅」防災拠点化事業（H28当初、H29当初） 　・「道の駅」防災拠点化事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・ユニバーサルカフェ整備推進モデル事業（H28当初、H29当初） 　・ユニバーサルカフェ整備推進モデル事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・「とくしま回帰」住宅対策総合推進事業（H28当初、H29当初） 　・「とくしま回帰」住宅対策総合推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「四国の右下」観光誘客ジャンプアップ事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・ようこそ「すだちくんテラス」ステージアップ事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・ふるさと創生拠点ハイスクール推進事業（H30当初予定）

③ネットワーク強化による地域の連携 ③ネットワーク強化による地域の連携

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・人口減少社会に対応した小中一貫教育推進事業（H28当初、H29当初） 　・人口減少社会に対応した小中一貫教育推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊事業（H28当初、H29当初） 　・とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・あわの農山漁村（ふるさと）魅力創生事業（H29当初） 　・あわの農山漁村（ふるさと）魅力創生事業（H29当初、H30当初予定）

　・ＤＭＶ導入促進事業（H29当初） 　・ＤＭＶ導入促進事業（H29当初、H30当初予定）

　・ＤＭＶわくわくイベント（H29当初） 　・ＤＭＶわくわくイベント（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「とくしま回帰」加速強化交付金（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・集落再生「とくしまモデル」拡散事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・次世代地域公共交通創生事業（H30当初予定）

④誇りと愛着を育むふるさとづくり ④誇りと愛着を育むふるさとづくり

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

・　ＮＰＯ法人の自立的な活動を支援するため、ＮＰＯ法人が寄附を集めやすくなる本県独自の「徳
島版指定ＮＰＯ法人制度」を創設し、税制上の優遇措置が受けられる「認定ＮＰＯ法人」への移行を
促進する。

・　ＮＰＯ法人の自立的な活動を支援するため、ＮＰＯ法人が寄附を集めやすくなる本県独自の「徳
島県版指定ＮＰＯ法人制度」を創設し、税制上の優遇措置が受けられる「認定ＮＰＯ法人」への移行
を促進する。

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・「橋の博物館」世界に橋らせＰＲ事業（H28当初、H29当初） 　・「橋の博物館」世界に橋らせＰＲ事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・がんばるＮＰＯ応援事業（H28当初、H29当初） 　・がんばるＮＰＯ応援事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・ふるさと農山漁村応援事業（H29当初） 　・ふるさと農山漁村応援事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・海とつながる人づくり事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・剣山安全安心推進事業（H30当初予定）

43

43
-
44

45

46
-
47

政策
農林
県土
教育

県民
南部
西部

（具体的な事業）
を追加

（具体的な事業）
を追加

（具体的な事業）
を追加

保健
県土
南部
教育
監察

（具体的な事業）
を追加

商工
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頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり 【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり

（エ）安心して暮らせる地域づくりの加速 （エ）安心して暮らせる地域づくりの加速

①健康で心豊かな暮らしの充実 ①健康で心豊かな暮らしの充実

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・看護職員養成確保事業（H28当初） 　・看護職員養成確保事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

②くらし安心の実現 ②くらし安心の実現

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　■食品表示責任者等講習受講者数（累計）：1,250人（ー） 　　■食品表示責任者等講習受講者数（累計）：2,050人（ー）

　　　（　追　加　） 　　■とくしま｢消費者教育人材バンク｣登録実施団体数：40団体（－）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・とくしまトレースフードプロジェクト推進事業（H28当初） 　・とくしまトレースフードプロジェクト推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・くらしを守る消費者パワーアップ事業（Ｈ28当初） 　・くらしを守る消費者パワーアップ事業（Ｈ28当初、Ｈ29当初）

　　　（　追　加　） 　・とくしま版食品表示適正化実証フィールド推進事業（H29当初）

　　　（　追　加　） 　・徳島発！「新未来創造プロジェクト」全国展開事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・徳島ブランドグローバルスタンダード事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・ICTでつなぐ食品表示適正化ネットワーク構築事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「センター・オブ・センターズ」機能強化事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・輝け！｢オール徳島｣消費者教育推進プロジェクト（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・新次元の消費者教育推進事業（H30当初予定）

③地域防災力の向上 ③地域防災力の向上

　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ） 　主な重要業績評価指標（ＫＰＩ）

　　■「地域ＳＮＳ」登録グループ数：1,200グループ（ー） 　　■「地域ＳＮＳ」登録グループ数：1,250グループ（ー）

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・戦略的災害医療プロジェクト推進事業（H28当初、H29当初） 　・戦略的災害医療プロジェクト推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・とくしま防災「防人(さきもり)プロジェクト」推進事業（H28当初） 　・とくしま防災「防人(さきもり)プロジェクト」推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・高校生防災士育成・活躍推進事業（H28当初、H29当初） 　・高校生防災士育成・活躍推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・ふるさと大好き！地域防災推進事業（H29当初） 　・ふるさと大好き！地域防災推進事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・マイナンバーカード普及・利活用モデル創出事業（H30当初予定）

④徳島発！「脱炭素社会」づくりの推進 ④徳島発！「脱炭素社会」づくりの推進

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　　　（　追　加　） 　・「脱炭素社会の実現へ！」とくしま未来創造事業（H30当初予定）

48

49

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

危機

（具体的な事業）
を追加

（具体的な事業）
を追加

（具体的な事業）
を追加 保健47

主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ）の修正

危機
政策
教育

（具体的な事業）
を追加50 県民
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頁 修正の理由等 修　　正　　前 修　　正　　後 部局

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」本体における修正箇所一覧

⑤エネルギーの地産地消と未来エネルギーの導入 ⑤エネルギーの地産地消と未来エネルギーの導入

状況変化や施策・事業
の進捗等を踏まえた内
容に修正

・　地域における「エネルギーの地産地消」を推進し、地域経済の活性化とスマート社会の実現を図
るため、漁業振興につながる洋上風力発電や波力発電、砂防堰堤を活用した地域密着型の小水力発電
等の整備、省エネ機器の導入を促進する。

・　地域における「エネルギーの地産地消」を推進し、地域経済の活性化とスマート社会の実現を図
るため、砂防堰堤を活用した地域密着型の小水力発電等の整備、省エネ機器の導入を促進する。

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・「脱炭素型設備」整備補助金（H29当初） 　・「脱炭素型設備」整備補助金（H29当初、H30当初予定）

　・燃料電池自動車導入支援事業（H29当初） 　・燃料電池自動車導入支援事業（H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・近未来「水素社会」構築事業（H30当初予定）

⑥既存ストック活用先進県の新展開 ⑥既存ストック活用先進県の新展開

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・警察施設長寿命化推進事業（H28当初、H29当初） 　・警察施設長寿命化推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・「とくしま回帰」住宅対策総合推進事業（H28当初、H29当初） 　・「とくしま回帰」住宅対策総合推進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　・公共施設最適化促進事業（H28当初、H29当初） 　・公共施設最適化促進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・徳島県PPP/PFIプラットフォーム事業（H30当初予定）

　　　（　追　加　） 　・「とくしま回帰」加速強化交付金（H30当初予定）

【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり 【基本目標４】活力ある暮らしやすい地域づくり

（オ）地域間連携の進化 （オ）地域間連携の進化

②「四国新幹線」実現によるリダンダンシーの確保 ②「四国新幹線」実現によるリダンダンシーの確保

　（具体的な事業） 　（具体的な事業）

　・“次世代への架け橋”四国新幹線導入促進事業（H28当初、H29当初） 　・“次世代への架け橋”四国新幹線導入促進事業（H28当初、H29当初、H30当初予定）
53

50
-
51

52

県民

政策
経営
県土

（具体的な事業）
を追加 県土

（具体的な事業）
を追加

（具体的な事業）
を追加
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