
資料３

重点戦略 評価案
数値目標

達成状況
ページ

1 飛躍する「ＬＥＤバレイ徳島」 B ☆☆ 1

2 進展する「光ブロードバンド王国」 B ☆☆☆ 2

1 地域経済の活性化 C ☆ 4

2 新たなビジネスへのチャレンジ支援 B ☆☆ 7

3 人材育成による強い組織づくり A ☆☆☆ 9

4 経済好循環を支える基盤整備 B ☆ 10

1 科学技術の振興 A ☆☆☆ 11

2 「とくしま『健幸』イノベーション構想」の推進 A ☆☆☆ 13

3 ものづくり技術の高度化 A ☆☆☆ 14

1 「もうかる農林水産業」の実現 C ☆ 16

2 「とくしまブランド」成長戦略の展開 B ☆☆ 21

3 ブランド品目の振興とブランド産地の育成 C ☆ 24

4 ブランド育成に向けた研究開発と新技術の普及 B ☆☆ 29

5 ブランド産地を支える基盤整備 B ☆☆ 30

6 「新次元林業プロジェクト」の展開 B ☆☆ 31

7 災害に強い農林水産業づくり A ☆☆☆ 37

1 ６次産業化の促進 B ☆☆ 38

2 「とくしまブランド」世界への挑戦 B ☆☆ 40

「新未来『創造』とくしま行動計画」主要施策等評価シート

基本目標２　「経済・好循環とくしま」の実現

３　未来を拓く科学技術の振興

４　もうかる農林水産業の飛躍

５　６次産業化・とくしまブランド

　　海外展開の推進

主要施策

１　「二つの光」を軸にした成長

　　戦略の展開

２　経済加速とくしまづくりの進展



「新未来『創造』とくしま行動計画」（主要指標に係る数値目標の達成状況）

　 　

□基本目標２「経済・好循環とくしま」の実現

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

1 飛躍する「ＬＥＤバレイ徳島」 2か国 4か国 6か国
10か

国
5か国 6か国 10か国 ◎ 商工 ☆☆ B

2 進展する「光ブロードバンド王国」
24

事業所

28

事業所

32

事業所

36

事業所

23

事業所

34

事業所

38

事業所
◎ 商工 ☆☆☆ B

1 地域経済の活性化
3.1億

円

3.5億

円

3.9億

円

4.4億

円
3.2億円 3.4億円 3.9億円 ◎ 商工 ☆ C

2 新たなビジネスへのチャレンジ支援 70件 70件 70件 70件 70件 77件 69件 ○ 商工 ☆☆ B

3 人材育成による強い組織づくり 700人 700人 700人 700人 716人 706人 722人 ◎ 商工 ☆☆☆ A

4 経済好循環を支える基盤整備

18区

画

5.5ha

18区画

5.5ha

完了

18区画

4.4ha

18区画

4.4ha △ 県土 ☆ B

1 科学技術の振興 48回 250回 270回 300回 267回 284回 290回 ◎ 政策 ☆☆☆ A

2
「とくしま『健幸』イノベーション構

想」の推進
7件 14件 21件 30件 7件 23件 31件 ◎ 商工 ☆☆☆ A

3 ものづくり技術の高度化
市場

投入
試作開発 試作開発 試作開発 － 商工 ☆☆☆ A

数値目標

達成状況
評価案部局

○情報通信関連企業（コールセンター、データー

　センター等）の集積数【主要指標】

　　　㉕１８事業所→㉚３６事業所

主要指標
実績値

（H27）

○ＬＥＤ応用製品の海外市場開拓数（累計）

 【主要指標】

　　　㉕－→㉚１０か国

実績値

（H29）

実績値

（H28）

工程（年度別事業計画） 数値目標

の達成度

○生活支援ロボットの市場投入【主要指標】

　　　㉚投入

とくしま経営塾「平成長久館」※階層別受講者数

○経営者研修【主要指標】

　　　㉕６４８人→㉗～㉚７００人以上

重点戦略 主要施策

１　「二つの光」を軸にした成長戦略

　　の展開

２　経済加速とくしまづくりの進展

３　未来を拓く科学技術の振興

○県がサポートする県外・海外商談会及びフェア

　における成約・売上額【主要指標】

　　　㉕２．２億円→㉚４．４億円

○事業計画等の支援件数【主要指標】

　　　㉕６１件→㉗～㉚年間７０件以上

○臨空用地の売却・貸付【主要指標】

　　　㉕空港支援等施設用地１６区画

　　　　流通施設用地４．２ha

　　　→㉘空港支援等施設用地１８区画（全区画）

　　　　　流通施設用地５．５ha（全面積）

○徳島県内「科学技術」関連イベント数

【主要指標】

　　　㉕４５回→㉚３００回

○事業化件数（累計）【主要指標】

　　　㉕－→㉚３０件



Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

数値目標

達成状況
評価案部局主要指標

実績値

（H27）

実績値

（H29）

実績値

（H28）

工程（年度別事業計画） 数値目標

の達成度
重点戦略 主要施策

1 「もうかる農林水産業」の実現
1,295

億円

1,300

億円

1,305

億円

1,310

億円

1,234

億円

1,295

億円

12月に

判明
○ 農林 ☆ C

2 「とくしまブランド」成長戦略の展開
0.5億

円
1億円

1.5億

円
2億円 0.9億円 1億円 1.5億円 ◎ 農林 ☆☆ B

3
ブランド品目の振興とブランド産地の育

成
76% 80% 76% ◎ 農林 ☆ C

4
ブランド育成に向けた研究開発と新技術

の普及
50件 55件 60件 65件 50件 55件 60件 ◎ 農林 ☆☆ B

5 ブランド産地を支える基盤整備 70km 71km 72km 73km 69km 71km 73km ◎ 農林 ☆☆ B

6 「新次元林業プロジェクト」の展開
33万

m3

36万

m3

39万

m3

42万

m3
32.4万㎥ 35.3万㎥ 37.5万㎥ ○ 農林 ☆☆ B

7 災害に強い農林水産業づくり 200人 300人 400人 500人 247人 369人 478人 ◎ 農林 ☆☆☆ A

1 ６次産業化の促進 180件 220件 260件 300件 209件 237件 273件 ◎
商工

農林
☆☆ B

2 「とくしまブランド」世界への挑戦
5.4億

円

7.2億

円

9.5億

円

11億

円
6.1億円 8.9億円 11.3億円 ◎ 農林 ☆☆ B

【注記】　「数値目標の達成度」の区分 …… ◎：達成（１００％以上）　　○：ほぼ達成（８０％以上１００％未満）　　△：未達成（８０％未満）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  －：過年度の実績値が未判明（過年度の目標数値が設定されていないもの）

５　６次産業化・とくしまブランド

　　海外展開の推進

○農工商連携等による

　６次産業化商品開発事業数（累計）【主要指標】

　　　㉕１３５件→㉚３００件

○農林水産物等輸出金額【主要指標】

　　　㉕２．４億円→㉚１１億円

○県産材の生産量（再掲）【主要指標】

　　　㉕２９万㎥→㉚４２万㎥

４　もうかる農林水産業の飛躍

○「農業版ＢＣＰ」実地訓練等参加者数（累計）

【主要指標】

　　　㉕－→㉚５００人

○リーディング品目の認知度【主要指標】

　　　㉕７０％→㉚８０％

○「徳島発・次世代技術」創造数（累計）【主要指

標】

　　　㉕４２件→㉚６５件

○国営総合農地防災事業による

　　基幹用水路の整備延長（累計）【主要指標】

　　　㉕６６km→㉚７３km

○農畜水産物産出額【主要指標】

　　　㉕１，２０３億円→㉚１，３１０億円

                                   <暦年>

○営業活動による商談成立金額【主要指標】

　　　㉕1千万円→㉚２億円



このシートの見方について

1－1　とくしま回帰！魅力あふれる「まち」の創生

評価 特記事項

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

主要施策：1　魅力ある地域づくりの推進

数値目標
達成状況

部局

委員意見

実績値
（H29）

数値目標
の達成度

Ｈ27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

今後の取組方針

「新未来『創造』とくしま行動計画」主要施策等評価シート

基本目標1「ふるさと回帰・加速とくしま」の実現

実績値
（H28）

2

部局

1

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

「新未来『創造』とくしま行動計画」～平成２９年度版～の主要事業の概要・
数値目標・工程（年度別事業計画）を記載しています。

① 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
―：過年度の実績値が未判明

計画に掲げた「主要事業」に対する、
・H27～H29取組内容と進捗状況
・計画目標の達成見込み（※）
・課題
・今後の取組方針

について記載しています。

※計画目標の達成見込みの考え方
順調：主要な目標を達成し、又はその達成に向け順調に進んでいる。
達成可能：主要な目標を今後の更なる積極的な取組により達成可能である。
努力を要する:いずれかの目標が、現状のままでは達成に相当の努力が必要である。

③ 主要施策に対する評価（案）です。次の
区分で整理しています。
Ａ：順調
Ｂ：概ね順調
Ｃ：要見直し

②
数値目標達成状況の考え方

主要施策を構成する全ての主要事業の「数値目標の達成度」を◎を２点、○を１点、
△を０点として、平均値を算出し、達成度に応じて次の区分で整理しています。
☆☆☆ １．８以上～２．０
☆☆ １．６以上～１．８未満
☆ １．６未満



(２－１－１)
　 　

 

評価

☆☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

75件 85件 145件 155件 90件 138件 168件 ◎

6製品 10製品 15製品 20製品 4製品 5製品 6製品 △

2か国 4か国 6か国 10か国 5か国 6か国 10か国 ◎

5企業 10企業 15企業 20企業 4企業 8企業 18企業 ◎

35企業 40企業 45企業 50企業 44企業 44企業 46企業 ◎

35件
140

百万円

45件
210

百万円

55件
280

百万円

60件
320

百万円

37件
211

百万円

51件
277

百万円

62件
342

百万円
◎

67.5% 70.0% 72.5% 75.0% 69.2% 73.1% 77.0% ◎

推進 → → →

900基
1,200
基

1,500
基

1,800
基

900基 1,217基 1,500基 ◎

商工
警察

基本目標2「経済・好循環とくしま」の実現

2－1　「二つの光」を軸にした成長戦略の展開

番号 主要事業の概要・数値目標

○とくしま経済飛躍ファンドによる
　　企業等に対する支援件数及び支援金額（累
計）
      ㉕１５件→㉚６０件
　　　㉕８２百万円→㉚３２０百万円

145

数値目標
達成状況

実績値
（H27）

○ＬＥＤ新製品開発支援件数（累計）
　　　㉕５２件→㉚１５５件

○ＬＥＤ応用製品の海外市場開拓数（累計）
 【主要指標】
　　　㉕－→㉚１０か国

主要施策：１ 飛躍する
            「ＬＥＤバレイ徳島」

・県管理道路照明灯のLED化を推進するととも
に、長寿命化のためのトンネルの修繕工事と併せ
て、更新時期が迫っているトンネル照明のLED化
を推進する。

・あわ産LED道路照明灯の開発企業数の増加を図
るため、新たな企業の実証実験を継続し、需要拡
大に対応する県内企業の体制づくりを強化する。

○車両用ＬＥＤ式信号灯器※の割合
　　　㉕６１．５％→㉚７５％

●「ワールドステージ行動計画」に基づきＬＥＤ関
連企業の開発・生産、ブランド化、販路開拓などを
支援し、ＬＥＤ産業クラスターの形成を推進しま
す。＜商工・警察＞

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・平成27年7月に「ＬＥＤバレイ構想・ワールド
ステージ行動計画」を策定
(1)ＬＥＤ新製品の開発支援
　H27:90件　H28:138件　H29：168件（累計）
(2)国際規格(ISO17025)適合成績証明書の製品へ
  の付与
　H27:4製品　H28:5製品　H29：6製品（累計）
(3)ＬＥＤ応用製品の海外市場開拓
　H27:5か国　H28:6か国　H29：10か国（累計）
(4)海外見本市への出展支援
　H27:4企業　H28:8企業　H29：18企業（累計）
(5)国内展示会への出展支援
　H27:44企業　H28:44企業　H29：46企業（年
間）
(6)ＬＥＤ関連企業ファンド支援件数・金額
　H27:37件・211百万円　H28:51件・277百万円
H29:62件・342百万円(累計)
・本県ＬＥＤ関連企業の新分野の製品開発の加速
化や製品の付加価値向上を図るとともに、ＬＥＤ
市場における販路開拓を促進するため、海外市場
調査や国内外の大規模展示会への出展支援などに
取り組んだ。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
世界で通用する「徳島ならでは」の高品質な県産
ＬＥＤ応用製品の開発の加速化及び海外市場での
製品流通と普及促進

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○ＬＥＤ新製品開発支援件数（累計）
　　　㉕５２件→㉚１７５件

○「国内展示会」への年間出展企業数
　　　㉕２３企業→㉚５０企業

○国際規格（ISO17025）適合の
　　成績証明書を付与した製品数（累計）
      ㉕－→㉚２０製品

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・H27道路照明灯：250基（累計900基）
・H28道路照明灯：317基（累計1217基）
・H29道路照明灯：283基（累計1500基）
・トンネル照明灯：１箇所（椿坂トンネル）
・「あわ産LED道路照明灯の設置基数（累計）に
ついては、順調に推移している。

　上記の取り組みにより、数値目標を達成した。

＜計画目標の達成見込み＞順調

＜課題＞
　更なる普及拡大及びコスト縮減に向け、あわ産
LED道路照明灯の開発企業数の増加を図る必要が
ある。

委員意見

特記事項

実績値
（H28）
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●省エネルギー対策を推進するため、県管理道路に
おける道路照明灯等のＬＥＤ化を推進します。＜県
土＞

○あわ産ＬＥＤ道路照明灯の設置基数（累計）
　　　㉕４５０基→㉚１，８００基

○「海外見本市」への出展企業数（累計）
　　　㉕－→㉚２０企業

工程（年度別事業計画）
H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

実績値
（H29）

数値目標
の達成度

部局

商工・県土・警察

・「ＬＥＤバレイ構想・ワールドステージ行動計
画」に基づき、①ワールドステージ戦略(重点戦
略)②開発・生産戦略③ブランド戦略④販売戦略
の各分野での取組を戦略的かつスピード感を持っ
て強力に推進することにより、県内企業の国際競
争力強化と海外市場における販路拡大に努める。

・海外デザイナーを活用した「ネクスト・マー
ケットイン」の手法により、新商品の開発や海外
への販路拡大にもつなげていく。

・H30.9月には、東南アジアを代表する建築建材
見本市であるシンガポール「ベックス・アジア」
に出展するとともに、H31.1月には世界最大規模
のインテリア見本市であるフランス「メゾン・
エ・オブジェ」に出展を予定しており、海外の大
規模展示会などへ積極的に展開していくこととし
ている。

・そこで得た評価を県内企業にフィードバックす
ることにより、商品のレベルアップを図る。

今後の取組方針 部局

県土

1



(２－１－２)

評価

☆☆☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

24
事業所

28
事業所

32
事業所

36
事業所

23
事業所

34
事業所

38
事業所

◎

3回 4回 5回 5回 3回 1回 4回 △

80% 80% 80% 80% 81% 87% 83% ◎

推進 → → →

220社 230社 240社 250社 220社 230社 241社 ◎

創設 －

部局

数値目標
達成状況

部局

工程（年度別事業計画）

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

数値目標
の達成度

実績値
（H27）

●全国屈指の光ブロードバンド環境をはじめとす
る、本県の強みを最大限に活かし、地域経済の活性
化を図るため、コールセンター等の情報通信関連企
業の誘致を推進します。＜商工＞

○大学、高校と連携した
　「コールセンター見学会」の年間実施回数
　　　㉕１回→㉙５回

●産学官が連携した人材育成を図るとともに、県内
企業のデジタルコンテンツ※分野への進出支援やク
リエイティブな力の利用促進、県外企業の誘致や創
業等を積極的に推進することにより、クリエイティ
ブ企業やクリエイターの集積を図ります。＜商工＞

○クリエイティブ関連企業数
　　　㉕１６１社（者）→㉚２５０社（者）

商工

・東京・大阪で開催しているビジネスフォーラム
に加え，ＩＴ系企業の商談会，ＩＴ業界就職マッ
チングイベント及び市町村移住相談会などを同
日，同設備で開催し，ビジネス，就職，移住など
の様々なマッチングを図る。

・引き続き情報通信関連企業の積極的な誘致活動
を展開するとともに，関係機関と連携し，人材育
成や入居地の確保等へのきめ細かな支援を行い，
本県への集積を促進する。

・コールセンターへの人材確保を促進するため、
大学等との連携を推進する。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１．情報通信関連企業の集積数
・東京・大阪で開催したビジネスフォーラム等を
通じた誘致活動や本県へ立地意向のある企業への
積極的な企業訪問
・ＵＩＪターンを希望するＩＴ人材と県内企業と
のマッチングを行う徳島県専用サイト「Turn Up
徳島」の運用開始
・入居候補事務所の紹介や現地案内の実施等，立
地企業に対する受入支援
・立地促進補助金による支援などの取組により，
H29末において，累計38事業所を集積した。
２．コールセンター見学会等
・H27年度
　大学と連携したｺｰﾙｾﾝﾀｰ見学会（1回：44人）
　高校と連携したｺｰﾙｾﾝﾀｰ見学会（2回：33人）
　ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座（3回：43人）
・H28年度
　大学と連携したｺｰﾙｾﾝﾀｰ見学会（1回：28人）
　ｺｰﾙｾﾝﾀｰ講座（3回：24人）
・H29年度
　大学と連携したｺｰﾙｾﾝﾀｰ見学会（3回：76人）
  高校と連携したｺｰﾙｾﾝﾀｰ見学会（1回：22人）

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
１．情報通信関連企業の集積数
　県内企業や立地検討企業の雇用確保への支援
や，人材育成や入居地の確保に係る受入支援体制
の充実
２．コールセンター見学会
  連携する大学・高校の更なる拡充が必要

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○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
　　　㉕１８事業所→㉚４１事業所

　引き続き、人材育成やデジタルアートの制作等
に努め、クリエイティブ企業やクリエイターのさ
らなる集積を図る。

商工

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・「とくしまデザインフォーラム」を開催し、本
県のブランド力向上に向けた取り組みを進めた。
・県内で活躍するクリエイターのデータベースサ
イト「AWA Creators Database」を開設運営し
た。
・県内企業や小中高生を対象として、クリエイ
ティブ人材の育成につながるセミナー等を開催し
た。
・ＬＥＤ・デジタルアート「文化の森に憑依する
滝」の屋外常設展示や「クリスタルユニバース」
等のイベント展示を行い、本県のクリエイティブ
な魅力を発信した。

＜計画目標の達成見込み＞ 順調

＜課題＞
　セミナー等の継続的開催とレベルアップ

委員意見

番号
実績値
（H28）

主要事業の概要・数値目標

主要施策：２　進展する
             「光ブロードバンド王国」

特記事項

実績値
（H29）

○情報通信関連企業（コールセンター、データー
　センター等）の集積数【主要指標】
　　　㉕１８事業所→㉚３６事業所

○「ＬＥＤアートミュージアム（仮称）」の創設
      ㉚創設

148

147

○「コールセンター見学会」などのイベントや講
座への参加者の情報通信関連産業への理解向上率
　　　㉕－→㉗～㉚８０％を維持

政策・県民・商工

今後の取組方針

2



(２－１－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

4社 6社 14社 16社 10社 12社 14社 ◎

実施 実施 ◎

実施 実施 ◎

開催 継続 継続 継続 開催 継続 継続 ◎

改修
11.5万

人
改修 ◎

改修
6,300
万円

改修 ◎

推進 → → →

5件 15件 45件 65件 17件 32件 45件 ◎

○４Ｋアワードの開催
　　　㉗開催・㉘～継続

実績値
（H28）

○「次世代プロジェクションマッピング」の創造
　　　㉗実施

○４Ｋ８Ｋ関連企業（者）数
　　　㉕2社（者）→㉚１６社（者）

工程（年度別事業計画）

150

●実践的なＩＣＴ人材の育成や地場ＩＣＴ産業の持
続的な発展、徳島を拠点としたワーキングスタイル
の確立につなげるため、県内最大のデジタルコンテ
ンツ表彰を行う「ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞」
や徳島の強みを活かした効果的なＩＣＴイベントを
実施します。＜政策＞

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・日本屈指の国際放送機器展「InterBEE」等の展
示会に出展し、４Ｋ先進県・徳島の取組みについ
て全国に発信し、関連産業集積につなげるＰＲを
行った。
・H27.10.24･25の２日間、阿波市のアエルワホー
ルにおいて、４Ｋ映像による最新映像をオーケス
トラの生演奏と融合させ、観客の動きに合わせて
映像が変化するインタラクティブ演出を組み合わ
せたプロジェクションマッピング・コンサートを
実施した。
・平成28年2月に神山町においてケーブルテレビ
による４Ｋエリア試験放送「徳島４Ｋチャンネ
ル」の放送を実施した。また平成28年9月より全
国初となるＩＰを利用した４Ｋコミュニティチャ
ンネル「テレビトクシマ４Ｋ」の本放送を開始し
た。
・日本初の４Ｋコンテンツの祭典「４Ｋ徳島映画
祭in神山」と「とくしま４Ｋフォーラム」を同時
開催し、また、継続拡大開催することにより、全
国から業界関係者をはじめ多くの来場者を集め、
本県の取組みのＰＲを行った。
・４Ｋコンテンツ制作を通じてクリエイターの育
成を行った。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　国内外への情報発信の強化

○ＩＣＴとくしま大賞応募作品の利活用件数（累
計）
　　　㉕－→㉚６５件

●スーパーハイビジョン（４Ｋ８Ｋ）の先進地徳島
を国内外へ発信するとともに、優れた映像クリエイ
ターを徳島へ集積させるため、「４Ｋエリア試験放
送」や「４Ｋ映像コンテスト」を行います。
　また、大鳴門橋架橋記念館を改修し、４Ｋ映像を
上映できる「３６０度４Ｋシアター」等を整備しま
す。＜県民・商工＞

主要事業の概要・数値目標

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・ＩＣＴを活用した地域活性化の推進を図る「Ｉ
ＣＴ（愛して）とくしまフォーラム」において、
「ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞」を実施した。

・大規模ブース出展型イベント「とくしまＩＣＴ
バザール」（ブース出展、体験コーナー、出展者
によるセミナー等）を開催した。

・一般向けワークショップ（子ども向けプログラ
ミング、ゲーム制作、ホームページ制作等）を開
催した。

＜計画目標の達成見込み＞順調

＜課題＞
　より実践的なＩＣＴ人材の育成・発掘のため
に、更に取組みを進める必要がある。

数値目標
の達成度

149

実績値
（H29）

政策

・実証実験的に実施した映像と音楽の融合を今後
の新技術演出を加えたコンサートの実施に活かし
ていく。

・さらなる国内外への情報発信に努め、関連産業
の集積に努める。

　引き続き、ICT人材育成のワークショップを開
催するとともに、「ICT（愛して）とくしま大
賞」を実施し、本県のICT人材の育成と発掘を図
る。

部局
H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

県民
商工

今後の取組方針
実績値
（H27）

○ケーブルテレビによる４Kエリア試験放送の実施
　　　㉗実施

○大鳴門橋架橋記念館等の年間利用料収入
　  　㉗4,200万円→㉙改修・㉚6,300万円

番号

○大鳴門橋架橋記念館の年間入場者数
　　  ㉗8.8万人→㉙改修・㉚11.5万人

3



(２－２－１)
　 　

 

評価

☆ C

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

3.1億
円

3.5億
円

3.9億
円

4.4億
円

3.2億円 3.4億円 3.9億円 ◎

推進 → → →

90% 90% 90% 90% 90.5% 91.8% 91.1% ◎

85% 85% 85% 85% 83.9% 85.6% 83.5% ○

基本目標2「経済・好循環とくしま」の実現

2－2　経済加速とくしまづくりの進展

番号 主要事業の概要・数値目標

151

152

○県がサポートする県外・海外商談会及びフェア
　における成約・売上額【主要指標】
　　　㉕２．２億円→㉚４．４億円

○県内本店への優先発注率（件数ベース）
　　　㉕８４％→㉗～㉚毎年８５%以上

工程（年度別事業計画）

○県内企業への優先発注率（金額ベース）
　　　㉕９０％→㉗～㉚毎年９０％以上

主要施策：１　地域経済の活性化

数値目標
の達成度

実績値
（H27）

委員意見

特記事項

部局

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

今後の取組方針 部局

　各分野において数値目標を達成できるよう、引
き続き発注方法の工夫を行い、県内企業への発注
件数等の増加を目指す。

●国内外に向けて本県の物産・観光等の情報発信や物
産の販路拡大を図るため、「体制づくり」、「市場調
査」、「商品開発」、「ブランド化推進」、「販路拡
大・販売促進」を５つの柱とした「とくしま県産品振
興戦略（第２期）」に基づき、戦略的に施策を推進
し、県産品の売り上げ向上を図ります。＜商工＞

●県内企業の受注機会の確保等を図るため、原則、県
内企業への優先発注を推進します。＜商工＞

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　県内企業への発注率（金額ベース）については、
順調に推移している。県内本店への発注率（件数
ベース）はH27年度（H28年度調査）は目標を達成し
たものの、H28年度（H29年度調査）は，全体件数の
増加に比し県外への発注が増加したため低下してい
る。

＜計画目標の達成見込み＞達成可能
　
＜課題＞
　情報システムや安全設備といった特殊な分野にお
いて、公平性・競争性を確保しつつ県内企業への発
注率を確保する必要がある。

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●県内企業の受注機会の確保等を図るため、県内の
みでは公平性を確保できないものを除き、原則、県
内企業への優先発注を推進します。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・「とくしま物産振興戦略会議」を開催し、関係者
で情報共有を図るとともに、コンビニエンスストア
と連携して県産品の販売体制の充実、県産品を使っ
たメニューや商品開発を展開
・ローソン，ファミリーマートに続き、セブンーイ
レブン・ジャパンと包括業務提携を締結するととも
に、首都圏をはじめとするアンテナショップを通じ
て県産品の販路拡大を促進
・とくしまブランドを世界に誇れるトップブランド
に育て上げるため、加工品の「特選阿波の逸品」と
一次産品の「とくしま特選ブランド」に伝統工芸品
を加え，新たな「とくしま特選ブランド」として統
合
＜計画目標の達成見込み＞順調

＜課題＞
・アンテナショップなど、県外での販売体制やＰＲ
の強化
・「とくしま特選ブランド」の認定商品の増加とＰ
Ｒ強化、事業者の指導

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●国内外に向けて本県の物産・観光等の情報発信や
物産の販路拡大を図るため、「体制づくり」、「市
場調査」、「商品開発」、「ブランド化推進」、
「販路拡大・販売促進」を５つの柱とした「とくし
ま県産品振興戦略（第２期）」に基づき、マーケ
ティング調査や各種フェアの開催、見本市への出展
など戦略的に施策を推進し、県産品の売り上げ向上
に取り組みます。

商工

数値目標
達成状況

商工

・札幌市内のアンテナショップを7月から開設す
るとともに、観光と物産を合わせたＰＲを実施す
るなど、県産品の県外での販売体制やＰＲを強化
する。

・「とくしま特選ブランド」制度のＰＲを行い認
定商品を増やすとともに、事業者に対して、商品
力の向上に向けた指導を行う。

・「ふるさと納税」の返礼品や「おどる宝島！パ
スポート」の景品として採用するとともに、首都
圏や海外の展示会、商談会に優先出展するなど、
認定商品のＰＲ強化に努める。

商工・農林・県土・西部

実績値
（H28）

実績値
（H29）

4



(２－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

88社 92社 96社 100社 98社 92社 101社 ◎

推進 → → →

14件 16件 18件 20件 14件 18件 20件 ◎

促進 → → →

5件 10件 15件 20件 1件 6件 14社 ○

推進 → → →

15件 15件 15件 15件 16件 12件 13件 ○

○外資系企業からの引合い件数（累計）
　　　㉕－→㉚２０件

●藍製品をはじめとする伝統工芸品について、県内イ
ベント等における体験コーナーやスポーツとコラボし
た展示の設置など、利用促進に向けて情報発信を強化
するとともに、三大都市圏をはじめとする県外及び海
外での工芸品展や見本市等への出展を積極的に支援す
ることにより、伝統工芸品の販路拡大と産業の振興を
図ります。＜商工＞

153

○伝統的工芸品の国内外の工芸品展及び見本市
　出展件数
　　　㉕１２件→㉚２０件

●大都市圏等でのフォーラムや、外国語版ホームペー
ジによる情報発信などを積極的に行い、独自の優れた
技術を持つ県内企業とのコラボレーションによる製品
開発などのシナジー効果が期待される外資系企業によ
る県内への投資促進に取り組みます。＜商工＞

156

○海外特許等出願支援件数
　　　㉕１３件→㉗～㉚年間１５件

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

154

155 商工

・東京・大阪における「とくしまビジネスマッチ
ングデー」の開催や、サテライトオフィス誘致セ
ミナー等の開催を通じて，本県独自の外資系企業
向けの誘致補助制度や立地環境等のＰＲを積極的
に行う。

・平成30年9月にシンガポールに、平成31年1月
に、フランスにそれぞれ出展を予定しており、海
外の大規模展示会を積極的に展開していくことと
している。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１　外資系企業誘致セミナーの開催(平成28年2月実
施)
２　海外大規模展示会への出展(平成29年3月にドイ
ツ，平成30年1月にフランスの展示会に出展)
３　英語版企業誘致ガイドホームページの作成
などで，徳島県の立地環境に関する情報発信と問い
合わせへの対応などの取組により，累積引合い件数
が14社を達成した。

＜数値目標の達成見込み＞　達成可能
＜課題＞
　効果的な誘致ＰＲの展開

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●大都市圏等でのフォーラムや外国語版ホームペー
ジに加え、補助金制度などの情報発信を積極的に行
うとともに、関係機関と緊密に連携し、独自の優れ
た技術を持つ県内企業とのコラボレーションによる
製品開発などのシナジー効果が期待される外資系企
業による県内への投資促進に取り組みます。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・中小企業の特許、商標等の外国出願に対し、
  支援を実施
・支援実績 H27:16件（アメリカ、タイ等16ヶ国）
　　　　　 H28:12件（アメリカ、中国等12ヶ国）
　　　　　 H29:13件（アメリカ、中国等13ヶ国）

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能
＜課題＞
・中小企業の国際競争力を高めるための
　戦略的な外国出願の支援

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●「徳島県知的財産推進指針」に基づき､積極的に知
財活用支援策を周知し、知的創造サイクル（知的財
産の創造→保護→活用）を循環させ、本県産業の競
争力を高めるため、特許等の取得・活用を推進しま
す。

商工
　引き続き、中小企業の海外展開を知的財産面か
ら支援を行う。

○商談会・フェア等延べ参加企業数
　　　㉕７９社→㉚１００社

数値目標
の達成度

●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。＜商工＞

主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

番号 今後の取組方針

・工芸品展への出展に積極的に取り組むととも
に、東京オリンピック・パラリンピックのエンブ
レムの色にジャパンブルー・藍色が採用されたと
いうチャンスを活かし、首都圏において、国内外
に向けて阿波藍の魅力を発信するなど、伝統工芸
品の販路拡大を促進する。

・H30年度は、伝統的工芸品展WAZA2019及び伝統
的工芸青山スクエア特別展に阿波正藍しじら織を
出展するとともに、大谷焼窯まつりなど、様々な
工芸品展、物産展に出展し、本県の伝統工芸品を
広く情報発信する。

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・海外でのフェアの開催、見本市等への出展支援
中国、香港、ベトナム等東アジア・東南アジアで計
35回（H27:14回、H28:9回、H29:12回）開催
・県内でのバイヤー等招へい商談会
　中国、香港、台湾、タイ、米国、EU諸国等のバイ
ヤー等を招へいし、計21回（H27:7回、H28:9回、
H29:5回）開催
＜計画目標の達成見込み＞順調
＜課題＞
引き続き県内企業に対してフェア等の出展や海外バ
イヤーとの商談の機会の提供が必要

商工

商工

部局

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・首都圏での伝統工芸品（阿波藍しじら織、大谷
焼）の展示や「阿波藍」の魅力を発進する徳島観光
キャンペーンを開催し、販路拡大を促進
【首都圏で実施した展示会】
・伝統的工芸品展WAZA(H27しじら織、H28大谷焼、
H29阿波和紙)
・伝統工芸青山スクエア特別展(阿波藍)
・物産振興団体への補助を通じて伝統産業の振興を
支援

＜計画目標の達成見込み＞順調

＜課題＞
・首都圏における伝統工芸品展の展示機会の増加

　県内企業のさらなるグローバル化に向けて、海
外でのフェア等の開催や見本市への出展支援、県
内での商談会の開催などにより支援を行う。

実績値
（H28）

実績値
（H29）

5



(２－２－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

24件 26件 28件 30件 36件 26件 37件 ◎

推進 → → →

200社 215社 230社 174社 158社 △

20回 20回 20回 20回 20回 20回 25回 ◎

159 推進 → → →

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　県内企業の受注機会の拡大に努め、H27～29の公共
事業の実施状況では、金額ベース・件数ベースとも
に県内企業の受注率が90％以上となっている。ま
た、県内産資材の原則使用を推進した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　今後とも県内企業への優先発注等への取組が必要

　引き続き、県内企業への優先発注、県内産資材
の原則使用などに取り組む。

県土

160 推進 → → →

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　各種説明会等の機会を捉えて、建設業者に融資制
度等を周知し、制度の利用を促進した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　あらゆる機会を通し、積極的な周知が必要

　引き続き、各種説明会等の機会を利用し建設業
者に融資制度等を周知し、制度の利用促進に努め
る。

農林
県土

161 推進 → → →

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・県工事の受注業者に対し下請契約・支払の適正化
を指導。
・下請相談窓口における対応。
・営業所調査における指導。
・下請債権保全支援事業を周知し、事業の利用促進
を図る。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　あらゆる機会を通じ指導、周知を図る。

　引き続き、指導、周知を図り、法令遵守の徹底
や元請・下請関係の適正化を推進する。

県土

番号

158

157

○若年者等の割合が15％以上の入札参加資格業者数
　　　㉕－→㉚230社以上

●県西部圏域の加工・販売業者等を対象にビジネスセ
ミナーや個別相談会を実施し、魅力ある商品づくりを
支援するとともに、関係事業者のマッチングを進める
商談会の開催や、首都圏で開催される商談会等への参
加により、販路開拓を図ります。＜西部＞

実績値
（H29）

●「地域建設業経営強化融資制度」などにより建設業
の資金調達の円滑化を図ります。＜農林・県土＞

●建設産業の担い手確保・育成に向け、建設産業の魅
力発信を行うとともに、若年者や女性雇用の取組みを
拡充することにより建設業への入職の促進を図りま
す。また、就業者の定着を図るため、技術者等のため
の研修や経営基盤強化のためのセミナー等を開催しま
す。さらに、魅力発信と育成・支援を合わせたフィー
ルド講座モデル工事、ＩＣＴ技術を活用した試行工事
や研修会等を実施します。＜県土＞

工程（年度別事業計画）

主要事業の概要・数値目標

○新規商談成立件数
　　　㉕－→㉚３０件

西部

　
　商工団体等と連携し、各事業者の生産規模に応
じた関係事業者とのマッチングを支援し販路拡大
に取り組む。

　引き続き、建設産業の担い手確保・育成に向
け、小中学生及び女性に対し、建設産業の魅力を
発信するとともに、資格の取得支援やＩＣＴ施工
の導入を推進する講習会等を実施する。

部局

県土

今後の取組方針

●公共事業における県内企業の受注機会の確保等を図
るため、県内企業への優先発注、県内産資材の原則使
用などの取組みを推進します。＜県土＞

○魅力発信のための講座、研修、セミナーや
　支援制度説明会、モデル工事等の実施回数
　　　㉕１１回→㉗～㉚年間２０回

実績値
（H27）

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１. 商品デザインや商品販売力などの事業者向けセ
ミナーの開催
２. 首都圏等での販路拡大機会の創出
３. 地域において地域外事業者との販路拡大に向け
た商談会の開催

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　生産者の事業規模に合わせた対応が必要

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・魅力発信のための講座開催(H27:5回､H28:8回､
H29:8回)
・人材確保・育成支援ｾﾐﾅｰ等の開催(H27:3回､H28:3
回､H29回:4回)
・支援巡回相談､説明会の開催(H27:8回､H28:8回､
H29：8回)
・ﾓﾃﾞﾙ工事(H27:4回､H28:1回､H29:5回)

＜計画目標の達成見込み＞順調

＜課題＞
　建設産業の魅力発信について、若年層への取組の
拡大が必要。

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

6



(２－２－２)

評価

☆☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

70件 70件 70件 70件 70件 77件 69件 ○

20
市町村

24
市町村

21
市町村

23
市町村

○

実施 → → →

400人 400人 600人 800人 405人 410人 767人 ◎

5件 10件 10件 10件 13件 18件 18件 ◎

推進 → → →

80件 80件 80件 80件 79件 97件 111件 ○

○事業計画等の支援件数【主要指標】
　　　㉕６１件→㉗～㉚年間７０件以上

番号

○創業に関する講座の受講者数
　　　㉕３２７人→㉚年間８００人以上

162

163

●大学生からシニアまで幅広い年齢層における創業
や、女性ならではの感性やアイディアを活かした創業
を支援するとともに、講座の開催や創業経験者のもと
で行う就業体験など、次代の本県産業界を担う人財育
成のための取組みを進めることにより、創業の促進を
図ります。＜商工＞

○創業支援事業計画策定市町村数
　　　㉕－→㉙24市町村（全市町村）

委員意見

特記事項

●独自の技術や知識、能力、経験等を活かして県内で
新たに創業する者の事業計画を認定し、「平成藍大市
あったかビジネス大賞※」への参加を促すとともに、
県内市町村をはじめとする創業支援機関と連携して、
経営のアドバイスや融資、フォローアップ等、各種支
援を行います。＜商工＞

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

主要事業の概要・数値目標
実績値
（H29）

○女性の創業に対する事業計画等の支援件数
　  　㉕－→㉘～㉚年間１０件

164

商工

部局

商工

主要施策：２　新たなビジネスへの
　　　　　　　チャレンジ支援

工程（年度別事業計画）

部局

商工

商工

　継続的に周知活動を実施するとともに、起業者
の経営を支援するため、融資条件の見直しを行
う。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１　市町村や商工団体等の創業支援機関との連携強
化
２　平成藍大市あったかビジネス大賞を県民投票に
より公募、表彰
３　創業補助金等国の施策に対する事業者支援
　上記の取組みにより事業計画等の支援件数を増進
した。

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
　創業者への継続的なフォローアップを強化してい
く必要がある。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　本県の創業支援関連事業や、徳島県信用保証協会
と連携し、制度の利用促進に努めた結果、目標を超
える件数を達成した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　創業者に対して更なる周知を行い、若手・女性起
業家等の発掘・育成を図っていく必要がある。

実績値
（H28）

実績値
（H27）

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　学生やシニア起業家、女性、クリエイター志望者
等を対象に起業、創業等の講座を開催。（Ｈ29：延
90回）
上記の取組みにより、創業に関する講座の受講者数
および女性の創業に対する事業計画等の支援件数を
達成した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　講座ごとの定員に対する充足率にはばらつきがあ
るため、より受講者の視点に立った講座内容に見直
していく必要がある。

数値目標
の達成度

○創業者に対する新規融資件数
　　　㉕９２件→㉗～㉚年間８０件以上

・商工団体や中小企業支援機関等との連携の強化
を図る。
・24市町村全てにおいて創業支援事業計画が策定
され、計画的に実施できるよう、情報提供等を行
う。

・徳島県ゆかりの起業家講師の招聘を継続する。
・創業支援機関との連携をより強め、施策の周知
を図ることで創業を促進する。
・女性他幅広いニーズに対応した創業支援を図
る。

今後の取組方針
H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

数値目標
達成状況

7



(２－２－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

実施 → → →

90社 95社 100社 105社 90社 95社 105社 ◎

実施 → → →

40% 40% 40% 40% 60% 60% 65% ◎

推進 → → →

10件 10件 10件 10件 16件 18件 10件 ◎

充実 → → →

充実 継続 充実 ◎

実績値
（H27）

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　起業者に対して、低廉な価格で利用できる賃貸事
務所の提供を行うとともに、クリエイター間の交流
の場として交流サロンを提供し、事業者間のネット
ワークづくりを支援した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　起業者に対してさらなる周知を行い、潜在需要の
掘り起こしを図っていく必要がある。

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○「徳島のＳＯＨＯ事業者サイト」登録事業者数
　　　㉕８０社→㉚１１０社

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
1 経営品質プログラムにこれから取り組む企業がス
テップアップするためのセミナーを実施
2 経営品質向上プログラムに取り組み始めた企業が
ステップアップするための研修を実施
3 徳島県経営品質賞を実施
上記取組みにより、セルフアセスメント等取組み企
業数は計画通りに達成した。

＜計画目標の達成見込み＞順調

＜課題＞
　継続的に経営品質向上プログラムに取り組む企業
が増加するよう啓発を行うとともに、セミナー、研
修等の内容の充実を図っていく必要がある。

●独創的な技術やサービスで新たな事業活動に取り組
む企業の経営革新の達成に向けた取組みを支援しま
す。＜商工＞

○「徳島のＳＯＨＯ事業者サイト」登録事業者数
　　　㉕８０社→㉚１０５社

主要事業の概要・数値目標

○「お試し発注制度」の充実
　　（対象要件の見直し・拡大等）

168

●官公庁での受注実績をつくり新製品の販路開拓につ
なげるため、経営革新支援制度の承認企業等の新規
性・独創性のある製品を県が購入することにより支援
をします。
＜商工＞

実績値
（H29）

○経営革新計画達成割合（全国平均２４．５％）
　　　㉕３０%→㉗～㉚毎年４０％以上

166

○セルフアセスメント※等取組企業数
　　　㉕１３件→㉗～㉚年間１０件以上

167

●県内企業が顧客本位に基づく卓越した業績を生み出
す経営の仕組みを有する経営体制構築を支援し、企業
の競争力強化を図ります。＜商工＞

●起業に必要な事務所の確保や事業者間のネットワー
クづくりを支援します。＜商工＞

165

番号
数値目標
の達成度

商工

商工

部局

　起業に必要な事務所を確保し、セミナーやサロ
ンを活用して、事業者間のネットワークづくりの
支援を行う。

　商工団体等と連携し、継続的な普及啓発活動を
行うとともに、計画策定後のフォローアップを行
い、経営革新計画の達成を支援する。

　引き続き、セミナー、研修等のさらなる内容の
充実を図るとともに、継続的な普及啓発活動に取
り組む。

商工

・より使い勝手の良い制度となるよう、対象要件
の拡大等を行う。（H30年度は新たにAIサービス
枠とデザイン・動画枠を設け拡充予定）
・制度の利用促進に向け、対象事業者等への広報
を強化する。

今後の取組方針

商工

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・中小企業の新商品を県で率先して購入、官公庁の
受注実績による販路開拓支援を行った。
　H27年度７事業者
　H28年度６事業者
　H29年度１０事業者
・健康づくり推進活動功労者知事表彰（企業部門）
を受けた者を新たに対象として追加し、制度の拡充
を図った。

＜計画目標の達成見込み＞順調

＜課題＞
　頑張る中小企業の販路開拓を支援するため、対象
事業の拡大等、更なる制度の見直し行っていく必要
がある。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・経営革新計画審査委員会を開催し、新たに計画を
承認（H29年度：12件　H28年度：9件 H27年度：13
件）
・表彰制度等により事業効果をPR
・商工団体との連携により支援を強化

＜計画目標の達成見込み＞順調

＜課題＞
　事業計画の精度向上、計画策定後のフォローアッ
プの充実のため、商工団体等の支援機関との連携を
強化する。

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

工程（年度別事業計画）

実績値
（H28）

8



(２－２－３)

評価

☆☆☆ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

700人 700人 700人 700人 716人 706人 722人 ◎

600人 600人 600人 600人 618人 604人 660人 ◎

推進 → → →

30人 30人 30人 30人 32人 39人 35人 ◎

実績値
（H27）

主要事業の概要・数値目標 部局
数値目標
の達成度

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

実績値
（H29）

実績値
（H28）

○改善エキスパート認定数・フォローアップ数
　　　㉕３０人→㉗～㉚年間３０人以上

●「改善エキスパート※」の認定及び「改善エキス
パート認定者」のフォローアップ支援を行うことによ
り、改善能力を向上させ、県内企業の競争力を強化し
ます。＜商工＞

今後の取組方針

170

●２１世紀の徳島経済をリードする企業人の育成を目
指して、「強い組織」づくりの核となる人財育成を推
進します。＜商工＞

数値目標
達成状況

特記事項

とくしま経営塾「平成長久館」※階層別受講者数
○経営者研修【主要指標】
　　　㉕６４８人→㉗～㉚７００人以上

169

○社内リーダー養成研修
　　　㉕５９５人→㉗～㉚６００人以上

番号

工程（年度別事業計画）

主要施策：３ 人材育成による強い組織
            づくり

商工

部局

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
1 改善能力向上セミナー（入門編・実践編）・エキ
スパート能力向上研修等を開催し、フォローアップ
を実施した。
2 改善エキスパートを４名認定し、認定証授与式を
実施。

＜計画目標の達成見込み＞順調

＜課題＞
　継続的に新たな改善エキスパートが認定できるよ
う改善活動への啓発と研修内容の充実を図る必要が
ある。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
1 企業ニーズを踏まえ、女性リーダー養成講座等の
新たな講座を実施
2 事業を積極的に利用し、顕著な効果を上げている
企業の表彰により、事業効果をＰＲ
上記取組みにより、受講者数は順調に推移した。

＜計画目標の達成見込み＞順調

＜課題＞
　引き続き、企業ニーズを踏まえながら、講座内容
を見直すとともに、受講者への広報を強化する必要
がある。

　改善活動の継続的な普及、啓発を行うととも
に、認定者のより一層の活用を図る。

商工

商工
　企業ニーズに沿った講座内容への見直しを行う
とともに、構成する講座の広報を強化する。

委員意見

9



(２－２－４)

評価

☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 完了

18区画
5.5ha

18区画
5.5ha
完了

18区画
4.4ha

18区画
4.4ha △

推進 → → →

工事
促進中

－

工事
着手

－

推進 →
埋立
概成

埋立
概成

－

　建設発生土を確保するため，関係機関への広報
を実施し，事業進捗を図る。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　流通施設用地においてH28年度末１社解約。
　H29年度は流通関連企業を中心に営業活動を行っ
た。

＜計画目標の達成見込み＞　努力を要する

＜課題＞
　積極的な営業活動や「分譲・貸付の公募」を行う
など、臨空用地への流通関連企業の早期誘致に取り
組む。

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●徳島阿波おどり空港に隣接し、四国横断自動車道
とのアクセス性も強化された利点を活かすととも
に、積極的な営業活動や「分譲・貸付の公募」を行
うなど、臨空用地への流通関連企業の早期誘致に取
り組みます。

　解約された土地の売却(貸付)を行うとともに，
既貸付地の売却を促進する。

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

県土

県土

○「津田地区活性化計画」の実現に向けた埋立造成
　　　㉕－→㉚埋立概成

主要施策：４　経済好循環を支える基盤
　　　　　　　整備

数値目標
達成状況

部局

　事業予算の確保に向け、機会ある毎に国に提言を
行っていく。

県土

委員意見

特記事項

実績値
（H29）

173

●徳島小松島港津田地区において、「活性化計画」に
基づき「とくしま回帰先進地」としての再生に向け、
高速道路供用に必要な取組みを推進します。＜県土＞

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
【H27】
　・「徳島小松島港津田地区活性化計画」
　　策定(H28.3)
【H28】
　・埋立免許取得に必要な各種調査・設計実施
　・埋立てに必要な建設発生土の円滑な受入
　　について，関係機関と調整を実施
　・埋立免許願書出願（H29.1.16）
【H29】
　・埋立免許取得（H29.5）
　　第3水面貯木場の埋立工に着手(H29.6)

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　埋立土の確保（H29末時点87.4%確保）

部局

○臨空用地の売却・貸付【主要指標】
　　　㉕空港支援等施設用地１６区画
　　　　流通施設用地４．２ha
　　　→㉘空港支援等施設用地１８区画（全区画）
　　　　　流通施設用地５．５ha（全面積）

171

●徳島阿波おどり空港に隣接し、四国横断自動車道と
のアクセス性も強化された利点を活かし、臨空用地へ
の流通関連企業の早期誘致に取り組みます。＜県土＞

実績値
（H28）

今後の取組方針

172

●長安口ダム改造により安定した水の供給を図るな
ど、徳島の成長を支える社会資本整備を推進します。
＜県土＞

○長安口ダムの恒久的堆砂対策の促進
　　　㉕－ →㉚工事着手

県土

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　長安口ダムでは、新設ゲート２門のうち１門目の
切削が完了し、主ゲートの設置、２門目の切削工事
に着手するとともに、堆砂対策を継続して実施する
など、長安口ダム改造事業を促進した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　事業予算の確保

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
【数値目標】
○長安口ダムの長期的堆砂対策の促進

○長安口ダムの本体改造の促進
　　　㉕工事施工中 →㉚工事促進中

10



(２－３－１)
　 　

 

評価

☆☆☆ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

48回 250回 270回 300回 267回 284回 290回 ◎

創設 創設 ◎

開設 開設 ◎

創設・
表彰

→ → →

創設・
表彰

創設
・
表彰

表彰 表彰 ◎

作成・
上映

→ → →

作成・
上映

作成
・
上映

上映 上映 ◎

基本目標2「経済・好循環とくしま」の実現

2－3　未来を拓く科学技術の振興

番号
H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

●科学技術の未来を切り拓く人材を育成するため、県
内外の高等教育機関や研究機関と連携し、県内外の大
学生等が、県内の高校生と一緒に学び、科学の素養を
磨く「とくしま科学技術アカデミー」を創設するとと
もに、県内の小中学生へ体験型の科学の出前講座など
を実施する「体験型講座（科学技術Jr.アカデ
ミー）」を開講し、県内の小・中・高校生に対して実
践的な学習の機会を提供します。
また、科学技術に関し、ひろく県民の関心と理解を深
めることにより、本県の科学技術の振興を図るため、
「とくしま科学技術月間」期間を中心に科学技術関連
行事を実施します。＜政策＞

工程（年度別事業計画）

主要事業の概要・数値目標
実績値
（H27）

174

○「科学技術に関する体験型講座」の開設
　　　㉗開設

○「とくしま科学技術アカデミー」の創設
　　　㉘創設

○徳島県内「科学技術」関連イベント数
【主要指標】
　　　㉕４５回→㉚３００回

主要施策：１　科学技術の振興

実績値
（H29）

委員意見

特記事項

政策

政策・企業

　引き続き、科学の面白さに触れる体験講座を通
して科学技術人材の裾野の拡大を図るとともに、
科学技術に関する素質と意欲を持つ生徒の才能や
可能性をさらに伸ばす。

　今後とも「徳島県科学技術大賞」による表彰等
を継続して実施し、科学技術に携わる者全体の意
欲向上を図る。

政策

　ＨＰ上で動画を引き続き公開するとともに、教
育関係機関等と連携し、次代の担い手の育成を推
進していく。

政策

部局

部局今後の取組方針
数値目標
の達成度

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　県内各施設と協力し、科学技術関連イベント数増
加を図った。
H27
１「科学技術アカデミー」講座の開講に向け、教育
委員会をはじめとする関係部局・高等教育機関等と
の協議を実施した。
２「科学技術アカデミー」プレ講座として、小中学
生向けの体験型講座を実施した。
　（小学生１回、中学生１回）
３　徳島大学「生物資源産業学部」着任予定教員に
よる出前講座を県立高校５校において実施した。
H28
１「科学技術アカデミー」開講記念イベントとし
て、子供向けのサイエンスショーを実施した。
２「科学技術アカデミー」講座として、中高生向け
講座を実施した。（全７講座）
３「科学技術Jr.アカデミー」講座として、小中学生
向け講座を実施した。（全１０講座）
４「科学技術Jr.アカデミー」講座として、退職理科
教員による出前授業を小中学校で実施した。（小学
校１３校、中学校１３校）
H29
１「科学技術アカデミー」講座として「エキスパー
ト養成講座」を４回、「リケジョ養成講座」を２
回、「中高生向け実践講座」を８回、実施した。
２「科学技術Jr.アカデミー」講座として、小中学生
向け体験講座を１２回実施した。
３「科学技術Jr.アカデミー」講座として、退職理科
教員による出前授業を小中学校で実施した。（小学
校１３校、中学校１３校）

＜計画目標の達成見込み＞　順調
＜課題＞
「科学技術アカデミー」講座の内容の充実

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１　平成27年度に「徳島県科学技術大賞」を
　　創設
２　表彰式の開催
　　　平成27年10月31日（12名（組））
　　　平成28年10月29日（12名（組））
　　　平成29年10月23日（11名（組））

＜計画目標の達成見込み＞　順調
＜課題＞　科学技術に携わる者全体の意欲向上

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１　徳島県の科学技術の歴史・現在の取組み・未来
展望を語る動画「動画で学ぶとくしまの科学」を作
成
２　県内小学校３校で上映会を実施
３　ＤＶＤを県内各小学校へ配布
４　動画をＨＰ上で公開
５　各種イベント等での上映

＜計画目標の達成見込み＞　順調
＜課題＞
　若者等の科学技術に対する興味・関心の喚起が必
要

数値目標
達成状況

175

○「徳島県科学技術大賞」の創設・実施
　　　㉗ 制度創設・表彰

実績値
（H28）

●科学技術に関する研究開発、理解増進等に顕著な成
果を収めた者を顕彰し、科学技術に携わる者全体の意
欲の向上を促進することによって、本県の科学技術の
発展及び振興を図ります。＜政策＞

176

●徳島県の科学技術の歴史・現在の取組み・未来展望
を語る動画を作成し、教育機関やイベント等での上映
を行います。＜政策＞

○徳島県の科学技術がよく分かる動画の作成・上映
　　　㉗作成・上映

11



(２－３－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → →

7,000
人

12,000
人

12,000
人

　14,551
　人

　18,332
　人

◎

企業

部局

　継続した集客を確保するため、各種イベントの随時開
催や展示物の更新を実施するとともに、ミュージアムの
知名度を向上させるための継続的なＰＲに取り組む。

今後の取組方針主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

実績値
（H28）

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　自然エネルギーの大切さを学び、先端科学に触れ
る機会を提供。Ｈ28は14,551人、Ｈ29は18,332人に
来館いただいた。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　来館者に何度も訪れていただくため、飽きさせな
い工夫が必要。

数値目標
の達成度

実績値
（H29）

177

●小中学生の技術者・研究者に対する夢や志を育むた
め、川口ダム自然エネルギーミュージアムとその周辺
施設が連携する「スマート回廊」を創設し、最先端の
デジタル技術による映像、コミュニケーションロボッ
ト、日本科学未来館監修の科学展等を体験する機会を
提供します。＜企業＞

○「スマート回廊」年間延べ体験者数（再掲）
　　      ㉕－→㉚１２，０００人

番号

12



(２－３－２)

評価

☆☆☆ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

7件 14件 21件 30件 7件 23件 31件 ◎

4.7億
円

6.8億
円

8.9億
円

11億円
4.8億
円

7.2億
円

9.7億円 ◎
○研究開発費（累計）
　　　㉕－→㉚１１億円以上

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

実績値
（H28）

●文部科学省の「地域イノベーション戦略支援プログ
ラム」を強力な推進エンジンとして、産学金官連携に
よる研究開発及び事業化の取組みを促進します。＜商
工＞

○事業化件数（累計）【主要指標】
　　　㉕－→㉚３０件

・研究開発成果を企業における事業化につなげ、
健康・医療分野の新成長産業化を目指す。

・引き続き外部資金も活用しながら、研究開発を
推進する。

商工

部局

商工

178

部局今後の取組方針

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　研究開発成果の事業化を促進し、低エネルギーで
も満腹感のある冷凍食や創薬候補化合物評価支援事
業など、これまでに31件を事業化。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　糖尿病臨床研究開発拠点の形成に向けて、事業化
をさらに加速。

委員意見

特記事項

実績値
（H29）

主要施策：２　「とくしま『健幸』
　　　　　　　イノベーション構想」の推進

数値目標
達成状況

13



(２－３－３)

評価

☆☆☆ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

市場
投入

試作開発 試作開発 試作開発 －

2
テーマ

2
テーマ

2
テーマ

2
テーマ

2
テーマ

2
テーマ

3
テーマ

◎

2
人

5
人

2人 ◎

4個 8個 11個 ◎

55
機関

60
機関

66
機関

◎

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

番号

179

○「とくしま高機能素材活用コンソーシアム」
　の参画機関数
　　　㉘50機関→㉚60機関

●本県ものづくり企業の競争力を高めるため、徳島県
の強みを活かし、産学官連携により、介護分野を中心
にロボットテクノロジーの実用化を推進するととも
に、ＣＦＲＰなど高機能素材を活用した付加価値の高
い製品開発を推進します。＜商工＞

○「移乗介助分野」及び「見守り分野」に「移動
支援分野」を加え、現場実証や製品改良等に取り
組み、ロボットの技術開発を推進する。

○引き続き、ＣＦＲＰは実用化及び製品化への取
り組みへの研究推進、ＣＮＦは応用技術の検討及
び企業との共同研究の推進を図る。

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

今後の取組方針

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○ロボット技術開発の取組み
　平成28年1月に「とくしまロボット関連産業創出コ
ンソーシアム」を設置し、「移乗介助分野」及び
「見守り分野」におけるロボットの技術開発に取り
組んだ。
(1)移乗介助分野
　H27:小型・高トルクモータ及び軽量ギアを
　　　組み合わせたアクチュエータの試作
  H28:試作品の駆動技術及び部品の改良
　H29:試作品の改良及び評価手法の確立
(2)見守り分野
　H27:画像認識機能や温度センサー、癒やし
　　　機能などを搭載したロボットの試作
　H28:試作品の機能追加及び改良
  H29:試作品の改良及び現場実証の実施

〇新素材活用の検討テーマ数
(H27)
　新分野進出支援事業（国→ＳＴＥＰ→機構）とし
て，ＣＦＲＰに係る研究会（２テーマ）開催。
①家具建具分野研究会
②ＬＥＤ分野研究会
(H28)
　高機能素材関連企業雇用拡大推進事業として，セ
ミナーを３回及び研究会（２テーマ）を開催
①家具分野研究会（ＣＦＲＴＰの椅子への活用）
②建具分野研究会（ＣＦＲＰを用いた反り防止ドア
の開発）
(H29)ＣＦＲＰは高機能素材関連企業雇用拡大推進事
業として，研究会（２テーマ）を開催。
①機械部品分野研究会（低価格なＣＦＲＰ制作方法
の開発）
②建具分野研究会（ＣＦＲＰを用いた反り防止ドア
の開発）
ＣＮＦはフォーラムと研究会、共同研究２件を実
施。
①ＣＮＦ研究会（ＣＮＦの製造）
②共同研究（性能評価、バクテリアセルロース）

＜計画目標の達成見込み＞達成可能

＜課題＞
○現場ニーズを踏まえた介護ロボット等の研究開発
○新素材活用
　　テーマ数の拡充

委員意見

実績値
（H29）

特記事項

○高機能素材活用製品の試作品数
　　　㉕－→㉚８個

○新素材活用の検討テーマ数
　　　㉕－→㉗～㉚毎年２テーマ

○高機能素材活用コンソーシアム参画企業の
　新規雇用者数
　　　㉕－→㉚５人

部局

商工

実績値
（H28）

○生活支援ロボットの市場投入【主要指標】
　　　㉚投入

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

商工・農林

部局

主要施策：３　ものづくり技術の高度化
数値目標
達成状況

14



(２－３－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

2件 2件 2件 2件 6件 1件 2件 ○

4件 4件 4件 4件 5件 4件 4件 ◎

推進 → → →

50件 55件 60件 65件 50件 55件 60件 ◎

12件 13件 14件 15件 13件 14件 14件 ◎

10台 15台 2台 9台 ○

ブラン
ド化

ブランド化 ◎

開発 検討 －

181

●大学や民間企業との連携を強化し、本県農林水産業
を支える新技術の開発を推進するとともに、現場への
速やかな普及を図ります。＜農林＞

農林

商工

○試作等件数
　　　㉕－→㉗～㉚年間４件

○「徳島発・次世代技術」創造数（累計）
　　　㉕４２件→㉚６５件

○農業用アシストスーツの現場への導入数（累計）
　　　㉕－→㉚１５台

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
国等の外部資金を活用し、新技術・新製品の開発を
支援する。
・国等の外部資金の事業採択件数（新規）
　（H27：6件、H28：1件、H29：2件）
・国等の外部資金事業における試作等件数
　（H27：5件、H28：4件、H29：4件）

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
　より多くの外部資金の採択のため、予備的共同研
究の範囲の拡大や波及効果を高めていくことが重要

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●国等の競争的開発資金に積極的に応募して活用を
図るとともに、産学官連携等により、研究開発を促
進し、企業の新技術・新製品の開発を支援します。

○ＬＥＤを活用した「新たな漁具」の開発
　　　㉚開発

○「海の野菜」ブランド化の推進
　　　㉘ブランド化

○新品種の開発数（累計）
　　　㉕１１件→㉚１５件

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○「徳島発・次世代技術」創造数（累計）
　大学や民間企業と連携した農林水産分野への先進
技術を用いた研究開発を行った。
　農林水産物の安定生産に向け，タデ藍収穫機や、
なると金時の非破壊糖度測定システム、藻類養殖用
の施肥材など徳島発の技術を開発
　（H27　４件，H28　５件，H29　５件）

○新品種の開発数（累計）
　レンコン「阿波白秀」，高水温耐性ワカメ，いち
ご「阿波ほうべに」など新品種の育成
　（H27　２件，H28　１件，H29　０件）

　H29年度は、秋期の高温多雨による品質低下に対応
するため、晩生系統のすだちや貯蔵用みかんの品種
開発を進めているところであるが、H29年度の出願申
請には至っていない。
○農業用アシストスーツの現場への導入数（累計）
　研修会の開催などによる導入推進に取り組んだ。
　　H28　２台、H29　７台（米運搬アシスト機具）

○「海の野菜」ブランド化の推進
　鳴門わかめの安定生産のため、県が開発した、養
殖海域の水温上昇に適応した新品種の普及を推進し
た。

○ＬＥＤを活用した「新たな漁具」の開発
  カゴ漁業において，様々な色のＬＥＤ水中灯を用
いて，魚種による集魚効果の違いについて調査し
た。

＜計画目標の達成見込み＞ 　順調

＜課題＞
○農業用アシストスーツの現場への導入数（累計）
　農業者への情報提供と機具の低コスト化
○ＬＥＤを活用した「新たな漁具」の開発
　魚種毎の集魚効果の精査及び効果的な活用技術の
検討

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●大学や民間企業との連携を強化し、研究施設の機
能強化を図ることにより、本県農林水産業を支える
新技術の開発を推進するとともに、新技術導入促進
に向けた情報収集、実演会をはじめ情報提供によ
り、現場への速やかな普及を図ります。

○「徳島発・次世代技術」創造数
　農林水産３分野のサイエンスゾーンにおける大
学や民間企業等との連携を進め，ＬＥＤやＩoＴ、
ＤＮＡ情報など，先進技術を用いた技術開発を推
進する。

○新品種の開発数
　ブランド力強化を図るため、スダチ等の新品種
の開発については、生産者団体、産地等と意見交
換を行うとともに、現地栽培試験等により、特性
評価を実施する。

○農業用アシストスーツの現場への導入数
　導入促進に向けた情報収集、及び農業者に対し
て実演会を開催するなど情報提供を行い、利用を
促進する。

○「海の野菜」ブランド化の推進
　県南地域の高水温に対応したわかめ類品種の開
発や養殖実証試験等を実施する。

○ＬＥＤを活用した「新たな漁具」の開発
　ＬＥＤ光で魚群を誘導する技術開発や水産資源
の保護育成に応用できるＬＥＤブイの開発を進め
る。また，屋内でのワカメ種苗生産に応用するた
めに，ワカメ配偶体の生長・成熟特性をＬＥＤ光
源の色別に検証する。

今後の取組方針

180
　国等の外部資金獲得に向けた産学官連携による
共同研究を実施し、新技術・新製品の開発を支援
する。

●国等の競争的開発資金の活用や産学官連携等により
研究開発を促進し、企業の新技術・新製品の開発を支
援します。＜商工＞

実績値
（H29）

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

部局

○競争的研究開発資金の事業採択件数
　　　㉕－→㉗～㉚年間２件

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

実績値
（H28）
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(２－４－１)
　 　

 

評価

☆ C

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

改定 - 改定 推進 ◎

1,295
億円

1,300
億円

1,305
億円

1,310
億円

1,234
億円

1,295
億円

12月に
判明

○

基本目標2「経済・好循環とくしま」の実現

2－4　もうかる農林水産業の飛躍

番号

●本県農林水産業の持続的な発展や農山漁村の活性化
に資するため、「徳島県食料・農林水産業・農山漁村
基本条例」を肉付けする基本計画に基づき、「高いブ
ランド力」などの「強み」を活かした「攻め」の対策
と小規模経営体・産地の維持に向けた「守り」の対策
に重点的に取り組み、農林水産業の成長産業化を目指
します。
また、持続可能な水田農業を推進するために、地域の
実情に応じた米づくりや海外を視野に向けた取組みな
ど、新たなコメ戦略を進めます。＜農林＞

○農畜水産物産出額【主要指標】
　　　㉕１，２０３億円→㉚１，３１０億円
                                   <暦年>

主要施策：１ 「もうかる農林水産業」の
             実現

182

実績値
（H27）

主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画」の
改定
・「TPPなどのグローバル化への対応」や「地方創生
の実現」などの観点から、計画の改定を行った。
・「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画レ
ポート」を作成し、計画の進捗状況を県民に公表し
た。

○農畜水産物産出額
　国の事業及び県単独事業を活用し、産地における生
産体制や販売力の強化を図った。

＜計画目標の達成見込み＞　順調
 
＜課題＞
○「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画」の
改定
　他計画（「新未来『創造』とくしま行動計画」、
「vs東京『とくしま回帰』総合戦略」等）との整合性
の確保

○農畜水産物産出額
　主食用米をはじめとする農産物の価格低迷の影響に
対し、高付加価値化や新たな販路拡大など価格向上に
向けた取組が必要

　　　　　　　　　(次ページへ続く)

農林

部局

今後の取組方針 部局
数値目標
の達成度

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

農林

○「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計
画」の改定
　「新未来『創造』とくしま行動計画」、「vs東
京『とくしま回帰』総合戦略」等との整合性を図
るとともに、30年度以降に実施される主要施策を
適切に反映する。

○農畜水産物産出額
　農林水産物の品質向上、栽培面積の拡大等によ
る低コスト化など生産体制強化を図るとともに、
６次産業化による生産物の高付加価値化を推進
し、新たな販路の開拓・拡大により、生産物の販
売促進を支援する取組みを行う。

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

実績値
（H29）

○「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画」
の改定
　　　㉘改定

委員意見

特記事項
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(２－４－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

500ha
1,250
ha

1,400
ha

1,500
ha

988ha 852ha 729ha △

42トン 50トン 59トン 68トン 60トン 74ﾄﾝ 79ﾄﾝ ◎

商品化 - 商品化 ◎

推進 →

82
億円

89
億円

71
億円

○

実績値
（H28）

○県産米輸出数量
　　　㉕３４トン→㉚６８トン

番号
実績値
（H27）

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

○飼料用米の作付面積
　　　㉕９９ｈａ→㉚１，５００ｈａ

○県産酒米による國酒「とくしま」の商品化
　　　㉚商品化

部局今後の取組方針

農林

○飼料用米の作付け面積
　市町村やJAと連携し,国の助成制度である経営
所得安定対策の飼料用米作付け加算について周知
徹底を図り、取組み面積の拡大に向けて推進す
る。
　また、県内生産者と県内実需者のマッチングに
よる地域内流通を推進し、飼料用米の需給の安定
化を図る。

○県産米輸出数量（もうかるブランド推進課）
　既存ルートの取引先では消費拡大に向けた販売
支援を行うとともに、「平成３０年度新規マー
ケット開拓事業」により日系量販店や外食など新
たな取引先の開拓に取り組む。

○県産酒米による國酒「阿波十割」の商品化
　県内外での展示会や飲食店等へのPRによる認知
度向上と消費の促進を図るとともに、酒造用米の
「山田錦」より草丈が低く早期で多収の「吟のさ
と」を新たに産地品種銘柄として選定し、酒米の
供給体制の充実を図る。

　　　　　　　　（前ページからの続き）

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○飼料用米の作付け面積
１飼料米用に関する会議の開催
　　（H27:3回、H28:3回、H29:3回）
２飼料用米の実証展示ほの設置
　　（H27:3カ所、H28:3カ所、H29:2カ所）
○県産米輸出数量
１量販店等での試食販売や商談会の実施
　　（H27:3回、H28:4回、H29:3回）
２関係機関と連携し、全農徳島県本部を通じて東南ア
ジア等への輸出を拡大した
（H27:60t,H28:74t,H29:79t）
○県産酒米による國酒「阿波十割」の商品化
１生産者と実需者の情報交換会
　　（H27:1回、H28:1回、H29:1回）
２酒米展示ほの設置
　　（H27:1カ所、H28:1カ所、H29:1カ所）
３展示会等の出展(H27:ー、H28:1カ所、H29:16カ所 )
これまでの認定累計は25銘柄

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
○飼料用米の作付け面積
　飼料用米生産の低コスト化，経営の安定化による生
産意欲の向上や畜産業との連携による需給の調整
○県産米輸出数量
　他県との競争激化により、一部の国で減少傾向が続
いており、需要の拡大に向けた新たな取引先の開拓が
必要
○県産酒米による國酒「阿波十割」の商品化
　「阿波十割」のPRによる消費拡大と酒米の供給体制
の充実

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●本県農林水産業の持続的な発展や農山漁村の活性化
に資するため、「徳島県食料・農林水産業・農山漁村
基本条例」を肉付けする基本計画に基づき、「高いブ
ランド力」などの「強み」を活かした「攻め」の対策
と小規模経営体・産地の維持に向けた「守り」の対策
に重点的に取り組み、農林水産業の成長産業化を目指
します。
また、飼料用米についてより一層の面積拡大に取り組
むとともに、酒米をはじめ地域の実情に応じた米づく
りや輸出の拡大に向けた取組みなど、新たなコメ戦略
により持続可能な水田農業を推進します。
【数値目標】
○県産米輸出数量
　　　㉕３４トン→㉚７６トン
○県産酒米による「阿波十割」の商品認定数
　　　㉚３０銘柄

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　徳島大学・生物資源産業学部をはじめとする高等教
育機関や産業界とのオープンイノベーションを加速
し，新たな価値創出につながる研究開発や実践力の高
い人材育成を推進するため，地方創生拠点整備交付金
の活用による，各サイエンスゾーンの拠点施設の整備
を実施。

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
　各サイエンスゾーンの拠点施設を核とし、産学官連
携の強化による研究開発の推進

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

実績値
（H29）

数値目標
の達成度

　各サイエンスゾーンにおいて、産学官が連携を
図り、オープンイノベーションを加速させ、Ｉｏ
Ｔをはじめとする先端技術を活用した技術開発や
新たな価値創出につながる研究開発を推進するこ
とにより、各産業の主要品目の産出額の増加につ
なげる。

農林

○新たなイノベーション創出による
　農林水産物の産出額
　　　㉕－→㉚８９億円

183

●農林水産業の成長産業化を推進するためアグリ，マ
リン，フォレスト各サイエンスゾーンを核として ，
産学官によるオープンイノベーションを加速し，収益
性の高い新たな技術開発や実践力の高い人材育成等に
より「もうかる農林水産業」を実現します。＜農林＞
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(２－４－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

500ha
（50ha

）

1,000h
a

（100h
a）

1,500h
a

（150h
a）

2,000h
a

（200h
a)

242ha
(64ha)

433ha
(114ha)

776ha
(137ha)

△

推進 → → →

30
経営体

30
経営体

170
経営体

170
経営体

204
経営体

121
経営体

158
経営体

○

220
経営体

225
経営体

230
経営体

235
経営体

230
経営体

268
経営体

291
経営体

◎

主要事業の概要・数値目標
実績値
（H28）

○「農地中間管理機構」等を活用した
　農地集積面積（累計）
　　　㉕－→㉚２，０００ha
　　　　　　　（うち新規就農者２００ha）

●「農地中間管理機構」を活用した「徳島版・農地集
積モデル」を構築し、担い手への農地の集積を図りま
す。
＜農林＞

番号
実績値
（H27）

184

今後の取組方針

農林

　機構※を通じた担い手への農地集積を加速化す
るため、
・ 市町村段階のニーズの掘り起こしや農業者の
手続きを支援する、機構の「現地推進員」の増員
支援
・全市町村の農業委員会設置される「農地利用最
適化推進委員」との連携強化
・農業参入企業への農地集積支援や機構連携事業
等の基盤整備事業を活用した担い手への農地集積
やＣＡＴＶ・ラジオなどのメディアを活用した制
度の更なる周知
・幹部による市町村への推進活動の実施
などを実施する。

※農地中間管理機構：「農地中間管理事業の推進
に関する法律」に基づく農地中間管理事業（農用
地の利用の効率化・高度化の促進を目的とする担
い手への農地集積）を推進する機関として知事が
指定。本県では、（公財）徳島県農業開発公社を
徳島県農地中間管理機構として指定。

部局
数値目標
の達成度

実績値
（H29）

185

●「人・農地プラン」に新たに中心経営体と位置づけ
られる地域の中心となる経営体や、農業法人を育成し
ます。
＜農林＞

○「人・農地プラン」に新たに位置づけられる
　「地域の中心となる経営体」数
　　　㉕－→㉚１７０経営体

○農業法人数
　　　㉕２１４経営体→㉚２３５経営体

工程（年度別事業計画）

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１．農地集積の進捗状況を共有し、推進方策を協議す
る農地集積推進会議（関係機関・団体を構成員）を開
催した（1回／年）。また、各地域段階の農地集積重
点推進地区プロジェクトチームの取組みをサポートす
る担当者連絡会議を開催した（3回／年）。

２．市町村や、農業委員会、土地改良区などに対し、
農地中間管理事業を活用した農地集積の必要性につい
て随時説明を行った。

３．機構等を活用した農地集積面積及び新規就農者に
おける農地集積面積は集計中

＜計画目標の達成見込み＞　努力を要する

＜課題＞
１．機構への農地所有者の貸付希望の不足
２．農地の貸し手と借り手のマッチングが不十分
３．制度の周知、及び農業者の煩雑な手続きに対する
支援

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●「農地中間管理機構」を活用した「徳島版・農地集
積モデル」を構築するとともに、農業委員会に設置さ
れた「農地利用最適化推進委員」との連携強化や農業
者の手続きを支援する機構の「現地推進員」の増員支
援などを行い、担い手への農地の集積を図ります。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○人・農地プランに位置づけられる「地域の中心とな
る経営体数」
各地域の「人・農地プラン」の見直しを支援するとと
もに，農地中間管理機構が「人・農地プラン」の内容
を踏まえ，担い手への農地集積に取り組んだ。

○農業法人数
　法人化を目指す経営体に税理士等の専門家を７回派
遣し、法人化を推進した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
○農業法人数
　所得が十分でないため、法人化に至らないケースが
散見された。また、生産者から法人化のメリットがわ
かりにくいとの意見があった。

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○農業法人数
　　　㉕２１４経営体→㉚２８０経営体

　平成30年度から開始する「農業経営者サポート
事業」により、農業経営相談体制を整備するとと
もに、経営相談、専門家派遣等の取組により法人
化を促進する。

農林
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(２－４－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

33万㎥ 36万㎥ 39万㎥ 42万㎥ 32.4万㎥ 35.3万㎥ 37.5万㎥ ○

推進 → → →

策定 策定 ◎

ブラン
ド化

ブランド
化

◎

開発 －

設置 設置 ◎

番号 主要事業の概要・数値目標

●瀬戸内海から太平洋に至る個性豊かな本県の海域特
性を踏まえた漁業振興策を推進するとともに、大学等
との連携により、水産物のブランド化や新たな漁具の
開発を行い、本県水産業の新たな可能性の開拓に取り
組みます。＜農林＞

○「とくしま水産創生ビジョン」の策定
　　　㉗策定

187 農林

数値目標
の達成度

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　H27年度は，「森林環境保全整備事業」や「森林整
備加速化・林業飛躍事業」を活用し，県産材の生産及
び路網整備，高性能林業機械の導入を進めるととも
に，県産材の利用促進に取り組んだ。
 
　H28年度は，「森林環境保全整備事業」に加え国の
ＴＰＰ関連補正予算を活用し，間伐材等の生産や高性
能林業機械の導入，路網整備を推進するとともに，架
線集材の設置など県単独で主伐推進に繋がる支援を実
施した。

　H29年度は，大型高性能林業機械（ハイランダー，
大型フォワーダ）による皆伐の効率化実証を行うほ
か，油圧集材機の実装による素材生産の拡大策を実施
した。

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
　素材生産を行う担い手の確保

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●年々充実を続ける森林資源の積極的な活用を図る
「新次元林業プロジェクト」において、主伐に対応す
る「新林業生産システム」の更なる導入を進め、主伐
から再造林、保育までの「森林サイクル」の確立によ
る県産材の更なる増産を推進します。

実績値
（H28）

実績値
（H29）

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

●年々充実を続ける森林資源の積極的な活用を図る
「新次元林業プロジェクト」を推進します。＜農林＞

186

○「海の野菜」ブランド化の推進（再掲）
　　　㉘ブランド化

部局

○県産材の生産量
　　　㉕２９万㎥→㉚４２万㎥

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○「とくしま水産創生ビジョン」の策定
　ビジョン策定に向けた「検討委員会」を経て，本県
水産業の潜在的な可能性を最大限に引き出し，もうか
る漁業を実現するための「とくしま水産創生ビジョ
ン」を策定した。

○中層型浮魚礁の設置
　・H27　地元漁協との協議・調整
　・H28　地元漁協，国との協議・調整、実施設計
　・H29　中間浮魚礁の製作・据付
上記の取組により，中間浮魚礁を設置した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
○「とくしま水産創生ビジョン」の策定
　各重点推進施策等ごとの推進体制の構築と状況に応
じた見直し

○中層型浮魚礁の設置
　地元漁協と連携し，魚礁設置による効果の検証を行
う必要がある。

○中層型浮魚礁の設置
　　　㉙設置

○ＬＥＤを活用した「新たな漁具」の開発（再掲）
　　　㉚開発

　平成28年度から稼働している木質バイオマス発
電所を始めとする木材需要の増加に対応するた
め，間伐だけでなく主伐を促進するとともに，伐
採から植栽・保育に至るコスト縮減の推進や増産
を支える人材の育成・確保対策を強力に進める。

○「とくしま水産創生ビジョン」の策定
　ビジョンに掲げる
　　①浜を支える意欲ある担い手づくり
　　②次世代へつなぐ水産資源と漁場づくり
　　③競争力の高い産地づくり
　　④安全・安心で活力ある浜づくり
　の４つの基本方向に基づく施策に重点的に取り
組み，早期に「もうかる漁業」の実現を図る。
（計画期間　H27からH30まで）

○中層型浮魚礁の設置
　地元漁協と連携し，魚礁設置による効果を検証
していく

農林

今後の取組方針
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(２－４－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

2ﾓﾃﾞﾙ 4ﾓﾃﾞﾙ 6ﾓﾃﾞﾙ 8ﾓﾃﾞﾙ 2ﾓﾃﾞﾙ 4ﾓﾃﾞﾙ 6ﾓﾃﾞﾙ ◎

推進 → → →

18件 19件 20件 21件 20件 20件 22件 ◎

189

○省エネ・低コスト化施設の導入件数（累計）
　　　㉕１６件→㉚２１件

188

番号

190

●農林水産業における省エネ・低コスト化を図り、石
油に依存しない産地づくりを促進します。＜農林＞

推進
●地域の農林水産業の振興に大きな役割を担う農業協
同組合・森林組合・漁業協同組合の合併等を推進し、
機能強化を図ります。＜農林＞

　経営転換には，新たな技術習得や投資等が必要
となることから，新たな経営方針に応じた技術指
導や，国や県の助成制度の周知・活用を推進す
る。

部局

農林

農林

今後の取組方針

　県単事業をはじめ各種事業を活用し、省エネ・
低コスト化施設の導入を支援する。

○農業協同組合
　農協合併が実現できるよう、組織及び事業の高
度化・効率化による経営基盤の強化に向けた取組
みを支援する。

○森林組合
　引き続き，森林組合の広域合併に関する指導を
実施する。

○漁業協同組合
　「経営改善計画」の策定指導及び履行状況を確
認するとともに，県漁連が推進する合併を支援す
る。

農林

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○農業協同組合
　平成27年4月1日、2農協（JA大津、JA松茂）が合併
し、JA大津松茂が設立された。このことにより、県内
の農協数は15組合となった。（平成27年度）
　平成28年5月「新JAグループ徳島研究会」を設立
し、平成29年1月に「県域統合JA構想」を策定した。
（平成28年度）
　経営環境を取り巻く社会経済情勢に対し、合併後も
十分利益を確保できる力強いＪＡ組織を構築するた
め、当初の目標期日（平成３１年４月）を見直し。
（平成29年度）

○森林組合
森林組合広域合併推進協議会の実施
  県森林組合連合会と協調し，広域合併の指導を実施
した。（平成27年度～平成29年度）

○漁業協同組合
　合併のあい路となる漁協間の財務格差の解消に向
け，経営悪化漁協に対し，「経営改善計画」の策定を
指導した。（平成27年度～平成29年度）

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
○農業協同組合
　農協合併の合意形成に向け，農協間の財務格差な
ど，合併阻害要因を解消する必要がある。
○森林組合
　各森林組合間の財務格差と役員の意識改革
○漁業協同組合
　漁協間の財務格差など，様々な合併阻害要因を解消
する必要がある。

数値目標
の達成度

実績値
（H29）

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　県単「とくしま明日の農林水産業づくり事業（地球
温暖化対応促進事業）」、「農山漁村未来創造基金」
により、園芸生産施設に省エネ型空調機等が整備され
た。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　農林漁業者が燃油等の価格変動の影響を受けにくい
経営への転換を進める必要がある。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１ 畜産関係機関との推進会議
   （H27:1回，H28:1回，H29：1回）
　　畜産農家への転換モデルの推進，指導
２ 地域推進会議（H27:4回，H28:4回，H29:４回）
上記の取組により，
・交雑種肥育経営から和牛繁殖肥育一貫経営への転換
（2モデル）
・和牛繁殖経営及び和牛繁殖肥育一貫経営の規模拡大
（2モデル）
・酪農経営から和牛繁殖経営への転換（1モデル）６
次産業化への取組み（1モデル）
が図られた。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　経営転換には，技術面に加え，資金繰りの面
　からも支援，指導が必要になる。

→

実績値
（H27）

●生産コストの低減や高品質化・ブランド化への取組
みなど足腰の強い経営体への転換に取り組む畜産農家
を支援します。＜農林＞

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H28）

○経営転換モデル数（累計）
　　　㉕－→㉚８モデル

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

→ →
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(２－４－２)

評価

☆☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

0.5億
円

1億円
1.5億
円

2億円 0.9億円 1億円 1.5億円 ◎

創設 創設 ◎

推進 →

10億円 20億円
(6.5億
円)

９月判明 －

191

○「とくしまブランド戦略推進機構」の創設
　　　㉗創設

○とくしまブランド推進機構の関与した販売金額
　　　㉕－→㉚２０億円

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１マーケットイン型の産地育成の推進
　ほうれんそうのハウス整備31ａ、スダチ改植49a
　夏まきにんじん171a、ブロッコリー展示ほ1カ所
２　テストマーケティング6商品
３  フライト輸送の実証（レンコン、椎茸）
４　すだち（盛岡市、女川町でのＰＲ拠点開拓）
５　食材供給システムの普及　70戸･･･SEND※の利用
者数
６　ハード事業の整備推進（えだまめ共同選別機械整
備ほか）
　※SEND（センド）
　・プラネット・テーブル（株）が運営する生産者と飲食
店・シェフ等をつなぐ生産支援・出荷プラットフォーム

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
・高齢化や就労者の減少で、生産力の低下が懸念され
るところであるが、生産及び流通の効率化を図ること
により、生産量を確保し、消費者ニーズを捉えて、品
質の高い農産物を供給していくことが必要。

・徳島ブランド推進機構の活動による産地の活性
化
　１）マーケットイン型産地を育成
　２）農作業の効率化による、生産量の確保
　３）新技術・新品目の導入による産地のブラン
ド化
　４）農産物の新たな販路開拓と商品化推進

農林

主要施策：２「とくしまブランド」成長
    　　　　戦略の展開

番号

●農畜水産業のもうかる成長産業化に向けて、産学官
金の連携により、ブランド化、６次産業化、海外輸
出、地産地消などのビジネス活動へのトータルサポー
トと国内外に向けた営業活動や情報発信を行う実働部
隊「とくしまブランド戦略推進機構」を創設します。
＜農林＞

○営業活動による商談成立金額【主要指標】
　　　㉕1千万円→㉚２億円

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

・商談会等を通じて、販路拡大に努め農家の
　所得向上に繋げる。
・マーケットイン型産地育成を推進する。
・農作業の省力化や、流通の効率化により、産地
　のリノベーション化を推進し、生産量の維持
　拡大に努める。
・農産物の品質向上とブランド化推進により、
　消費者に信頼される農産物づくりを推進する。

今後の取組方針 部局

部局

農林

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

農林

数値目標
達成状況

実績値
（H28）

実績値
（H29）

委員意見

特記事項

数値目標
の達成度

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１営業活動による商談成立金額
　「アグリフードＥＸＰＯ2017」「インターナショナ
　ルシーフードショー」などの首都圏の大型展示商談
  会に県として出展し、延べ241業者が参加、1億5千
  万円を超える商談が成立した。

２「とくしまブランド戦略推進機構」の創設
　平成28年1月に「公益財団法人徳島県農業開発公
社」 、「徳島県農業協同組合中央会」、「全国農業
協同組合連合会徳島県本部」、「徳島県」のコンソー
シアムにより創立。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　大ロットに対応した販路の開拓が必要

主要事業の概要・数値目標

192

●農林水産業のもうかる成長産業化に向け、「とくし
まブランド推進機構」による、生産、流通、販売の総
合的な支援を一体的に行い、「農産物の生産拡大」と
「農業者の所得向上」を図ります。＜農林＞
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(２－４－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

2店 3店 4店 5店 2店 3店 6店 ◎

3,800
人

3,800
人

3,800
人

3,800
人

3,971人 3,248人 2,511人 ○

5回 10回 20回 30回 5回 10回 20回 ◎

試験
運用

創設 推進 →

創設 試験運用 物件確保 創設 ○

0.3億
円

1.9億
円

0.1億円 △

○デパ地下等での「徳島のさかな」ＰＲ回数
　　　㉕３回→㉚３０回

193

●高齢者や女性など小規模生産者の経営安定や、県内
外の消費者に対して県産農畜水産物の魅力を発信する
ため，キャンペーンによる情報発信や無理なく生産・
出荷ができる産直市の充実・活性化を図ります。＜農
林＞

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

194

●「とくしま特選ブランド」など本県の優れた農畜水
産物や６次化商品について、日本のトップブランドと
してアピール力を高めるため、情報発信力が高い首都
圏において、メディア、飲食、食品企業関係者へのプ
ロモーションと発信の拠点として、「Turn Table(ｖ
ｓ東京「とくしまブランドギャラリー」)」を創設
し、売上額増加に向けた取組みを推進します。＜農林
＞

番号

○地域食材魅力発信型直売所の整備（累計）
　～農家レストラン併設！
　「とくしま“夢”ファーム（仮称）」の設置～
　　　㉕－→㉚５店

○「Turn Table(とくしまﾌﾞﾗﾝﾄﾞｷﾞｬﾗﾘｰ)」での
　販売総売上額
　　　㉕－→㉚１．９億円

実績値
（H27）

○ｖｓ東京「とくしまブランドギャラリー」の
　設置
　　　㉘創設

今後の取組方針 部局

○地域食材魅力発信型直売所の整備
　直売所の実態及び意向調査を実施し、実態把握
に努めるとともに、県内外の消費者に対する県産
農畜水産物の魅力の発信については、とくしま食
育・地産地消推進事業により引き続き実施する。

○徳島の活鱧PRキャンペーン応募者数
　H30は，キャンペーン10周年目となることか
ら，参加店舗について，これまでの料理店，加工
業者に加え，「徳島産はも指定販売店（県内のハ
モ販売店舗）」，「徳島産はも応援販売店（県外
のハモ販売店舗）」を登録する制度を新設する。
　また，H29キャンペーン参加店舗への聞き取り
情報等をもとに，
・店舗ごとに，応募ハガキ回収ボックスを設置
・応募者のプライバシーを保護するための目隠し
シールの配布など
応募者がハガキを投函しやすい環境づくりに取り
組む。
　さらに，キャンペーンPR活動の一層の強化に取
り組む。
　加えて，三大はも祭り，8月3日の「はもの日」
に合わせたPRなどを協力に展開し，応募者数の増
加につなげる。

○デパ地下等での「徳島のさかな」ＰＲ回数
　ブランド品目のはも，鳴門わかめ等を中心に，
県内外のデパ地下や卸売市場等において，効果的
なPRを展開する。
　また，今後は，「Turn Table」等の県有ツール
を活用し，首都圏等での県産水産物の認知度向上
に努める。

　県産食材や文化など，徳島の魅力を発信すると
ともに，県産食材の販路開拓などにつながる事業
を展開する。

・県産食材の販売，及び県産食材を使用した料理
の提供（レストラン・バル・マルシェ）
・徳島の食や文化，音楽など，徳島の魅力発信及
びイベント開催
・移住交流イベントの開催
・首都圏飲食店オーナー等と生産者とのマッチン
グ商談会

農林

農林

数値目標
の達成度

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　H27年度，専門家による事前調査と庁内の検討委員
会などの意見を踏まえ施設開設の基本構想を策定。
　H28年度は，物件探索と設計デザインを県内企業に
委託して実施。この結果，最適物件（渋谷）を確保す
るとともに，渋谷エリアの都市開発を進める東急電鉄
(株)及び渋谷区との連携体制を構築した。
　H29年度は，各種許認可申請手続き後，7月に施設改
修工事に着手し，H30年1月30日に竣工。H30年2月4日
にグランドオープンした。

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
　徳島の食「阿波ふうど」をはじめ,文化や観光など,
徳島の魅力を発信し,徳島の認知度向上及び「とくし
ま回帰」につなげていく取組が必要

実績値
（H28）

実績値
（H29）

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○地域食材魅力発信型直売所の整備
１　地域食材魅力発信型直売所の整備
　　阿波食ミュージアム（石井町）(H27)
　　ＯＤＯＲＩ（美波町）(H27)
　　ナルトベース（鳴門市）(H28)
２　H29年度は、「みはらしの丘あいさい広場」（小
松島市），「徳島新鮮なっとく市」（徳島市）及び｢
みまの里」（美馬市）でレストラン併設型の農林水産
物直売所の整備が進み、H30年度にオープンした。

○徳島の活鱧PRキャンペーン応募者数
　「徳島の活鱧ブランド確立対策協議会」と連携し，
「日本三大はもまつり（祇園祭，天神祭，阿波おど
り）」でのPR活動の実施，「徳島の活鱧料理味わい
キャンペーン」等によるPRを実施した。

○デパ地下等での「徳島のさかな」ＰＲ回数
　ブランド品目のはも，鳴門わかめ等を中心に，関西
圏及び首都圏においてPRイベント等を開催した（㉗5
回，㉘10回，㉙20回）

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
○地域食材魅力発信型直売所の整備
 直売所の意向や県産食材の供給状況について 現状を
把握し、必要に応じて情報供給を図っていくことが重
要

○徳島の活鱧PRキャンペーン応募者数
　県内や関西圏はもとより，需要が伸びている首都圏
において，ブランド品目として確固たる地位を築くた
め，さらなる消費拡大と認知度向上に向けた取組みを
行う必要がある。

○デパ地下等での「徳島のさかな」ＰＲ回数
　他産地との競合が激しくなる中で，より一層の効果
的なPRを展開する必要がある。

○「徳島の活鱧ＰＲキャンペーン」応募者数
　　　㉕３，７１６人→㉗～㉚年間３，８００人

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
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(２－４－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

→ → → 導入

導入 － 事前調査 導入 ◎

推進 → → →

1,250
万円

1,500
万円

2,500
万円

2,600
万円

2,329
万円

2,744
万円

2,676
万円

◎

推進 → → →

30回 40回 50回 60回 17回 46回 58回 ◎

197

番号

195

主要事業の概要・数値目標

●大都市圏を中心に、県産食材をはじめ徳島の魅力を
アピールするとともに、災害時には炊き出し支援や電
源車としての機能を発揮する「機動力」のある次世代
「新鮮 なっ！とくしま」号を新たに導入します。＜
農林＞

○国内外メディアへの露出回数
　　　㉕１５回→㉚６０回

○次世代「新鮮 なっ！とくしま」号の導入
　　　㉚導入

●大都市住民の目を徳島に向けさせるために、若手生
産者やクリエイターなど多様な人材を活用し、徳島の
食やライフスタイル、生産者を「格好いい」（＝
「クールトクシマ」）ものとして、首都圏飲食店との
連携やＳＮＳの活用など大都市での発信を図ります。
＜農林＞

実績値
（H27）

工程（年度別事業計画）

196

●子供から高齢者まで県産農畜水産物に親しむ機会を
増やすため、農林水産物直売所等から学校給食、社員
食堂、福祉施設給食等への県産食材の供給量倍増に向
けた生産供給体制づくりを推進します。＜農林＞

○県産食材供給量
　　　㉕９５０万円→㉚２，６００万円

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・県公式「阿波ふうど」Facebook・Twitterを開設
し，徳島の「食」の魅力と価値を全国に発信した。
（H27 40回，H28 381回，H29 270回）。

・徳島の「食と農」シンポジウムを開催し、Ustream
によりその模様を全国に向け発信した（H27）。

・東京・日本橋の飲食店等を徳島県に招き，県内産地
ツアー及び展示商談会を実施し，県産品の価値を発信
した（H28）。

・旬の県産食材の動画を企業とのコラボレーションに
より製作し，動画サイトYou Tubeにて発信し，産地の
こだわりや品質を訴求した。（H28）

・企業とのコラボレーションにより，本県食材を活用
したインスタグラムキャンペーンを実施し，インスタ
グラマー等による徳島の「食」の発信を行った。
（H29）

・首都圏における徳島県の情報発信拠点「Turn
Table」において，県産「春にんじん」を活用した
キャンペーンを約１ヶ月間実施し，徳島の「食」の魅
力を効果的に発信した。（H29）

＜計画目標の達成見込み＞　順調
 
＜課題＞
　戦略的な情報発信を目指し，ウェブサイト・SNS等
インターネットメディアを活用したプロモーションを
強化する必要がある。

今後の取組方針

農林

部局

・「阿波ふうどスペシャリスト」と連携し，「阿
波ふうど」ＳＮＳ等を活用した全国に向けた「徳
島の食」の魅力発信を行う。

・平成30年2月にオープンした、首都圏における
情報発信と交流の拠点「Turn Table」を活用し、
本県の「食」の魅力を強力に発信する。

　教育委員会，市町村，生産者団体等関係機関と
連携を図り、意見交換会を実施する。

農林

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１事業により構築した学校給食、病院・福祉施設等
　への供給モデルを，県内他地域へ普及拡大するこ
　とで供給量拡大を図る。(H27～H29)
２直売所、生産団体等と給食関係者等の情報交換を
　促すことで、供給体制づくりを推進した。（H27）

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　安定した供給を確保することにより、契約取引
　の拡大に努めることが重要

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

実績値
（H28）

　現行の大型車両と併せて、「機動力」のある
「でり・ばりキッチン阿波ふうど号」を積極的に
活用し、都市圏等大規模消費地を中心に、県産食
材をはじめ徳島の魅力アピールを行う。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・生産者、市場関係者、実需者、教育関係者等に対す
る聞き取り等、新型車両の導入に係る事前調査(H27～
H28実施)
・新型車両導入に向けた基本構想策定(H28実施)
・新型車両導入に係る公募事業(H29実施)
・新型車両「でり・ばりキッチン阿波ふうど号導入
(H29実施)

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　特になし

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●大都市圏を中心に、県産食材をはじめ徳島の魅力を
アピールするとともに、災害時には炊き出し支援や電
源車としての機能を発揮する「機動力」のある「で
り・ばりキッチン阿波ふうど号」（次世代「新鮮
なっ！とくしま」号）を新たに導入します。
【数値目標】
○「でり・ばりキッチン阿波ふうど号」の導入
　　　㉙導入

農林

実績値
（H29）

数値目標
の達成度
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(２－４－３)

評価

☆ C

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

76% 80% 76% ◎

230
万羽

250
万羽

280
万羽

300
万羽

209
万羽

208
万羽

207
万羽

△
○「阿波尾鶏」出荷羽数
　　　㉕１９５万羽→㉚３００万羽

工程（年度別事業計画）

○リーディング品目の認知度【主要指標】
　　　㉕７０％→㉚８０％

主要施策：３　ブランド品目の振興と
　　　　　　　ブランド産地の育成

●畜水産物の生産の効率化や規模拡大を図るととも
に、グローバル化に向けた「攻めの畜産」を展開する
ため、一歩先行くプレミアム化や経営転換の推進、
「阿波尾鶏」をはじめとする畜産ブランドの加工品開
発など、競争力強化を推進します。
また、すだち・なると金時など本県を代表する品目に
ついて、個別課題解決戦略によるレベルアップ等を図
り、「日本のトップブランド」実現に向けた取組みを
推進します。
＜農林＞

実績値
（H27）

主要事業の概要・数値目標

数値目標
達成状況

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○リーディング品目の認知度
・「新鮮 なっ！とくしま」号を関東，関西の量販店や
「食博」「目黒のさんま祭り」などの大規模イベントで展
開し，農林水産物の試食を通じ「とくしまブランド」の浸
透を図った。（展開回数【県外】H27 25回，H28　23回，
H29 16回，【県内】H27 11回，H28 12回，H29 16回）
・H30年1月に新型PR車両「でり・ばりキッチン阿波ふうど
号」を導入し，農家の庭先や青果市場など，高い機動力と
調理能力を活かしたPR活動を実施した。（展開回数【県
外】H29 5回，【県内】H29 9回）
・徳島の食の魅力や価値を発信する統一ロゴ「阿波ふう
ど」の無償使用，食のサポーター「阿波ふうどスペシャリ
スト」によるSNSによる発信，動画コンテンツ，パンフ
レットの作成により認知度向上とブランディングを図っ
た。
・「地域商社阿波ふうど」により，首都圏や関西圏等の展
示会への出展や企業への営業活動を行い，販売拡大，ＰＲ
活動を行った。（H28 10回,H29 66回）
○「阿波尾鶏」出荷羽数
・増産に向けた施設等モデル整備：
飼料米給与システムの導入（県南及び県西部各1箇所ず
つ）、レンタル鶏舎（計7棟）及び鶏糞処理関連機器の整
備を支援。
・マスメディア等を活用したブランド協議会販促活動：
浜内千波さん及び徳島新聞社女性クラブとの連携による料
理講習会の開催、オリジナルＴＶ＆ラジオＣＭの作成及び
放映、ﾕｰﾌｫｰﾃｰﾌﾞﾙとコラボした販促ｸﾞｯｽﾞの開発、消費者
協会とのリスクコミュニケーション会議及び日本栄養改善
学会でのワークショップ開催。
・東京オリ･パラへの食材提供に向けてＧＡＰ･ＨＡＣＣＰ
ダブル認証取得への取組み開始、大手ケータリング業者へ
のプレゼン、ホストタウンサミット交流会への参加。
・香港輸出拡大：H26（10ｔ）→H27(14t)→H28（15.5t）
→H29（16.3t）。
・20年連続で地鶏肉生産量日本一を維持。
○「阿波とん豚」出荷頭数
・増産に向けた施設等整備：
生産性向上のための飼料米脱皮粉砕機、飼育環境保全のた
めのﾎｲﾙﾛｰﾀﾞｰ及び堆肥散布車導入を支援。
・繁殖基盤の強化
　①増産に向けた母豚の効率的増殖技術の開発
体外受精卵移植により，代理母豚からの将来阿波とん豚の
種豚となる子豚２頭を初出産。
　②総産子数で最大約２頭の効果があるDNAマーカーを検
出。
・流通拡大に向けた取組：
　①オンライン流通販売システムの構築・運用開始。
　②阿波とん豚専用格付けの運用準備として，と畜データ
の収集
・販売力強化：
指定店舗数はＨ26(10店)→Ｈ29(31店)。県内外の各種イベ
ント参加。

　(次ページへ続く)

部局

農林

今後の取組方針

○リーディング品目の認知度
・30年2月に東京・渋谷で開業した「ターンテー
ブル」を拠点とし，インフルエンサーを対象とし
て，本県の「食やライフスタイル」の魅力を，常
に新たな切り口で発信する。
・「地域商社阿波ふうど」により，首都圏や関西
はじめ全国に展開し，実需者，企業等へ営業活動
を実施。
・「でり・ばりキッチン阿波ふうど号」により，
都市中心部のイベントや生産現場での展開など機
動力を活かした発信を行う。
・民間企業とのコラボにより，商品開発や共同企
画を実施し，効率的な認知度向上を図る。
・「阿波ふうどスペシャリスト」と連携し，「阿
波ふうど」Facebook及びTwitterを活用し，全国
に「徳島の食」の魅力発信を行う。

○｢阿波尾鶏」出荷羽数
・レンタル式スマート鶏舎整備の推進。
・東京オリ･パラを契機とした国内外販路網の再
構築に向けて、首都圏のケータリング業者や外資
系商社等へのプロモーション、情報発信､香港そ
の他海外輸出先における業務用需要の拡大等の推
進。
・一歩先のプレミアム化､特に「地鶏肉ＪＡＳ」
「ＪＧＡＰ」「農場ＨＡＣＣＰ」及び「ＧＩ」等
の比類無き認証取得による優位性の再構築に向け
た取組みの推進。
・鶏糞のバイオマスエネルギー利用施設（ライブ
ストックエナジー）による鶏糞問題の解消。

○「阿波とん豚」出荷頭数
・生産面では，平成29年度に引き続き，体外受精
卵の作出と受精卵移植技術の確立，DNAマーカー
による高繁殖雌豚の選出など，育種・改良に力を
注ぐとともに，飼養マニュアルの改訂版を用い
て，生産農場での育成率向上を目指す。
・販売面では，トレサ情報をオンライン流通販売
システムへ掲載することによる安全性の強化と，
阿波とん豚専用格付の開始により肉質の高品質・
均質化により，ブランド力を向上させる。

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

部局

商工・農林・南部・西部

委員意見

特記事項

198

番号
実績値
（H29）
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(２－４－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

300頭 600頭 900頭
1,200
頭

236
頭

384
頭

510
頭

△

2,150
頭

2,400
頭

2,800
頭

2,850
頭

2,702
頭

2,653
頭

2,855
頭

◎

2件 3件 4件 5件 2件 3件 4件 ◎

4商品 6商品 8商品 10商品 4商品 6商品 8商品 ◎

7施設 8施設 9施設 10施設 8施設 9施設 11施設 ◎

○「阿波牛」出荷頭数
　　　㉕２，１００頭→㉚２，８５０頭

○「阿波とん豚」出荷頭数
　　　㉕６１頭→㉚１，２００頭

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

○水産物出荷・流通体制施設等の整備（累計）
　　　㉕５施設→㉚１０施設

実績値
（H27）

○平時・災害時リバーシブル活用
　「阿波尾鶏」加工品数（累計）
　　　㉕２商品→㉚１０商品

○「阿波牛」出荷頭数
・経営転換（繁殖肥育一貫経営等）、規模拡大、省力
化及び生産方式改善（肥育期間や飼料等）の推進。
・輸出やインバウンド等，県産牛販路拡大の推進。

○畜産プレミアムブランド
　引き続き，阿波尾鶏や阿波牛など畜産ブランドの
「一歩先のプレミアム化」を図る。

○平時・災害時リバーシブル活用「阿波尾鶏」加工品
数
　料理研究家と連携した料理講習会や大手ケータリン
グ業者へのプレゼンテーションなどを通じて､トレン
ドを把握し，加工品開発に活かす。

○水産物出荷・流通体制施設等の整備（累計）
　漁協等が実施する「水産物出荷・流通体制施設等の
整備」の支援を行い，漁業経営の安定を図る。

部局
H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

今後の取組方針
数値目標
の達成度

実績値
（H28）

　　　　　　　　　　　　　（前ページからの続き）

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○「阿波牛」出荷頭数
・繁殖牛の増頭に向けた畜舎整備，F1肥育経営体へ阿波牛繁
殖肥育一貫経営への転換に必要な機械導入等を支援。
・繁殖基盤の強化：畜産研究課への高能力雌牛導入による受
精卵供給や繁殖雌牛増頭を支援。
・海外輸出：ミラノ万博でのＰＲ、H27年度からのﾏｶｵ輸出に加
え,H29年度にはﾀｲ,ﾏﾚｰｼｱ,台湾,ｲﾝﾄﾞﾈｼｱへ輸出を開始。
○畜産プレミアムブランド
・プレミアム化：阿波尾鶏熟成ムネ肉(H27)
・副産物のメジャー化：阿波尾鶏たまご(H28)
・ハラール認証取得及び海外輸出：にし阿波ビーフのハラール
牛肉(H29)
○平時・災害時リバーシブル活用「阿波尾鶏」加工品数
　リバーシブル加工品開発：
・乾燥品（削り節粉末だしパック、ジャーキー:H27）
・レトルト（ﾁｷﾝｶﾚｰ）、防災食（まさか飯：H28）
・乾燥品（肝調味料）、防災食（焼き鳥缶詰：H29)
○水産物出荷・流通体制施設等の整備（累計）
　県単独事業（H27年度は，「とくしま明日の農林水産業づくり事
業」、H28年度および29年度は，「農山漁村未来創造事業」を活
用して，漁協が実施する施設整備を支援した。
・産直市施設の増設（H27：北灘漁協）
・畜養水槽ポンプの整備（H27：阿部漁協）
・産直市施設の整備（H28：北灘漁協）
・荷さばき施設の整備（H29：徳島市漁協）
・荷さばき施設の整備（H29：小松島漁協）

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
○リーディング品目の認知度
　地域特産品のブランド化は各地域がしのぎを削っており，競争
に埋もれてしまわないよう，新たな手法により継続したPRを行っ
ていく必要がある。
○「阿波尾鶏」出荷羽数
　生産者の高齢化や施設の老朽化が進んでおり、鶏舎稼働率
も減少傾向。今後は、これら生産基盤の強化に加えて、東京オ
リ･パラ開催の前後で拡がる県産畜産物の販路拡大を捉えるた
めの商品開発力と販路開拓力の向上が必要であり、適切な行
動計画を設定する必要がある。また、鶏糞処理も増産のあい路
となっている。
○「阿波とん豚」出荷頭数
　平成28年度までは，生産農場での雌豚保留等により母豚増頭
対策を行ってきた。その結果，平成28年度から平成29年度にか
け，阿波とん豚の出荷頭数は増えたものの，繁殖性及び哺育能
力に問題のある母豚が多く，一般豚と比較し、産子数が少ない
上に，離乳までの死亡頭数が多く，予想していた出荷頭数を下
回った。
○水産物出荷・流通体制施設等の整備（累計）
　漁業者ニーズを把握し，沿岸漁業の経営安定に寄与する，き
め細かな支援の実施。

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●畜水産物について、スマート鶏舎（レンタル式）等への再整備
による生産の効率化や新規生産農場の指定等規模拡大を図る
とともに、グローバル化に向け、ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰの認証取得など
「攻めの畜産」を展開するため、一歩先行くプレミアム化や経営
転換の推進、「阿波尾鶏」をはじめとする畜産ブランドの加工品
開発など、競争力強化を推進します。
　また、すだち・なると金時など本県を代表する品目について、
東京・渋谷で開設する「TurnTable」や「新型ＰＲ車両」などによる
首都圏や関西圏でのＰＲ活動によるレベルアップ等を図り、「日
本のトップブランド」実現に向けた取組みを推進します。
【数値目標追加】
○県有和牛雄牛を用いた人工授精頭数
　　　㉕－→㉚育成開始

番号

○畜産プレミアムブランド（累計）
　　　㉕１件→㉚５件

実績値
（H29）
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(２－４－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

20億円 50億円 70億円
100億
円

34億円 55億円
12月に
判明

◎

推進 →

2品 4品 2品 ◎

推進 → → →

70品 80品 90品 100品 77品 87品 111品 ◎

推進 → → →

225千
羽

275千
羽

450千
羽

500千
羽

384千羽 550千羽 550千羽 ◎

●付加価値の高い農林水産物や6次化商品、伝統工芸
品から特に優れたものを、新たな「とくしま特選ブラ
ンド“１００選”」に選定するとともに、その魅力や
品質を磨き上げてプレミアム化を図り、食と阿波文化
の融合により、国内外に強力にアピールします。＜商
工・農林＞

199

主要事業の概要・数値目標

○構造改革を実施した園芸産地における生産額
　　　㉕１０億円→㉚１００億円

●「２０２０年」を農業ビジネスの「大きな節目」と
とらえ、次代を担う若き“農業の匠”を育成するた
め、生産拡大から販路開拓まで、一体的な園芸産地の
活性化に取り組む「園芸チャレンジ２０２０」を推進
します。＜農林＞

●県西部圏域で生産した飼料用米を与えた阿波尾鶏の
飼養羽数の増加を図ります。＜西部＞

○県西部圏域で生産した
　　飼料用米を与えた阿波尾鶏の飼養羽数
　　　㉕－→㉚５００千羽

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

工程（年度別事業計画）

農林

201

○選定数
　　　㉕５７品→㉚１００品

202

●園芸産地として「日本のトップブランド」の地位を
確立するため、本県の主要な園芸産地について、品目
毎に抱える課題に重点的に取り組む「個別課題解決プ
ログラム」を策定し、施策を集中することにより産地
強化を図ります。＜農林＞

○課題解決戦略推進品目数（累計）
　　　㉕－→㉚４品目

・「チャレンジ産地構造改革事業（交付金･県
費」等のソフト事業を活用し、各品目が抱える栽
培上の課題を解決し、足腰の強い産地づくりを行
う。

・「とくしまブランド推進機構※1」の機能を十分
に活用し「マーケットイン型の産地づくり※２」の
推進に努める。
　
　※１本県の農業者の「所得向上」や「農業生産の
       拡大」を目的に、生産から流通、販売まで
　　　 総合的な支援を行う地域商社。
　　　 県、全農とくしま、県開発公社、JA徳島中
       央会で構成。

  ※２市場や実需者のニーズを的確に捉え、それら
      の情報を基に産地づくりを進めること。

　
　関係機関である全農とくしま等と飼料用米の需
給調整を協議し、飼料用米の給与量を確保するこ
とで、さらなる阿波尾鳥の出荷羽数の増大を図っ
ていく。
　また、研究機関と連携し、飼料用米の適正給与
量について現地実証調査を行うとともに、圏域で
生産した飼料用米を活用し「地産地消による阿波
尾鶏」のブランド化を目指す。

・制度のＰＲを行い認定商品を増やすとともに、
事業者に対して、商品力・販売力の向上に向けた
指導を行う。

・「ふるさと納税」返礼品や「おどる宝島！パス
ポート」景品の採用を拡大するとともに、首都圏
や海外の展示会、商談会に優先出展することで認
定商品のＰＲ強化に努める。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１ にし阿波飼料用米生産流通研究会の開催
   (H27:2回、H28:2回、H29:１回)
２ 保管体制の整備
   (H28:飼料タンク、ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸﾞｽｹｰﾙ)
３ 飼料用米給与モデル鶏舎の整備
   (H28:鶏舎1棟)

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　取引価格の競合などにより飼料用米の確保が困難に
なってきている。
　また、飼料用米を給与した阿波尾鶏のブランド化に
向けた取組が求められている。

部局

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・とくしまブランドを世界に誇れるトップブランドに
育て上げるため、平成27年度に、加工品の「特選阿波
の逸品」と一次産品の「とくしま特選ブランド」を統
合し、新たな「とくしま特選ブランド」としてリ
ニューアルした。
・平成29年度までに111品を認定し、「あるでよ徳
島」で特設展示を行うなどのＰＲを行うとともに、事
業者に対し、売れる商品となるためのワークショップ
を開催することで事業者支援を行った。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　認定商品を増やすとともに、選定された商品のＰＲ
強化、事業者の指導

今後の取組方針

西部

数値目標
の達成度

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１.野菜増産プロジェクトチーム（県、市町村、JA
 　で構成)等を中心に、野菜作付面積911ha拡大
   ※栽培研修会、展示圃の設置、各種ハード整備等
２.国の交付金を活用し、新技術（環境制御機能)
   を導入した水耕ハウス施設や集出荷施設の整
　 備により、園芸産地の再編に取り組んだ。
   （H27年2施設，H28年3施設，H29年2施設)
３.加工業務用野菜の生産安定技術（土壌改良等）
   の導入支援。(H27年1団体、H28年1団体)

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　各品目が抱える栽培上の課題を、解決するため
  の検討が必要。
　市場や実需者のニーズを基にした産地づくりの
  検討が必要。

商工
農林

実績値
（H28）

実績値
（H29）

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１課題解決プログラムを作成
　H29年度
　「ほうれんそう」の生産安定（湿害対策展示ほ2地
区）
　「すだち」作期の前進化検討（展示ほ2地区）

＜計画目標の達成見込み＞　順調
　
＜課題＞
　高齢化や就労者の減少等による、生産力の低下が懸
念される。主要品目が抱える課題に焦点をあて、集中
的に施策を展開することにより、生産量の確保、品質
の向上に努める。

・「産地リノベーション推進班」において、各課
題の取組方針について協議し、連携して施策展開
する。

・とくしまブランド推進事業を活用して、各品目
の課題解決に取り組む。
　
　H30年度
　　①「にんじん」の生産安定対策
　　　（湿害展示ほ）
　　②「えだまめ」の共同選果体制の推進
      （経営調査実施）

農林200

実績値
（H27）

番号
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(２－４－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

50ha 130ha 140ha 150ha 131ha 128ha 123ha ○

推進 → → →

45件 50件 155件 160件 148件 168件 130件 △

実績値
（H27）

工程（年度別事業計画）

○飼料用米作付面積
　　　㉕－→㉚１５０ha

●海部郡において生産された飼料用米を給与した阿波
尾鶏を増加させるため、飼料用米の生産を推進しま
す。
＜南部＞

204

●阿南・丹生谷地域において、「労働力確保サポート
バンク※」により、農作業の労働力不足を解消すると
ともに、ブランド産地の生産力の維持・強化を図りま
す。＜南部＞

○「労働力確保サポートバンク」登録者
　の雇用契約件数
　　　㉕３４件→㉚１６０件

番号

203

南部

今後の取組方針
数値目標
の達成度

部局
H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　１ 飼料用米の栽培推進
・町、ＪＡ等と連携し飼料用米交付金制度の説明会
(H27:3回、H28:4回)
・飼料用米専用品種「あきだわら」の栽培説明会（
H27:4回)
・飼料用米専用品種「あきだわら」の栽培巡回指導（
H28:1回)
・「あきだわら」栽培のための肥料展示圃の設置
（H27:20a×3カ所）
・地域に適応した「あきだわら」の栽培基準を作成
し、安定生産を図った。（H28,H29)
　上記取組みにより、飼料用米作付面積ついては昨年
度並みの実績が得られた。
　２ 地域内流通の推進
・ＪＡ、オンダン農協の担当者と流通・保管方法、施
設整備やコスト等について協議を行い、地域内流通体
制を整備した。（地域内流通H27:26t､H28:323t)

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
　引き続き目標達成に向けた飼料用米の栽培推進と効
率的な地域内流通体制の確立が必要となっている。
　飼料用米の交付金については、収量・作柄に応じて
交付されるため単位面積当たりの収量増が課題とな
る。

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●海部郡において生産された飼料用米を給与した阿波
尾鶏を増加させるため、あきだわら等多収品種の導入
促進や畜産農家との連携強化を図り、飼料用米の生産
を推進します。

南部

　引き続き飼料用米の栽培推進と効率的な地域内
流通を確立するための検討を実施する。また栽培
時において鶏糞肥料を使用する循環型農業を推進
する。

実績値
（H28）

実績値
（H29）

主要事業の概要・数値目標

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　エリアを阿南市まで拡大し、求職者の募集方法の検
討や農作業マニュアルの作成、農作業研修会の実施等
により求職者の資質向上を図るとともに、農業の雇用
労務管理研修を実施するなど、「労働力サポートバン
ク」の雇用契約件数の増加に努めた。
　また、H28年度は関西在住の移住希望者に対し、広
報を行った。
　これらにより、阿南市に拡大して以降、契約件数は
100件を超え、安定的に推移している。

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
　雇用契約件数は、H28年度と比較し、H29年度は減少
したものの、求人農家数及び求職者数は前年並みであ
る。気象災害が年次変動の大きな要因となっている。
　一方、契約農家にとって一定の成果を上げられてい
るが、求職者にとっては、短期間の雇用が契約件数が
伸び悩む要因と考えられる。
　このため、雇用期間の長期化や連続した雇用の斡
旋、募集方法の改善など、安定的な雇用につながるよ
う対策を講じる必要がある。

　「雇用期間の長期化」や「連続した雇用（リ
レー就農等）の斡旋」などにより、求職者の安定
した雇用につなげる。
　また、募集範囲を地域外へ拡大するなど募集方
法の改善に加え、ＪＡだより等を活用し、継続的
な情報発信に努め、ブランド産地の生産力を支え
る労働力を確保する。
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(２－４－３)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

205 推進 → → →

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１.「そらのそば」(234戸･35ha)は，関係機関と連携
し，各イベント(四国酒まつり，ツール・ド・にし阿
波等)でのＰＲやそらのそば協力店の登録を推進し
た。

２. 展示ほや苗の斡旋等により，栽培面積の拡大を
図った
　・ごうしゅいも　　　　25戸･2ha(H28）
　・みまからとうがらし　23戸･1ha(H28)
　・タラノメ　　　　　　108戸･11ha(H29)
　※戸数･面積は28年度末の実績

３　６次産業化に基づく総合化事業計画の認定支援に
より「みまからとうがらし」の６次化商品の開発を推
進した。(H29）
　・乾燥みまからとうがらし
  ・みまからとうがらしの一味

上記の取組みにより，「にし阿波」ならではの品目の
生産拡大等を推進した。

＜計画目標の達成見込み＞  順調

＜課題＞
　新規栽培者の増加や面積拡大が必要。

・「そらのそば」「ごうしゅいも」は、県民局内
で増産プロジェクトチームを立ち上げ栽培や経営
指導を行い、更なる推進を図る。
・「みまからとうがらし」,「タラノメ」等の栽
培推進のために，新規栽培者の掘り起こしや栽培
支援を実施する。

西部

●県西部圏域において、中山間地域の農家収益向上の
ため、地域の気候風土に根ざした「そらのそば」、
「ごうしゅいも」、「みまからとうがらし」や「タラ
ノメ」といった「にし阿波」ならではの品目の生産拡
大や６次産業化を進めます。＜西部＞

番号
実績値
（H29）

主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

実績値
（H28）

今後の取組方針 部局
数値目標
の達成度

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題
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(２－４－４)

評価

☆☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

50件 55件 60件 65件 50件 55件 60件 ◎

12件 13件 14件 15件 13件 14件 14件 ◎

10台 15台 2台 9台 ○

ブラン
ド化

ブランド
化

◎

開発 検討 －

○「海の野菜」ブランド化の推進
　　　㉘ブランド化

○ＬＥＤを活用した「新たな漁具」の開発
　　　㉚開発

●大学や民間企業との連携を強化し、本県農林水産業
を支える新技術の開発を推進するとともに、現場への
速やかな普及を図ります。（再掲）＜農林＞

206

番号

工程（年度別事業計画）

○「徳島発・次世代技術」創造数（累計）【主要指
標】
　　　㉕４２件→㉚６５件

○農業用アシストスーツの現場への導入数（累計）
　　　㉕－→㉚１５台

○新品種の開発数（累計）
　　　㉕１１件→㉚１５件

数値目標
達成状況

実績値
（H29）

実績値
（H27）

主要施策：４　ブランド育成に向けた
             研究開発と新技術の普及

数値目標
の達成度

委員意見

特記事項

主要事業の概要・数値目標

部局

部局

農林

農林

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

○「徳島発・次世代技術」創造数
　農林水産３分野のサイエンスゾーンにおける大
学や民間企業等との連携を進め，ＬＥＤやＩo
Ｔ、ＤＮＡ情報など，先進技術を用いた技術開発
を推進する。

○新品種の開発数
　ブランド力強化を図るため、スダチ等の新品種
の開発については、生産者団体、産地等と意見交
換を行うとともに、現地栽培試験等により、特性
評価を実施する。

○農業用アシストスーツの現場への導入数
　導入促進に向けた情報収集、及び農業者に対し
て実演会を開催するなど情報提供を行い、利用を
促進する。

○「海の野菜」ブランド化の推進
　県南地域の高水温に対応したわかめ類品種の開
発や養殖実証試験等を実施する。

○ＬＥＤを活用した「新たな漁具」の開発
　ＬＥＤ光で魚群を誘導する技術開発や水産資源
の保護育成に応用できるＬＥＤブイの開発を進め
る。また，屋内でのワカメ種苗生産に応用するた
めに，ワカメ配偶体の生長・成熟特性をＬＥＤ光
源の色別に検証する。

実績値
（H28）

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○「徳島発・次世代技術」創造数（累計）
　大学や民間企業と連携した農林水産分野への先進技
術を用いた研究開発を行った。
　農林水産物の安定生産に向け，タデ藍収穫機や、な
ると金時の非破壊糖度測定システム、藻類養殖用の施
肥材など徳島発の技術を開発
　（H27　４件，H28　５件，H29　５件）

○新品種の開発数（累計）
　レンコン「阿波白秀」，高水温耐性ワカメ，いちご
「阿波ほうべに」など新品種の育成
　（H27　２件，H28　１件，H29　０件）

　H29年度は、秋期の高温多雨による品質低下に対応
するため、晩生系統のすだちや貯蔵用みかんの品種開
発を進めているところであるが、平成29年度の出願申
請には至っていない。
○農業用アシストスーツの現場への導入数（累計）
　研修会の開催などによる導入推進に取り組んだ。
　　H28年度導入　２台（米運搬アシスト機具）

○「海の野菜」ブランド化の推進
　鳴門わかめの安定生産のため、県が開発した、養殖
海域の水温上昇に適応した新品種の普及を推進した。

○ＬＥＤを活用した「新たな漁具」の開発
  カゴ漁業において，様々な色のＬＥＤ水中灯を用い
て，魚種による集魚効果の違いについて調査した。

＜計画目標の達成見込み＞ 　順調

＜課題＞
○ＬＥＤを活用した「新たな漁具」の開発
　魚種毎の集魚効果の精査及び効果的な活用技術の検
討

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●大学や民間企業との連携を強化し、研究施設の機能
強化を図ることにより、本県農林水産業を支える新技
術の開発を推進するとともに、新技術導入促進に向け
た情報収集、実演会をはじめ情報提供により、現場へ
の速やかな普及を図ります。

今後の取組方針
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(２－４－５)

評価

☆☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

70km 71km 72km 73km 69km 71km 73km ◎

6,790
ha

6,840
ha

6,860
ha

6,880
ha

6,839
ha

6,853
ha

6,862
ha

◎

推進 → → →

650ha 700ha 750ha 800ha 656ha 797ha 910ha ◎

推進 → → →

18箇所 20箇所 22箇所 24箇所 18箇所 19箇所 21箇所 ○

○耕作放棄地解消面積（累計）
　　　㉕５２７ｈａ→㉚８００ｈａ     <暦年>

●水産資源の増殖を図るため、藻場の造成を推進しま
す。
＜農林＞

○ほ場の整備面積（累計）
　　　㉕６，７３２ha→㉚６，８８０ha

番号

207

実績値
（H27）

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

○国営総合農地防災事業による
　　基幹用水路の整備延長（累計）【主要指標】
　　　㉕６６km→㉚７３km

主要事業の概要・数値目標

○藻場造成箇所数（累計）
　　　㉕１５箇所→㉚２４箇所

●ブランド産地化を促進するため、ほ場の整備や基幹
水利施設、農道などの農業基盤施設の整備を推進しま
す。
＜農林＞

工程（年度別事業計画）
H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

209

208

数値目標
の達成度

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
1.耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用し、担い
手による耕作放棄地の営農再開を支援
2.耕作放棄地解消農地での営農定着を促進するため
に、野菜や果樹の新品目導入などに関する「実証ほ」
を設置した。（H27:2カ所，H28：2カ所）
3.パネル展示等による広報活動や、県域または農業支
援センター管内集落での関係機関・集落と連携した研
修を実施した。（H29:広報活動4回、連携活動県域3
回・集落7回）
＜計画目標の達成見込み＞　順調
＜課題＞
　担い手による農地集積を図りにくい中山間地域にお
いては、耕作放棄地が新たに発生していくことが懸念
される。

実績値
（H29）

主要施策：５ ブランド産地を支える基盤
             整備

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○基幹用水路の整備延長
　国営総合農地防災事業吉野川下流域地区及び那賀川
地区において、基幹用水路の整備を推進した。
　・H27　1.4km（吉野川下流域1.0km，那賀川0.4km）
　・H28　1.8km（吉野川下流域1.3km，那賀川0.5km）
　・H29　2.5km（那賀川2.5km）
　上記の取組により、累計で73km（吉野川下流域
62.7km，那賀川10.5km）の基幹用水路が整備され目標
が達成された。

○ほ場の整備面積
・H27年度については、坂野2期地区、長生西部地区に
　おいて11.2haの整備を行った。
・H28年度については、坂野2期地区、長生西部地区に
　おいて14.5haの整備を行った。
・H29年度は長生西部地区で8.7haの整備を行い、
　累計で6,862haの整備を行い、目標を達成した。
　 　(H27:11ha､H28:14ha､H29:8.7ha）

＜計画目標の達成見込み＞　順調
＜課題＞
○基幹用水路の整備延長
　両地区ともＨ３３の事業完了に向け，着実な推進が
必要。
○ほ場の整備面積
　計画的な整備促進のための予算確保及び適正な事業
管理が必要。

　引き続き、国、県の事業を活用して耕作放棄地
の発生防止、解消に努める。

農林

○基幹用水路の整備延長
効果発現区域の拡大，事業の早期完了を目指し，
着実に推進していく。

○ほ場の整備面積
　必要な予算の確保に努め、計画的な事業推進を
図る。

　H29策定の「藻場ビジョン」を踏まえつつ，着
実に藻場造成を推進する。

部局

農林

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
地元漁協と調整を行いながら，藻場造成を推進。
　・H27　2箇所（大潟（北），宍喰（古目））
　・H28　1箇所（阿部）
　・H29　2箇所（浅川，日和佐（北））
　　「藻場ビジョン」策定
上記取組により，累計で21箇所において藻場を造成し
た。

＜計画目標の達成見込み＞　順調
＜課題＞
　施工予定箇所の磯焼け（藻場が食害や、高温下によ
り藻場が消失すること）が大きかったため、地元漁協
から位置変更の申し入れがあり、箇所数減となった。
＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●水産資源の増殖を図るため、「施工時期」、「工
法」等の事前準備を行い、計画的に藻場の造成を推進
します。

農林

実績値
（H28）

委員意見

特記事項

部局

農林

今後の取組方針

数値目標
達成状況
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(２－４－６)

評価

☆☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

33万m3 36万m3 39万m3 42万m3 32.4万m3 35.3万㎥ 37.5万㎥ ○

30人 60人 90人 120人 20人 47人 86人 ○

推進 → → →

3人 6人 10人 15人 5人 9人 11人 ◎

設置 準備 設置 ◎

主要事業の概要・数値目標

210

●豊かな森林資源の未来を創造し、次代の循環型成長
産業を担う人材を育成するため、地域資源に恵まれた
地域において、林業に関する新たな教育を展開しま
す。＜教育＞

○県立高校「林業関係学科」の設置
　　　㉘設置

211

○若手林業従事者の増加数（累計）
　　　⑱～㉒６３人→㉗～㉚１２０人

番号

農林

○県産材の生産量（再掲）【主要指標】
　　　㉕２９万㎥→㉚４２万㎥

○県立高校卒業者のうち、林業関連従事者数（累
計）
　　　㉕－→㉚１５人

●増加する需要に対応するため、県産材の生産を拡大
させる取組を推進するとともに、産学官が連携して若
者に魅力ある人材育成の拠点作りを進め、本県の林業
を支える若手林業従事者の確保・育成に取り組みま
す。＜農林＞

実績値
（H27）

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

工程（年度別事業計画）

主要施策：６ 「新次元林業プロジェクト」
             の展開

数値目標
達成状況

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　H27年度は，「森林環境保全整備事業」や「森林整
備加速化・林業飛躍事業」を活用し，県産材の生産及
び路網整備，高性能林業機械の導入を進めるととも
に，県産材の利用促進に取り組んだ。

　H28年度は，「森林環境保全整備事業」に加え国の
ＴＰＰ関連補正予算を活用し，間伐材等の生産や高性
能林業機械の導入，路網整備を推進するとともに，架
線集材の設置など県単独で主伐推進に繋がる支援を実
施した。
　また、高校への出前授業の成果が実り，高校新卒者
5名が林業事業体に就職したほか、平成29年度の実績
になるが「とくしま林業アカデミー」１期生11名全員
が県内に就職するなど，若手林業従事者は着実に増加
している。

　H29年度は，大型高性能林業機械（ハイランダー，
大型フォワーダ）による皆伐の効率化実証を行うほ
か，油圧集材機の実装による素材生産の拡大策を実施
した。
「とくしま林業アカデミー」の卒業生11名が全員県内
事業体に就職，新規就業した。また2期生として13名
の現場即戦力を養成した。

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能
　
＜課題＞
　素材生産を行う担い手の確保
　若者への「職業としての林業」の啓発の継続

数値目標
の達成度

実績値
（H29）

実績値
（H28）

委員意見

特記事項

・長期インターンシップなどの実践的林業教育
「にし阿波型デュアルシステム」を推進し，教育
活動のさらなる充実を図る。（池田高校三好校）

・「主伐実習」や「ドローン講習」，「和紙製
作」など，地域と連携した特色ある取組を行う。
（那賀高校）

・林業教育の情報発信や学校訪問等の広報活動，
外部講師派遣・資格取得等について，関係部局と
の連携により積極的に支援を行う。

今後の取組方針

農林・県土・西部・教育

部局

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○池田高校三好校における取組
１　林業インターンシップ
　（H27:７日，H28:６日，H29:７日）
２　西部総合県民局の出前授業を活用した資格取得講
習会等の実施
　（H27:５日，H28:５日，H29:５日）
上記取組を実施し，林業関連従事者数11人（累計）を
達成した。
○那賀高校における取組
１　平成２８年度に「森林クリエイト科」を設置し，
南部総合県民局・山武者（若手林業従事者会）と連携
した林業実習に取り組むとともに，地域小中学校への
啓発学習や県内外への広報活動を行った。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
・地元をはじめ，県内外からの生徒募集
・林業指導者の育成

教育

部局

　平成28年に開講したとくしま林業アカデミーへ
の入校を、ホームページやＳＮＳをはじめとする
あらゆる広報手段を用いて強力にＰＲするほか、
若手向けの雑誌への広報や高校等への出前授業を
行い、若手の新規参入を促進する。
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(２－４－６)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

→ 開講 推進 →

開講
H28

開講決定
H28
開講

推進 ◎

推進 → → →

270人 290人 310人 330人 261人 293人 311人 ◎

推進 → → →

62
事業体

64
事業体

66
事業体

68
事業体

64
事業体

66
事業体

66
事業体

◎

●機械オペレーターや路網の開設技術者、さらに高度
な林業マネージメント技術者など、ステップアップ方
式で林業のプロフェッショナルを体系的に育成しま
す。＜農林＞

実績値
（H27）

実績値
（H28）

実績値
（H29）

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　H27年度は，新たに起業を促す指導や「林業労働力
の確保の促進に関する法律」に基づく改善計画の認定
指導等を行う中で，林業事業体（4事業体）の育成を
図った。
　H28年度は，27年度に引き続き認定等の指導を実施
し、林業事業体（2事業体）の育成を図った。
　H29年度は，28年度に引き続き認定等の指導を実施
し、林業事業体(2事業体)の育成を図った。(2事業体
が廃業したことにより前年と同数となった。）
　
＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　経営感覚を持ったリーダーの育成と独立・起業の機
運の醸成

農林

○林業事業体登録数
　　　㉕５９事業体→㉚６８事業体

●建設業など他産業からの参入を進めるとともに、意
欲ある林業従事者による起業化を促進するなど、本県
林業を支える経営感覚に優れた林業事業体の育成を図
ります。＜農林＞

番号

●林業現場で即戦力となる技術者を育成する「とくし
ま林業アカデミー」を開講し、県産材増産の中核とな
る人材の確保を推進します。（再掲）＜農林＞

○林業プロフェッショナル数（累計）
　　　㉕２１４人→㉚３３０人

212

213

○「とくしま林業アカデミー」の開講
　　　㉘開講

214
　引き続き，林業事業体の独立起業を促す指導を
実施する。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　H27年度は，県森林組合連合会実施の「『緑の雇
用』現場技能者育成対策事業」や県が行う搬出間伐に
おける生産性の向上に主目的を置いた技術研修を実施
した。

　H28年度は，27年度に引き続き，緑の雇用事業や搬
出間伐の生産性向上研修に加え森の営業マン支援事業
によりプランニング研修を実施した。

　H29年度は，緑の雇用事業や搬出間伐の生産性向上
研修を実施した他，南部，西部の圏域毎にプランナー
講師を招いて資質向上研修を実施し，圏域毎の連携強
化を図った。
　
＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　中堅・ベテランの林業技術の積極的な受講の促進と
若手林業就業者の確保

工程（年度別事業計画）

主要事業の概要・数値目標 今後の取組方針
数値目標
の達成度

農林

・平成30年の研修生は，前年度と同数の１３名
（県内１３名　うち女性２名）。
 ・全員が現場の即戦力となるよう育成に努め
る。

農林

部局
H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　H27年度は，とくしま林業アカデミーを平成28年に
開講するための準備活動（「とくしま林業アカデミー
設立準備委員会」を4回開催、カリキュラムや研修方
針の決定など）を実施。
 
　H28年度は，平成28年4月に開講し，11名（県内７
名・県外４名）の一期生でスタート。3月には全員が
卒業し，県内の林業事業体に就職した。

　H29年度は，平成29年度の2期生13名（県内９名・県
外４名）の現場即戦力を養成，3月には全員が卒業
し，県内の林業事業体に就職した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　運営予算の確保及び今年度以降の生徒募集のＰＲ

　特に若い世代の林業従事者に対し、研修を実施
する。
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(２－４－６)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

創設 推進 → →

創設 創設 ◎

検証 構築 → →

構築 検証 構築 ◎

実績値
（H28）

数値目標
の達成度

実績値
（H29）

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　H27年度は，国の地方創生交付金（地域活性化・地
域住民生活等緊急支援費）を活用し，徳島森林づくり
推進機構内に平成２７年１０月に設置。２社に対し
て，高性能林業機械５台を貸し付けを行った。
　H28年度は，担い手対策基金を活用し，徳島森林づ
くり推進機構を通じて，３社に対して，高性能林業機
械８台の貸し付けを行い，新規林業事業体の参入を支
援した。
　H29年度は，担い手対策基金を活用し，徳島森林づ
くり推進機構を通じて，４社に対して，高性能林業機
械９台の貸し付けを行い，新規林業事業体の参入を支
援した。
　
＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　各県民局と連携し，規模拡大を図る事業体の掘り起
こし

農林
　引き続き，担い手対策基金を利用し，貸し付け
業務を行うことで，新たな事業体への支援を行
う。

216

○本県地形に適した「主伐生産システム」の構築
　　　㉘構築

●効率的かつ安全な主伐を実施するため、本県の急峻
な地形に適した「主伐生産システム」の構築を図りま
す。
＜農林＞

215

○「林業機械サポートセンター」の創設
　　　㉗創設

●林業事業体の起業化を促進するため、高性能林業機
械のリースなどを行う「林業機械サポートセンター」
の創設に取り組みます。＜農林＞

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

番号 主要事業の概要・数値目標

農林

今後の取組方針 部局
H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

　とくしま型の「主伐生産システム」の普及を図
るため，集材機を利用した主伐に関する現地研修
を実施するとともに，林業成長産業化総合対策等
を活用し，林業機械の導入を進める。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　H27年度においては，とくしま型林業機械開発等検
証事業を活用し，本県地形に適した林業機械において
検証や検討会を実施した。
 
  H28年度においては，新林業生産システム導入可能
性調査を活用し，生産性の高い最新鋭の機械を検証す
るとともに，国補事業を利用して，県下のモデルとな
る，急峻な本県の地形に対応する主伐対応の全国初と
なる油圧式集材機を導入した。

　H29年度においては，大型高性能林業機械（ハイラ
ンダー，大型フォワーダ）による皆伐の効率化実証を
行うほか，油圧集材機の実装による素材生産の拡大策
を実施した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　多機能で大型化された高性能林業機械は高額なもの
となることから、規模が小さい事業体への導入が困難
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(２－４－６)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

54ｾｯﾄ 58ｾｯﾄ 62ｾｯﾄ 66ｾｯﾄ 54ｾｯﾄ 58ｾｯﾄ 63ｾｯﾄ ◎

7,100
km

7,270
km

7,440
km

7,610
km

7,242km 7,419km 7,567km ◎

推進 → → →

30ha 30ha 30ha 30ha 56ha 32ha 75ha ◎

推進 → → →

5箇所 10箇所 15箇所 20箇所 5箇所 11箇所 15箇所 ◎

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

数値目標
の達成度

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
 素材生産者、木材市場等からの協力金等からなる基
金により再造林を支援し、伐採跡地への確実な造林を
行うとともに、柵や樹木ガードの設置による鳥獣被害
対策を行い、木材の増産に寄与した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　再造林を行った場所で鳥獣や気象（風・雪）により
造林木が被害を受け、成長が阻害され健全な森林が構
成されない恐れがある。

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○「にし阿波循環型林業支援機構」の
　支援による造林面積
　　　㉕－→㉚年間４０ha

実績値
（H29）

●「徳島県県産材利用促進条例」に則り、未来を担う
子供たちを中心とした幅広い県民の方々に、県産材利
用の意義、木材に関する知識などを知ってもらう「木
育」を進めるため、玩具やフローリングなどの県産材
製品に直に触れることができる木育拠点を県内各地に
設置します。＜農林＞

219

218

○「にし阿波循環型林業支援機構」の
　支援による造林面積
　　　㉕－→㉗～㉚年間３０ha

●県西部圏域において、伐採後の造林を推進する「に
し阿波循環型林業支援機構」を活用し、木材生産及び
造林面積の拡大により持続的な林業経営の確立を目指
します。
＜西部＞

実績値
（H27）

工程（年度別事業計画）

217

番号

○林内路網開設延長（累計）
　　　㉕６，８４９ｋｍ→㉚7，６１０ｋｍ

○木育拠点「すぎの子木育広場」の創設（累計）
　　　㉕－→㉚２０箇所

　とくしま木づかい運動推進事業を活用して、木
育の普及、木育広場の設置拡大を進めていく。

●効率的な生産を促進するため、団地化や林業機械な
どの生産基盤の整備を加速します。＜農林＞

○新林業生産システム（先進林業機械）導入数
　（累計）
　　　㉕４２セット→㉚６６セット

主要事業の概要・数値目標
実績値
（H28）

農林

今後の取組方針

西部

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
H27年度
・新林業生産システム（先進林業機械）導入数
　４事業体で４システムの導入が図られ，累計で５４
セットとなった。
・林内路網開設延長（累計）
　「森林環境保全整備事業」や「森林整備加速化・林
業飛躍事業」により，県産材生産に必要となる林道や
作業道の開設に積極的に取り組んだ。
H28年度
・新林業生産システム（先進林業機械）導入数
  ４事業体において，４システムの導入が図られ，累
計で５８セットとなった。
・林内路網開設延長（累計）
「森林環境保全整備事業」や「合板製材生産性強化対
策事業」により，林道や作業道の開設に取り組み，効
率的な間伐材等の搬出に努めた。
H29年度
・新林業生産システム（先進林業機械）導入数
  ５事業体において，５システムの導入が図られ，累
計で63セットとなった。
・林内路網開設延長（累計）
「森林環境保全整備事業」や「合板製材生産性強化対
策事業」により，林道や作業道の開設に取り組み，効
率的な間伐材等の搬出に努めた。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　高性能林業機械の導入や路網整備は事業費が大き
く、補助事業によるものが多いため、国補事業の確保

　引き続き、伐採跡地が放置されないよう、再造
林に支援を行い循環型林業を推進する。
　鳥獣被害等に対し、猟友会等の関係機関と連携
し、課題解決に向け、引き続き検討を行ってい
く。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
H27年度
　木育広場　５箇所設置
　　（公共：２施設　民間：３施設）
H28年度
　木育広場　６箇所設置
　　（公共：３施設　民間：３施設）
H29年度
　木育広場　４箇所設置
　　（公共：２施設　民間：２施設）

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　木育の普及が課題

部局

農林
　本年度も国補事業等を活用し，高性能林業機械
の導入に努める。

34



(２－４－６)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

1,530
㎥

1,680
㎥

1,810
㎥

1,900
㎥

1,317㎥ 1,342㎥ 1,340㎥ △

38% 39% 41% 42% 39% 46% 43% ◎

20
事業所

23
事業所

26
事業所

30
事業所

18
事業所

23
事業所

25
事業所

○

展開 → → →

20,000
㎥

21,000
㎥

22,000
㎥

24,000
㎥

11,614
㎥

10,535
㎥

11,365
㎥

△

11.1
万㎥

11.9
万㎥

12.1
万㎥

12.3
万㎥

9.0
万㎥

12.6万㎥ 12.8万㎥ ◎

工程（年度別事業計画）
数値目標
の達成度

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

実績値
（H29）

○県内の民間部門における県産木材消費量
　　　㉕１０．０万㎥→㉚１２．３万㎥

●県産材の増産に対応して、サテライト土場の整備や
木材供給協定の締結によるA材の安定供給体制を整備
するとともに、木材の加工規模の拡大や、県産材への
転換、人工乾燥を始めとする高次加工施設の導入を支
援し、高品質な製品の安定供給体制を構築します。ま
た、製品のオリンピック施設への利用や海外輸出を進
めるために不可欠な「ＣoＣ認証※」の取得を支援し
ます。＜農林＞

実績値
（H28）

実績値
（H27）

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・とくしま木づかい県民会議開催（H27.3)
H27年度
・平成28年1月に「とくしま木材利用指針」を改定
し、県内の木材使用事例を紹介し、普及に努めた。
・森林整備加速化・林業飛躍事業を活用しモデル的な
施設の木造化や木質内装化を支援した。

H28年度
・新次元県産材需要拡大事業を活用しモデル的な施設
の木造化や木質内装化を支援した

H29年度
・国補事業を活用し，「とくしま林業アカデミー」の
学び舎の「林業人材育成棟」を建築し，シンボル的建
物として活用していく。

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
　公共木造建築物に係る補助制度の改変により、補助
率が低下し、木造施設の建築に影響が出る恐れがあ
る。
　公共事業予算の低迷に伴い、公共事業における木材
使用量も減少傾向にある｡県産材の利用用途の開拓が
必要。

農林

○公共事業での県産木材使用量
　　　㉕１７，０８６㎥→㉚２４，０００㎥

○「ＣoＣ認証」取得事業所数（累計）
　   　㉕１４事業所→㉚３０事業所

●県内消費の拡大を図るため、「改訂版とくしま木材
利用指針」に基づき、店舗や事務所などの非住宅の木
造化、木質化を強化、オフィス家具や木質バイオマス
のエネルギー利用など、多彩なニーズに対応する「と
くしま木づかい県民会議」のプロジェクトチームで県
産材の用途を拡大するとともに、「木育活動」から県
民総ぐるみの木づかい運動を展開します。〈農林〉

○製材品出荷量に占める人工乾燥材割合
　　　㉕３１％→㉚４２％

番号

221

220

○製材工場１工場当たりの県産材使用量
　　　㉕１，２２０㎥→㉚１，９００㎥

○製材工場１工場当たりの県産材使用量
　県産材の安定供給の確保を図り、効率的な木材
加工施設等の整備を支援することにより、１工場
当たりの県産材使用量の増加につなげる。

○製材品出荷量に占める人工乾燥材割合
　木材乾燥技術の研究・普及を図るとともに人工
乾燥機の施設整備を支援する。

○「ＣｏＣ認証」取得事業所数
　規模拡大や人工乾燥機を増やしたい製材会社
に、林野関係事業を活用して整備を支援するとと
もに、ＣoＣ認証については引き続き普及を進め
ていく。
・2020年東京オリンピック・パラリンピックで使
用される木材に認証材が使用されることから、認
証の取得支援を行う。

※ＣｏＣ認証：木製品や紙製品の加工・流通の過
程において、環境に配慮した持続可能な経営森林
から生産された木材を使用していることを、認証
の連鎖により証明する制度（Chain-of-Custodyの
略）。

主要事業の概要・数値目標

農林

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○製材工場１工場当たりの県産材使用量
　H27・28年度は，木材加工施設等の整備の支援や県
産材の増産による安定供給体制のＰＲ
　H29年度は，サテライト土場の設置により安定供給
に努めた。（県産材を大量に扱っていた構造材製材工
場が廃業したことなどにより、目標とする使用量に届
かなかった。）

○製材品出荷量に占める人工乾燥材割合
　人工乾燥技術の普及を図るとともに、人工乾燥機の
施設整備を支援した。
（H27：1社）

○「ＣｏＣ認証」取得事業所数
「徳島すぎ構造材」ブランド化事業として、ＣｏＣ認
証の取得を支援した。
（H27：3社、H28：5社、H29：2社）

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
○製材工場１工場当たりの県産材使用量
　県内における製材工場の需要増を促進するととも
に、県産材生産の供給増を図る。
○製材品出荷量に占める人工乾燥材割合
　人工乾燥機の導入支援予算の確保
○「ＣｏＣ認証」取得事業所数
　製材会社の経営規模や状態を勘案した普及促進

今後の取組方針 部局

・県産材利用促進条例に即し､公共・民間事業に
おいて､さらなる新工法､用途開発など取り組みを
継続する。
・県産材利用拡大のため、家づくり協力店､建築
士､大工の育成支援に取り組む｡
・とくしま木づかい県民会議を核とし､｢建築｣は
もちろん｢家具、建具や玩具｣など産学官金労言｢
県民総ぐるみ｣で新たな県産材需要の拡大を創出
する。

35



(２－４－６)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

9,500m
10,000

m
10,500

m
11,000

m
9,770m 9,770m 10,140m ○

展開 → → →

6件 7件 6件 ◎

19.4
万㎥

22.0
万㎥

24.7
万㎥

27.3
万㎥

19.8万㎥ 22.0万㎥ 25.4万㎥ ◎

224 推進 → → →

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
 木造住宅の協議会や関連団体・市町村等が情報を共
有し、連携して、消費者等へのセミナーやイベントを
実施した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　新規受講者・来場者数の確保

　引き続き、連携強化を諮りながら、県産木材を
活用した住宅の普及を推進する

県土

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）
実績値
（H27）

実績値
（H28）

実績値
（H29）

数値目標
の達成度

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

今後の取組方針

　地域景観に配慮しながら、県産木材の利用を推
進する。

県土

●県外消費の拡大を図るため、県外の工務店・設計
士、また大消費地の自治体・企業との連携を進めると
ともに、大消費地への販路拡大に向け、展示商談会の
開催やオンラインメディア、常設展示施設等を利用し
た販売促進活動を展開します。＜農林＞

○県産材の県外出荷量
　　　㉕１７．５万㎥→㉚2７．３万㎥

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　展示商談会を開催（H27:7回、H28:5回、H29:7回）
したほか，木材団体のＨＰ､ＳＮＳにより、木の家づ
くり協力店の募集をはじめ、新たな需要拡大のための
ＰＲを行った。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　県外での徳島ブランドの定着

　東京オリンピック・パラリンピックの県産材需
要の拡大を狙い、首都圏・大消費地における展示
会出展やエージェントを配置することにより、さ
らなる販売促進を行う。

223

222

農林

●県産材を活用した木造住宅を普及するため、消費者
への情報提供に取り組むとともに、供給側と需要側が
参加する協議会等の活動を通じて相互の情報共有を推
進します。
＜県土＞

○県外における県産材製品の常設展示施設数
 （累計）
　　　㉕－→㉚７件

○木製（間伐材）ガードレール等の設置延長（累
計）
　　　㉕７，７７０m→㉚１１，０００m

●木製ガードレール等の整備を進め、県産木材の利用
促進を図ります。＜県土＞

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
・木製ガードレール
　　累計１０，１４０ｍ設置
　上記の取り組みにより、数値目標をほぼ達成した。

＜計画目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
　歩行者が多い観光地周辺などを考慮し設置箇所を選
定することが重要

部局
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(２－４－７)

評価

☆☆☆ A

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

200人 300人 400人 500人 247人 369人 478人 ◎

策定 策定 ◎

整備完
了

整備完了 ◎

農林

○「漁業版ＢＣＰ」拠点施設の整備
　　　㉘整備完了

数値目標
の達成度

実績値
（H27）

部局

○「農業版BCP」の実効性向上
　津波浸水エリアについては，引き続き、普及啓
発に向けた実地訓練等を行うことにより，農業版
BCPの実効性の向上を図る。
  中央構造線エリアについては，土地改良区１箇
所を選定の上，県が土地改良区BCPの策定及び訓
練をモデル的に支援し，他の土地改良区へ横展開
を図る。

○「漁業版ＢＣＰ」の策定
　引き続き，「県漁業版BCP」の内容を漁協，市
町担当者に十分説明し，計画推進に向けた共通認
識を醸成するとともに，「県漁業版BCP推進協議
会」を開催し，適宜漁業版BCPの点検，見直しを
行っていく。

○「漁業版ＢＣＰ」拠点施設の整備
　「漁業版ＢＣＰ」に基づき、平時の事前準備と
して、「海底地形の現況データ収集」、「優良な
海藻養殖用種苗の保存」等を進める。

今後の取組方針

●巨大地震による津波災害に備えるため、実地訓練等
を通じて「農業版ＢＣＰ」の実効性向上を図ります。
また、漁業の速やかな再開に向けた「漁業版ＢＣＰ」
を策定するとともに、支援拠点となる施設を整備しま
す。
＜農林＞

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○「農業版ＢＣＰ」実地訓練等参加者数（累計）
　H27年度は，農林水産総合技術支援センターでの実
証実験をもとに，「営農再開マニュアル」の「除塩目
標」及び「耐塩性作物」の品目追加などを行う「第3
版」の改正を行うとともに，徳島鳴門地域（東部），
南部地域の各地域協議会において，改正内容について
周知した。
  また，土地改良区役職員研修会等において，農業版
BCP，土地改良区BCPマニュアルの内容等の説明を行っ
た。さらに，実際の「ほ場」を用いて除塩作業を行う
除塩訓練を地域協議会主催により開催し，農業版BCP
の実効性の向上を図った。
　H28年度は，津波浸水エリアの１土地改良区におい
て実地訓練を実施，他の土地改良区も参加し普及啓発
を図った。
　また，平成29年3月に農業版BCP（直下型地震編）を
策定した。
　H29年度は，中央構造線エリアで情報伝達訓練を実
施するとともに、海部郡において，農業関係団体や関
係市町へ除塩作業や農業版BCPの内容について説明を
行った。さらに，県内土地改良区役職員研修会におい
て，農業版BCPの内容や土地改良区BCP策定の必要性を
説明し，農業版BCPの普及啓発を図った。

○「漁業版ＢＣＰ」の策定
　防災，海上交通，漁場調査，漁獲物販売など，幅広
い分野の専門家からなる「検討委員会」を設置し，
様々な視点からご意見をいただき，「徳島県漁業版業
務継続計画（県漁業版BCP）」を策定した。
　また，漁協版BCP及び漁連版BCPの策定を推進すると
ともに，「県漁業版BCP推進協議会」を立ち上げ，県
漁業版BCPの進捗状況について関係者の情報共有を
行った。

○「漁業版ＢＣＰ」拠点施設の整備
　拠点施設の整備（H27：着工、H28：完了）

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
○「農業版ＢＣＰ」実地訓練等参加者数（累計）
　津波浸水エリア及び中央構造線エリアの土地改良区
における「土地改良区BCP」の策定促進。
○「漁業版ＢＣＰ」の策定
　「県漁業版BCP」の関係者への周知，浸透と県下漁
協における「漁協版BCP」の策定促進。

工程（年度別事業計画）

○「漁業版ＢＣＰ」の策定
　　　㉗策定

委員意見

特記事項

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

実績値
（H29）

部局
数値目標
達成状況

実績値
（H28）

農林

225

○「農業版ＢＣＰ」実地訓練等参加者数（累計）
【主要指標】
　　　㉕－→㉚５００人

番号

主要施策：７ 災害に強い農林水産業づくり

主要事業の概要・数値目標
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(２－５－１)
　 　

 

評価

☆☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

180件 220件 260件 300件 209件 237件 273件 ◎

75出展 85出展 95出展
105出
展

99出展 164出展 241出展 ◎

35件 40件 44件 47件 32件 34件 36件 △

3.7
億円

4.7
億円

31年3月
に判明

－

数値目標
達成状況

226

部局
実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

基本目標2「経済・好循環とくしま」の実現

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

2－5　６次産業化・とくしまブランド海外展開の推進

○六次産業化法における「総合化事業計画」に
　基づく事業者の売上増加額（累計）
　　　㉕０．７億円→㉚４．７億円

○戦略的な販路開拓のための
　展示会・商談会への出展数（累計）
　　　㉕５１出展→㉚１０５出展

主要施策：１　６次産業化の促進

●農工商連携等による新商品の開発、販路開拓などの
取組みにより、食の宝庫徳島の地域資源を活用した６
次産業化を推進します。＜商工・農林＞

○農工商連携等による
　６次産業化商品開発事業数（累計）【主要指標】
　　　㉕１３５件→㉚３００件

○六次産業化法による
　「総合化事業計画」の認定数（累計）
　　　㉕２７件→㉚４７件

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
1.6次産業化サポートセンターにおいてワンストッ
プでの相談対応を行った。
2.県、市町村、生産団体、大学、金融機関等が連携
し、販路開拓等の農林水産業の六次化を推進と新商
品開発の支援を行った。
3.農商工連携ファンド等の活用により事業化の支援
を行った。
4.首都圏等における展示商談会で「徳島県ブース」
を設置し、販路開拓・拡大を支援した。
5.1次、2次、3次事業者の交流会や、セミナーを開
催した。
6.6次産業化に取り組む生産者等を対象に専門家（6
次産業化プランナー）を派遣し、商品開発や計画作
りを支援した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
・「総合化事業計画」の策定に向けたさらなる推進
・マーケットインによる売れる商品づくり
・展示会等での商談・営業力の強化
・農工商連携による商品開発や販路拡大

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
【数値目標上方修正】
○戦略的な販路開拓のための
　展示会・商談会への出展数（累計）
　　　㉕５１出展→㉚３２０出展

・県、市町村、生産団体、大学、金融機関等と連
携し、販路開拓等の農林水産業の六次化を推進す
る。

・首都圏のバイヤーを本県に招聘し、バイヤー等
のアドバイスによる消費者ニーズにマッチした売
れる商品づくりを進める。

・６次産業化プランナーによる販路獲得支援

・各種会合で総合化事業計画の説明を行うと共
に、関係機関と連携したフォローアップを実施
し、総合化事業計画の見直し、更新を支援する。

・新たに商品を開発しようとする事業者に対し総
合化事業計画の策定を促す。

・農商工連携ファンド等を活用した事業化及び商
品化の支援

商工
農林

今後の取組方針

部局

政策・商工・農林・教育

委員意見

特記事項

実績値
（H29）

実績値
（H28）
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(２－５－１)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

→ 創設 推進 →

創設
設置
認可

創設 ◎

準備 → 設置 推進

設置 準備 準備 設置 ◎

推進 → → →

18件 20件 22件 24件 20件 22件 24件 ◎

227

228

●徳島大学「生物資源産業学部」や、農業系のコース
を持つ専門高校、農業大学校、アグリビジネススクー
ルとの連携を強化し、６次産業化を担う人材を育成し
ます。（再掲）＜政策・農林＞

政策
農林

○「生物資源産業学部」の創設
　　　㉘創設

○生産者（水産業）と商工業者との連携件数（累
計）
　　　㉕１４件→㉚２４件

●農工商連携による生産・加工・販売が一体化した６
次産業化に対応した教育を行うとともに、高等教育機
関等との接続も視野に入れた専門学科を設置し、地域
活性化を担う即戦力を育成します。（再掲）＜教育＞

○県立高校「６次産業化専門学科」の設置
　　　㉙設置

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１　H27.8.28「生物資源産業学部」設置認可
２　H27.10.10「生物資源産業学部新設キックオフ
シンポジウム」の開催（徳島大学との共催）
３　「生物資源産業学部」着任予定教員による県内
５高校での出前講座の実施
４　H28.4に「生物資源産業学部」が創設された。
（生物資源産業学科：定員100名、3履修コース）
・応用生命コース
・食料科学コース
・生物生産システムコース

　H27年度は、徳島大学生物資源産業学部の創設に
先駆け、アグリサイエンスゾーンの根幹となる「徳
島県農林水産業の成長産業化及び関連産業の振興に
関する協定」を本県と徳島大学との間で締結した。
　H28年度は、新たに３つの協定を締結し、産学官
の連携のさらなる推進を行った。
  H29年度は、新たに協定を締結し、さらなる連携
を強化，5月26日　徳島県，徳島大学，石井町，み
のる産業(株)及びみのるファーム(株)との「産学官
連携による徳島県農業の成長産業化及び関連産業の
振興に関する協定」を締結、また、徳島アグリサイ
エンスゾーン推進委員会人材育成プロジェクトチー
ムを開催し、産学官の連携強化を図った。
　また、県立農林水産総合技術支援センターにオー
プンラボ機能を備えた「六次産業化研究施設」を整
備した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
・個別の連携要望ニーズに対応した支援を実施す
る。

○生産者（水産業）と商工業者との連携件数（累
計）
　水産物流通対策の諸事業を適切に実施し，生産
者（水産業）と商工業者の連係を支援していく。

部局今後の取組方針
実績値
（H29）

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

　アグリビジネス実習棟等の活用による６次産業
化に対応した教育における実践的取組を推進する
ことで，地域を担う人材の育成へつなげる。

・徳島大学、農大、高校の連携強化を図る。
・「六次産業化研究施設」を活用し、次代を担う
６次産業化人材育成を推進する。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
１　６次産業化専門学科である「アグリビジネス
科」を，平成29年４月に，徳島県立城西高等学校へ
新設した。
２　平成29年度にはＬＥＤ植物工場を備えた生産・
加工・販売の一連の流れを実践的に取り組むための
アグリビジネス実習棟を整備した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　生産，加工，商品開発，販売における実践的な取
り組みの推進が必要

農林

教育

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

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
○生産者（水産業）と商工業者との連携件数（累
計）
　漁業協同組合等と商工業者との連携を支援した。
　（連係による商品開発㉗4件，㉘2件，㉙2件）

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
○生産者（水産業）と商工業者との連携件数（累
計）
　生産者（水産業）と商工業者の適切なマッチン
グ。

実績値
（H28）

229
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(２－５－２)

評価

☆☆ B

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

5.4億
円

7.2億
円

9.5億
円

11億円 6.1億円 8.9億円 11.3億円 ◎

20品目 30品目 35品目 40品目 21品目 30品目 35品目 ◎

13か国 15か国 18か国 20か国 13か国 15か国 18か国 ◎

9店舗 10店舗 11店舗 12店舗 10店舗 11店舗 12店舗 ◎

40商品
･ｻｰﾋﾞｽ

45商品
･ｻｰﾋﾞｽ

50商品
･ｻｰﾋﾞｽ

55商品
･ｻｰﾋﾞｽ

43商品
･ｻｰﾋﾞｽ

85商品
・ｻｰﾋﾞｽ

147商品
・ｻｰﾋﾞｽ

◎

農林

○ハラール認証商品・サービス数
　　　㉕－→㉚５５商品・サービス

委員意見

特記事項

実績値
（H29）

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　ワンストップの総合窓口である「農畜水産物等輸
出サポートセンター」を通じて、輸出に取り組む生
産者や事業者に対して、実践的なサポートを行っ
た。
　また、「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」
（平成28年２月改訂）で設定した新たな戦略目標の
達成に向けて、検疫条件やハラールへの対応など、
輸出に係る課題の解決に努めるとともに、東南アジ
アと欧米を基軸に、消費者へのプロモションやバイ
ヤー招へい・商談会を開催する等、販路の開拓や輸
出の定着化を進めた。
　その結果、ハラール認証商品の増加につながった
ほか、マレーシア及びインドネシア向け「牛肉」や
ベトナム向け「梨」、ＥＵ向け「すだち」の初輸出
が実現した。
　
　農畜水産物等輸出サポートセンター
　 相談件数　約  200件（H27）
　　　　　　 約  500件（H28）
　　　　　　 約1,000件（H29）

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　効果的な輸出拡大の取組みの推進

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●世界にはばたく「とくしまブランド」の確立を目
指し、「販売ルートの強化」、「新たなマーケット
の開拓」、「物流上の課題への対応」、「輸出に取
り組む新たな人材の発掘・育成」に取り組むことに
より、県産農林水産物等の輸出拡大を図ります。
【数値目標上方修正】
○農林水産物等輸出金額
　　　㉕２．４億円→㉚１２億円
○「とくしまブランド海外協力店」数
　　　㉕４店舗→㉚１５店舗
○ハラール認証商品・サービス数
　　　㉕－→㉚９５商品・サービス
【数値目標追加】
○「とくしまブランド」輸出に取り組む事業者数
　　　㉕－→㉚５０事業者

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

農林・南部

部局今後の取組方針

230

○農林水産物等輸出金額【主要指標】
　　　㉕２．４億円→㉚１１億円

主要事業の概要・数値目標

部局

数値目標
の達成度

　「輸出戦略」に基づき、検疫条件やハラールへ
の対応など輸出に係る初期課題の解決に努め、輸
出促進を図るため、重点輸出国・地域等での消費
者へのフェアーやバイヤー等との商談会の開催、
新規輸出開拓国等での市場調査など、「サポート
センター」において、生産者等に対し輸出拡大に
向けた取組みを支援する。
　経済のグローバル化の進展、輸出に係る規制緩
和等に迅速に対応しつつ、ターゲット市場での需
要を積極的に獲得するため、①重点市場での輸出
拡大、②新規マーケット開拓による販路獲得、③
物流上の技術的課題への対応、④輸出に取り組む
新たな人材の発掘・育成の視点から、戦略的に施
策を展開し、目標の実現を図る。

実績値
（H28）

主要施策：２「とくしまブランド」世界
            への挑戦

○「とくしまブランド海外協力店」数
　　　㉕４店舗→㉚１２店舗

○「とくしまブランド」輸出品目数（累計）
　　　㉕１５品目→㉚４０品目

実績値
（H27）

工程（年度別事業計画）

●世界にはばたく「とくしまブランド」の確立を目指
し、「輸出国・地域」と「輸出品目」の新規追加、
マーケティングサポート体制の整備、輸出型産地形
成、産地間連携の推進・強化などにより、県産農林水
産物の輸出拡大を図ります。＜農林＞

数値目標
達成状況

○「とくしまブランド」輸出相手先国・地域数
　　　㉕９か国→㉚２０か国

番号

40



(２－５－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

12店舗 14店舗 27店舗 29店舗 23店舗 27店舗 32店舗 ◎

実証開
始

実証開始 構築 ◎

推進 → → →

4,750
㎥

6,500
㎥

8,250
㎥

10,000
㎥

5,979
㎥

5,260
㎥

2,825
㎥

△

30戸 50戸 9戸 △

推進 → → →

2商品 2商品 2商品 2商品 ２商品 2商品 2商品 ◎

1人 1人 1人 2人 ２人 2人 2人 ◎

233

231

232

●野生鳥獣の処理加工施設を拠点に、地元で「阿波地
美栄（ジビエ）」を取り扱う店舗を増やすとともに、
海外展開も視野に入れたＰＲ活動等を通じて消費拡大
を図ります。
＜農林＞

○「阿波地美栄」取扱店舗数（累計）
　　　㉕５店舗→㉚２９店舗

●丹生谷地域において「木頭ゆずクラスター協議会」
を核に、新たな商品の開発や販路開拓など、６次産業
化を推進します。＜南部＞

南部

○６次産業化企業の新規雇用数
　　　㉕－→㉚２人

　木頭ゆずクラスター協議会の活動を強化し、６
次産業化企業等の木頭ゆず商品の販売拡大やＰＲ
戦略を展開することで、６次産業化企業における
雇用を創出する。
　また、木頭ゆずが県内では初めて登録
（H29.9）された「地理的表示保護制度（GI）」
を活用し、輸出の拡大と定着を図る。

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　木頭ゆずの新商品開発や輸出促進に取り組む「木
頭ゆずクラスター協議会」に参画する６次産業化企
業等において、平成２７年度は木頭ゆずを使ったス
イーツ２種類を商品化した。平成２８年度は、木頭
ゆずを使ったさばの味噌煮、さばのオイルづけの２
種類を商品化した。平成２９年度は、木頭ゆずを
使ったジュレ、クラフトジンの２種類を新たに商品
化した。
  また、６次産業化企業における新規雇用について
は、商品化や販売促進等に取り組むため、平成２７
年、２８年、２９年に各２名ずつの計６名の雇用が
実現した。

＜計画目標の達成見込＞　順調

＜課題＞
  ６次産業化企業等における木頭ゆずを使った商品
の販売拡大が課題となる。

数値目標
の達成度

実績値
（H29）

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
　H27年度は，9月に開催されたミラノ国際博覧会徳
島WEEK展示コーナーにおいて，県産材を活用した木
製品（行灯，藍染木製品，つき板など）の展示や４
Kで作成したＰＲビデオを活用して県産材の魅力発
信を行った。

　H28年度は，県産木造住宅をパッケージ化して輸
出する拠点として台湾とシンガポールに「県産材
ショールーム」を開設した。

　H29年度は，6月に韓国に向けてプレカット材によ
る県産木造住宅１棟を「県産木造住宅まるごと輸
出」として，大工技術と合わせて輸出を行った。

＜計画目標の達成見込み＞　努力を要する

＜課題＞
　輸出相手国の気候や生活様式を考慮した上で、現
地での設計・加工・建て方までの技術の確保

＜H29→H30計画の改善見直し箇所＞
●県産材のさらなる販路拡大を目指し、成長著しい
東アジアなどへの原木や付加価値の高い製品輸出を
進めるとともに、構造材だけでなく壁、床板等の内
装材や建具まで、集合住宅など輸出相手国の住環境
に応じた県産木造住宅と大工等の技術者をセットで
輸出するシステムを構築し、県産材の輸出を促進し
ます。

　これまでの取組みにより、丸太輸出は定着しつ
つあるが、さらなる販路開拓を行う。
　また、海外（韓国・台湾・シンガポール）の県
産材ショールームを情報発信、交流の拠点と位置
づけ、大工やプレカット技術等人材・技術交流を
進め、輸出相手国のニーズに応じた高付加価値の
製品､住宅の丸ごと輸出を展開する。
　「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」に基づ
き、高付加価値の製品や木造住宅の輸出体制確立
を支援する。

番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

部局今後の取組方針

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
1 「うまいよ！ジビエ料理店」の認定
　（H27：12店舗，H28：4店舗，H29：5店舗）
2 イベントへの出展によるPR
　（H27　県外：3回，県内：2回）
　（H28　県外：2回，県内：2回）
　（H29　県外：2回，県外：4回）
3 多言語化したHPの開設
4 木沢シカ肉加工施設がハラール認証取得
5 講習会の開催（H27：1回，H28：2回，H29：2回）
上記の取組により，認定店舗数の大幅な拡大を達成
した。

＜計画目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
1 処理施設への搬入や人的な要因により安定供給が
難しい
2 ジビエ料理の認知度と普及が十分でない
3 ハラールシカ肉の供給体制が脆弱

●県産材のさらなる販路拡大を目指し、成長著しい東
アジアなどへの原木・製品輸出を進めるとともに、構
造材だけでなく床板等の内装材や建具まで、県産木造
住宅をセットで輸出する県産木造住宅の輸出システム
を構築し、県産木造住宅の輸出を促進します。＜農林
＞

○県産木造住宅の輸出戸数（累計）
　   　㉕－→㉚５０戸

○県産材の海外輸出量
　　　㉕１，７６０㎥→㉚１０，０００㎥

農林

農林

・安定的な供給量を確保するために阿波地美栄処
理施設の整備及び強化を支援する。
・国内外での消費・販路の拡大を目指すため，専
用HPの強化やイベントでのPR等積極的な情報発信
を実施する。

実績値
（H27）

○ハラール対応「阿波地美栄」供給体制モデルの構
築
　　　㉗実証開始

○新商品開発数
　　　㉕－→㉗～㉚年間２商品

実績値
（H28）
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(２－５－２)

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

推進 → → →

1事業
体

2事業
体

2事業
体

3事業
体

1事業体 2事業体 2事業体 ◎

1事業
体

1事業
体

3事業
体

2事業体 2事業体 ◎

＜H27～H29取組内容と進捗状況＞
 H27 「海陽町鞆浦漁業協同組合」
・細胞レベルで鮮度を維持し急速冷凍を行い、長期
保存が可能となる抗酸化特殊冷凍機を活用し、「う
つぼ」等を使用した冷凍加工品の販売を開始

 H28 「美波の海の恵み研究会」
・H28.2.5 自然発酵食品メーカーと海藻の商品企
画・販売の協定締結
・海藻養殖の生産・販売を本格化
・早どりワカメ「明けの春姫」の試験販売

 H29 「かいふ農業協同組合」
  米ゲルの製造、米ゲルアイスの試作を実施。

＜計画目標の達成見込＞　順調

＜課題＞
　販売額を増加させるために、新たな商品開発や生
産体制の整備、また販路拡大が課題となる。

●６次産業化に取り組む事業者等とのネットワークや
サポート体制を整備することで、南部圏域の魅力ある
素材を活用した商品開発や販売額の向上を図ります。
＜南部＞

234

　新規起業者や、魅力ある商品開発、販売額増加
のための販路拡大などの課題解決が図られるよう
に今後とも支援していく。
　また、かいふ農業協同組合の米ゲルアイスの商
品化を支援し、新たな商品開発と販売額向上を目
指す。

○新規起業数（累計）
　　　㉕－→㉚３事業体

南部

○販売額増加事業体数（累計）
　　　㉕－→㉚３事業体

今後の取組方針 部局番号 主要事業の概要・数値目標

工程（年度別事業計画）

実績値
（H27）

数値目標
の達成度

H27～H29取組内容と進捗状況・
計画目標の達成見込み・課題

実績値
（H29）

実績値
（H28）
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