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「一歩先の未来」を具現化する

人口減少や超高齢化問題に直面する中、「オンリーワン徳島」の実現に向けて県はこれまで、
切迫する南海トラフの巨大地震を迎え撃つ「とくしまゼロ作戦」の加速化や、県民医療の最
後の砦となる県立３病院の改築をはじめとした安全安心の確保、全国屈指の光ブロードバン
ド環境による情報通信関連産業の集積といった本県の強みを活かした経済成長戦略の展開、
そして本四高速道路への全国共通料金制度の導入の実現など各種施策の推進に全力で取り組
んできました。

県ではこれらの実績をベースとし
て、徳島ならではの取組みに更に磨
きをかけながら、将来の本県が目指
すべき姿と、その実現に向けてこれ
から４年間で取り組む施策を示す
「新未来『創造』とくしま行動計画」
を策定しております。

「可能性の宝庫・徳島」の魅力を
もう一段高い次元へ進化させるとと
もに、課題解決の処方箋を徳島から
全国に発信し、地方創生、ひいては
日本創成を実現する「とくしま回帰」
の流れを創出することにより、全国
に先駆けた「一歩先の未来」を県民
の皆様とともに歩み、世界に“新し
い価値観”を発信する「オンリーワ
ン徳島づくり」を進めます。

徳島県知事
飯 泉 嘉 門
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「一歩先の未来」を具現化する

人口減少や超高齢化問題に直面する中、「オンリーワン徳島」の実現に向けて県はこれまで、
切迫する南海トラフの巨大地震を迎え撃つ「とくしまゼロ作戦」の加速化や、県民医療の最
後の砦となる県立３病院の改築をはじめとした安全安心の確保、全国屈指の光ブロードバン
ド環境による情報通信関連産業の集積といった本県の強みを活かした経済成長戦略の展開、
そして本四高速道路への全国共通料金制度の導入の実現など各種施策の推進に全力で取り組
んできました。

県ではこれらの実績をベースとし
て、徳島ならではの取組みに更に磨
きをかけながら、将来の本県が目指
すべき姿と、その実現に向けてこれ
から４年間で取り組む施策を示す
「新未来『創造』とくしま行動計画」
を策定しております。

「可能性の宝庫・徳島」の魅力を
もう一段高い次元へ進化させるとと
もに、課題解決の処方箋を徳島から
全国に発信し、地方創生、ひいては
日本創成を実現する「とくしま回帰」
の流れを創出することにより、全国
に先駆けた「一歩先の未来」を県民
の皆様とともに歩み、世界に“新し
い価値観”を発信する「オンリーワ
ン徳島づくり」を進めます。

徳島県知事
飯 泉 嘉 門

オンリーワン徳島の実現
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長期ビジョン編（2060年頃の目指すべき将来像）

我が国の財政は国・地方ともに極めて深刻な状況にあります。厳しい財政制約のもと、
様々な課題と対峙していくためには、中央集権体制、東京一極集中を打破し、心の豊かさ
やゆとりを重視した“新しい価値観”に基づく新たな社会経済システムを創出していく必要
があります。

将来ビジョン
（１）世界へ発信「笑顔のＴＯＫＵＳＨＩＭＡ」（１）世界へ発信「笑顔のＴＯＫＵＳＨＩＭＡ」

一人ひとりが夢や希望を持ち、それを実現できる｢ひと｣を創生する、県民誰
もが｢笑顔｣あふれる社会

（２）世界に誇る「強靭なＴＯＫＵＳＨＩＭＡ」（２）世界に誇る「強靭なＴＯＫＵＳＨＩＭＡ」
豊かな自然に育まれつつ、その脅威から命を守る｢まち｣を創生する、安全安

心に抱かれた｢強靭｣な社会
（３）世界とつながる「創造のＴＯＫＵＳＨＩＭＡ」（３）世界とつながる「創造のＴＯＫＵＳＨＩＭＡ」

国内外から、魅力的な「まち」に意欲的な「ひと」を呼び込み、未来を切り
拓くイノベーションの渦を巻き起こす「創造」に満ちた社会

人口減少のスピードに歯止めをかけ、2060年に“60～65万人超”を確保します！！

本県は人口減少を正面から受け止め、豊かな地域社会と多様な人材、魅力ある産業の創
出といった“TOKUSHIMA  創生”に積極果敢に挑戦し、徳島から“新たな価値”として世界
に発信していくことが求められています。
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中期プラン編（手の届く未来である「10年程度先」を見据えた「近未来の成長戦略」）

計画の基本理念に基づき将来ビジョンを実現するために、手の届く未来である「１０年程
度先」を見据えた５つの「目指すべき姿」の創造を進めます。

Ⅰ みんなが輝くとくしまの創造
<目指すべき10年程度先(2025年頃)の姿>
結婚や出産に関する希望が叶い、安心して子どもを生み育てられるとともに、生涯現

<実現のための主な施策の方向性>
地域の実情に応じた男女の出逢いの場づくり、子育て家庭のニーズに応じた多様かつ
総合的な支援、高齢者自らが描いたライフプランに応じた生きがいづくりを支援

役の元気高齢者が活躍し、子どもから大人まで、みんなが輝いている徳島

Ⅱ 安全安心とくしまの創造
<目指すべき10年程度先(2025年頃)の姿>
県全体の地域防災力が強化されるとともに、南海トラフ巨大地震や複数の災害が同時

<実現のための主な施策の方向性>
大規模災害に備えた広域的な連携強化、自助・共助をはじめとした自主防災組織の活
動活性化、地域や企業における防災リーダーの養成、活動支援

に起こる広域的な複合災害に対応できる安全安心な徳島

Ⅲ 環境先進とくしまの創造
<目指すべき10年程度先(2025年頃)の姿>
エネルギーの安定供給を図るとともに、温室効果ガスをほとんど出さない自然エネル

<実現のための主な施策の方向性>
エネルギーの地産地消に向け、県民、事業者、行政等が一体となり様々な取組みを行い、
自然エネルギーの導入を促進するとともに、景観に配慮したまちづくりを推進

ギーが様々な分野で最大限活用され、環境先進である徳島

Ⅳ 経済好循環とくしまの創造
<目指すべき10年程度先(2025年頃)の姿>
本県ならではの地域資源や技術力を活かした魅力ある製品・サービスが海外ビジネス

<実現のための主な施策の方向性>
広域や海外市場における商談会や情報発信など、その販路開拓に加え、輸出国・輸出
品目の重点化、輸出品目と輸出量の拡大や輸出型産地形成などを強力に推進

として世界中で受け入れられ、経済が好循環している徳島

Ⅴ 世界へはばたくとくしまの創造
<目指すべき10年程度先(2025年頃)の姿>
豊かな自然、新鮮な食材、阿波おどり、歩き遍路といった伝統文化、農山漁村での体

<実現のための主な施策の方向性>
観光資源を掘り起こし、磨き上げ、魅力ある取組みを支援するとともに、陸・海・空
や多言語表記など受け入れ体勢の充実や国内外への積極的なＰＲ活動により誘致拡大

験プログラムなどが国内外で知られ、観光客でにぎわっている徳島
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　人口減少の克服と東京一極集中の是正
による「地方創生」に向け、本県が誇る
光ブロードバンド環境で実現した柔軟な
「働き方」や充実した「社会福祉施設」、
基幹産業である「農林水産業」を最大限
活用し、東京はじめ大都市からの人口移
動を促すとともに、安心して次世代を育
むことができる環境、他に先んじた行政
手法で全国から注目される「ふるさと回
帰・加速とくしま」の実現を目指します。

消費者行政新未来創造オフィスの設置・運営の支援
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レストラン 宿泊施設

　徳島の強みＬＥＤと光ブロードバンドの「二
つの光」を最大限に活かした経済成長戦略の
展開、新産業創出の礎となる科学技術の振興
を図るとともに、国内外の産地間競争を勝ち
抜く「もうかる農林水産業」づくり、農工商
連携による６次産業化を進め、徳島に集う「ひ
と」が、新たな「しごと」を生み、新たな「ま
ち」を創り出す「経済・好循環とくしま」の
実現を目指します。

Turn Table（とくしまブランドギャラリー）
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　南海トラフ巨大地震や豪雨災害など、これら
の複合災害から県民の生命・財産を守る「防災・
減災対策」とともに、平時・災害時のつなぎ目
のないシームレスな「災害医療」の取組みを加
速し、全国のモデルとなる安全安心なくらしを
日々実感しながら生活できる、強く、しなやか
な「まち」を創り出す「安全安心・強靭とくしま」
の実現を目指します。

小松島インターチェンジ（仮称）周辺
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　未来を先取りしたエネルギーである「自然エ
ネルギー」と「水素」。徳島の潜在的能力を最
大限に発揮し、エネルギーの地産地消やエコな
社会づくりに活かすとともに、豊かな森林の次
世代への継承をはじめ、人と自然が調和し、将
来にわたり「持続可能な環境」を徳島の地に創
り出す「環境首都・新次元とくしま」の実現を
目指します。

燃料電池自動車と水素ステーション
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デイキャンプ（小学生対象） 徳島サマースクール（高校生対象）

イングリッシュキャンプ（中学生対象）

　年齢や性別、障がいの有無に関係なく、誰
もが互いに尊重しながら、「社会の担い手」
として誇りを持ち、地域に貢献する喜びを感
じつつ活躍するとともに、住み慣れた地域で、
いきいきと「健康的な生活」を送ることがで
きる環境づくりを推進することにより、地域
に笑顔あふれる「みんなが元気・輝きとくし
ま」の実現を目指します。

第１回関西シニアマスターズ大会（本県開催）・サッカー
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デイキャンプ（小学生対象） 徳島サマースクール（高校生対象）

イングリッシュキャンプ（中学生対象）

　優れた国際感覚を持つ人材や、本県の
強みを活かした成長分野で力を発揮する
人材の育成とともに、人口減少社会に対
応した学校、地域活力の源である文化・
スポーツ、個性に応じた特別支援学校な
ど、「徳島ならでは」の教育環境を充実さ
せ、徳島・日本の将来を担う若者を育む「ま
なび・成長とくしま」の実現を目指します。

Tokushima英語村プロジェクト
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　国内外からの観光誘客を一段と加速すると
ともに、文化やスポーツ、最先端のクリエイ
ティブ産業など徳島の魅力を最大限に活用し
た情報発信を戦略的に進めることにより、
２０２０年「東京オリンピック・パラリンピ
ック」開催に向け、世界から日本に集まる注
目を徳島に引き寄せる「大胆素敵・躍動とく
しま」の実現を目指します。

クルーズ船の徳島小松島港寄港
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計画の進行管理と見直し

県民ニーズや社会・経済・財政の様々な事情の変化に的確に対応し、計画の円滑な推進を
図るためには、計画の進捗状況を把握し、適切な進行管理を行う必要があります。
このため、点検評価サイクル（いわゆる「ＰＤＣＡサイクル」）による政策評価の手法を活

用した見直しを行うとともに、急激な環境変化や新たな課題に対しても、常に「進化する計
画」として県民ニーズに即応して行きます。
併せて、第三者機関等において、「より県民目線に立った客観的な評価」を行っていただき

ながら、毎年度、計画の改善を行います。

ＰＤＣＡサイクル
具体的な目標を定め（Ｐｌａｎ：企画）
それに沿った活動を行い（Ｄｏ：実施）
その結果を目標と照らし合わせて点検し（Ｃｈｅｃｋ：評価・検証）
次年度の新たな企画立案に反映していく（Ａｃｔｉｏｎ：改革・改善）

計画策定にあたりいただいたご意見 （ＳＮＳ・パブリックコメント等）

●少子化対策として、｢結婚～出産～子育て｣というライフプランの教育が必要。

●夫婦が理想の数の子どもを持つためには、若年層の雇用環境の改善や、家庭で子育て

しながら働くことができる多様な選択肢の提供が不可欠。

●人口減少や超高齢化を見据えたコンパクトかつ計画的なまちづくりが重要。

●地域防災力の向上には、個人の常日頃からの備えはもちろん、地域での信頼関係を

築き、お互いの生活情報を増やし、相互扶助の地域づくりにつなげていくべき。

●大規模災害への備えとして、県民への正確な情報の提供と防災教育の充実、耐震化

への支援、備蓄品の改良・増量など、多面的な取組みが必要。

●洋上風力発電や潮流発電など、地産地消の自然エネルギーの導入を推進するととも

に、ＩＣＴを活用し、世界最先端のスマートシティを実現する。

●様々な課題解決の有効な手段として、また、産業の活性化のため、ロボット開発や

ＩＣＴなどの科学技術の進展は不可欠。また、４Ｋや８Ｋの普及促進、高速ブロード

バンド網のあらゆる場面での活用など、徳島ならではの技術を進化させるべき。

●人口減少や科学技術、防災など様々な面で、四国新幹線の実現がもたらす多大な

効果に期待する。

●高校生や大学生が気軽に海外留学できる環境づくりと併せて、外国人と学生が身近に

異文化交流できる機会を増やし、グローバル社会で活躍する人材を育成すべき。

県民の皆さんから、ＳＮＳ・パブリックコメント等を通じてたくさんのご意見をいただき
ました。その中から主な内容についてご紹介します。
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計画策定にあたりいただいたご意見 （高校生アンケート）

「徳島県に関する県内高校生アンケート調査」結果概要（県立高校1,436人）

0.5%

1.1%

1.5%

2.6%

2.9%

3.2%

3.6%

3.6%

4.0%

5.0%

6.8%

9.5%

11.7%

12.0%

14.7%

17.3%

無回答

その他

海外留学などの機会が増え、グローバル社会で活躍

する人材を輩出している

県内の大学や研究機関に国内外から優秀な学生や研

究者が集い、様々な研究開発が行われている

障がい者の社会参加、就労が当たり前となっている

外国人が多く滞在する国際交流県になっている

日本有数の経済・産業の中心地となっている

高品質の農作物を工場で生産するなど最先端技術を

取り入れた新しい農業が普及している

自然エネルギーを推進し、エネルギー問題や環境問

題が解決している

プロ・アマチュアを問わず、スポーツが盛んで国際大会

などが開催されている

様々な病気や怪我の治療が可能な高い技術をもつ病

院ができている

東京や京都の他、海外の観光都市とも肩を並べること

のできる観光県となっている

子どもや若者が増えて活気にあふれている

田舎にしかない良さを再発見し、その良さを活かして

街が活力を取り戻している

四国新幹線が開通し、高速道路が十分整備されている

南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模災害への備

えが万全となっている

0.1%

0.1%

0.4%

0.7%

0.9%

0.9%

1.0%

1.1%

1.2%

1.3%

1.7%

1.8%

2.1%

2.5%

2.8%

3.5%

4.0%

4.3%

5.4%

8.1%

8.5%

8.9%

11.8%

12.5%

14.5%

派手

先進的

つめたい

便利

危険

その他

閉鎖的

汚い

活気がある

暗い

開放的

暮らしにくい

貧しい

個性がある

個性がない

豊か

明るい

後進的

美しい

あたたかい

安全

活気がない

暮らしやすい

地味

不便

ずっと住みたい

14.6%

一度は県外へ出ても、

徳島に戻って住みたい

41.0%

住みたくない

19.8%

わからない

24.6%
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