
       新たな総合計画「中期プラン編」素案（大要）

施策分野

１　笑顔かがやくとくしまの創造

① 笑顔で子育て・とくしまづくり 子育て支援

② 未来を育む・とくしまづくり 教育・青少年育成

③ みんなが活躍・とくしまづくり
高齢者・障がい者・ユニバーサ
ルデザイン・地域共生社会

④ 互いに認め合う・とくしまづくり 人権・男女共同参画

⑤ だれもが主役・とくしまづくり 生涯学習・リカレント・共助社会

２　強靱安心とくしまの創造

① 未来を守る・とくしまづくり 地域防災力

② 強くしなやか・とくしまづくり 県土強靱化

③ くらし安全安心・とくしまづくり くらし消費・食の安全

④ 安心医療・とくしまづくり 医療・介護

⑤ いきいき健康・とくしまづくり 健康寿命

３　未来環境とくしまの創造

① 脱炭素を実現・とくしまづくり 気候変動・環境意識

② 自然エネルギー立県・とくしまづくり エネルギー

③ くらし好循環・とくしまづくり 循環型社会・生活環境

④ 自然の魅力あふれる・とくしまづくり 生物多様性・鳥獣対策

⑤ 豊かな森林を育む・とくしまづくり 森林づくり

４　経済革新とくしまの創造

① 経済躍進・とくしまづくり 経済成長・産業振興

② 革新にみちた・とくしまづくり イノベーション・新産業創出

③ いきいき働く・とくしまづくり 労働雇用・働き方・企業誘致 ←「働き方改革」までの言及はない

④ 進化するブランド・とくしまづくり ブランド化・６次産業化 ←『進化するとくしまブランド戦略(～H33.3月)』

⑤ 新次元林業・とくしまづくり 新次元林業 ←『新次元林業プロジェクト(～H37.3月)』

５　感動躍動とくしまの創造

① 感動あふれる・とくしまづくり 高速交通・観光・インバウンド

② 世界を魅了・とくしまづくり 国際交流・多文化共生

③ 誇れる文化・とくしまづくり あわ文化創造・発信

④ 躍動スポーツ・とくしまづくり スポーツ

⑤ 地域輝く・とくしまづくり 地域創造・公共交通

５つの「基本目標」及び「重点戦略」

※ダイバーシティ

関連

資料６
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重点戦略 主な施策の方向性（概要）

⇒　地域全体で協働して子育てを支援し、子どもを温かく見守る社会の実現

⇒　結婚を希望する独身者への出会いの場の提供

⇒　すべての子どもに適切な保育・幼児教育の提供及び多様な体験・活動を行う機会の確保

⇒　総合的な子育て支援の実施による子育ての不安感・負担感の軽減

⇒　ライフステージに応じた柔軟な働き方が可能な職場環境の整備

⇒　技術革新の進展に対応した教育の充実

⇒　小中高が緊密に連携した教育の充実

⇒　文化芸術活動を通じた郷土を愛する子どもたちの育成

⇒　特別支援学校におけるキャリア教育の充実

⇒　主体的に社会形成に関わり、自らの力を社会に活かそうとする青少年の育成

⇒　アクティブシニアが「生涯現役」で活躍できる場の創出

⇒　各市町村の地域特性に応じた「地域包括ケアシステム」の深化・推進

⇒　障がい者の多様な特性を活かした活躍の機会を創出

⇒　県民、事業者、行政など各主体の役割に応じたユニバーサルデザインによるまちづくりの推進

⇒　ひとり暮らし高齢者等の見守り体制の充実強化及び認知症高齢者に対する支援の充実

⇒　すべての人の人権が尊重される社会の実現

⇒　多様性（ダイバーシティ）が受容される共生社会の実現

⇒  男女共同参画に係る社会全体の意識改革の推進

⇒　政策・方針決定過程への女性の参画拡大

⇒  関係機関の緊密な連携等による児童虐待防止対策の強化

⇒　県民ニーズを捉えた講座実施等による生涯学習の支援

⇒　専門的・実践的なリカレント教育の充実

⇒　ソーシャルビジネスの手法を取り入れた事業型ＮＰＯの普及拡大

⇒　革新技術の社会実装と公共私の連携協力による地域課題解決の推進

⇒　多様な主体が参加できる社会資本の維持管理体制の構築

 みんなが活躍・
     とくしまづくり

 互いに認め合う・
     とくしまづくり

 だれもが主役・
     とくしまづくり

新たな総合計画「中期プラン編」素案（大要）

基本目標Ⅰ　笑顔かがやくとくしまの創造

 笑顔で子育て・
　　 とくしまづくり

 未来を育む・
     とくしまづくり
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重点戦略 主な施策の方向性（概要）

⇒　訓練実施や関係機関連携による危機事象への対応能力の向上

⇒　防災教育の推進と地域防災を担う人材の育成

⇒　被災時における速やかな復旧・復興のための事前復興（事前準備）対策の推進

⇒　広域的な大規模災害に備えた他県との相互応援体制構築及び本県受援体制の整備

⇒　地域を守る建設産業の新３Ｋ（カッコイイ、快適な、希望の持てる）の実現

⇒　ハード・ソフト両面からの県土強靱化の推進

⇒　あらゆる大規模自然災害に備えた社会資本整備の着実な推進

⇒　インフラの戦略的維持管理の推進

⇒　警戒避難体制等の更なる強化による住民避難の実効性向上

⇒　情報発信機能の充実や迅速な復旧・復興に向けた取組みの推進

⇒　リスクコミュニケーションの深化による食の安全安心の確保

⇒　安全・安心なエシカル農産物の生産体制の構築及び生産・販路拡大

⇒　新次元の消費者行政施策や消費者教育の実現

⇒　幼児期からの各学校段階に応じた消費者教育のさらなる充実

⇒　街頭犯罪等の抑止を図り、安全で安心なまちづくりの推進

⇒　医師の養成・確保をはじめとする地域医療提供体制の充実

⇒　医療と介護が連携した切れ目のない在宅医療・介護連携の強化

⇒　２４時間・３６５日対応可能な小児救急医療体制の充実

⇒　ドクターヘリによる広域救急医療連携の充実

⇒　適切ながん医療と支援が受けられる体制の充実

⇒　生活習慣の改善に取り組みやすい社会環境整備と生活習慣病の発症予防の推進

⇒　糖尿病発症予防・重症化予防のための地域医療連携の推進

⇒　歯と口腔の健康づくりに関する機運の醸成及び環境整備

⇒　感染症に関する的確な情報発信と、適切な医療提供体制の整備

⇒　県民総ぐるみによる自殺対策の推進

 安心医療・
     とくしまづくり

 いきいき健康・
     とくしまづくり

新たな総合計画「中期プラン編」素案（大要）

基本目標Ⅱ　強靱安心とくしまの創造

 未来を守る・
     とくしまづくり

 強くしなやか・
　　 とくしまづくり

 くらし安全安心・
     とくしまづくり
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重点戦略 主な施策の方向性（概要）

⇒　ライフスタイル（ビジネススタイル）転換に向けた県民運動の展開

⇒　県民、事業者、行政など、あらゆる主体の連携・協働による「緩和策」の推進

⇒  産学民官の知見の集約と協働による「適応策」の加速

⇒　気候変動に対応した新品種・新技術の開発及び普及

⇒　学校・家庭・地域の連携による環境学習の推進

⇒　「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」に基づく自然エネルギーの最大限導入

⇒　「エネルギーの地産地消」の推進に向けた人材の育成

⇒　自然エネルギーの導入による農山漁村地域の振興

⇒　多様な自然エネルギーによる自立・分散型エネルギー社会の構築

⇒　水素関連産業のビジネスモデル構築

⇒　総合的な生活排水対策の推進によるきれいな水環境の創造

⇒　自然環境や歴史・文化と調和した良好な地域景観づくり

⇒　３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の総合的な取組みの推進

⇒　地域環境に調和した資源循環型農業の推進

⇒　官民一体の災害廃棄物処理体制の確立

⇒　「生物多様性とくしま戦略」の推進による豊かな生物多様性の保全

⇒　事業者等の生物多様性や生態系の保全への取組みに関する認証制度の創設

⇒　自然公園の景観に配慮した安全・安心な施設整備及び利用者の受入環境の整備

⇒　狩猟等の担い手育成やジビエ利活用による加害鳥獣の適正管理の実現

⇒　関係機関等と連携した鳥獣被害防止対策の実施

⇒　県民・企業・ＮＰＯなどの協働による県民総ぐるみの森林保全活動の実現

⇒　「新たな森林管理システム」の円滑な運用による多様で健全な森林づくりの推進

⇒　治山事業や森林整備の推進による自然災害に強い森林づくり

⇒　次代を担う高校生や大学生が森づくりを実践できる場の提供

⇒　森林資源の循環利用の推進と複合的な林内路網整備による生産性の向上

 自然の魅力あふれる・
     とくしまづくり

 豊かな森林を育む・
     とくしまづくり

新たな総合計画「中期プラン編」素案（大要）

基本目標Ⅲ　未来環境とくしまの創造

 脱炭素を実現・
　　 とくしまづくり

 自然エネルギー立県・
     とくしまづくり

 くらし好循環・
     とくしまづくり
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重点戦略 主な施策の方向性（概要）

⇒　海外市場への販路開拓支援等による県内企業のグローバル化・海外展開の促進

⇒　創業を考えている方の多様なキャリアや創業目的に対応した支援の充実

⇒　ＩｏＴ、ＡＩなど先端技術を活用したスマート農林水産業の推進

⇒　地域資源を活用した新商品開発などの中小企業の創造的な事業活動を促進

⇒　県内ものづくり企業の取引円滑化と販路開拓を支援

⇒　次世代ＬＥＤ研究・開発の推進及び光関連産業の振興

⇒　産学官が連携したロボット技術開発などによる本県ものづくり産業の高度化の支援

⇒　糖尿病研究開発の推進と健康・医療関連産業の創出・拡大

⇒　クリエイター・クリエイティブ関連企業の集積を推進

⇒　４Ｋ、ＶＲ等の映像技術を活かした「映像先進県・徳島」の情報発信や人材集積の推進

⇒　本社機能移転や外資系企業の誘致による雇用の創出

⇒　多様な人材の活躍促進に向けた職業能力開発の推進

⇒  障がい者の職業能力開発への支援や県民等への意識醸成

⇒　「働く女性の活躍推進」に向けた多様な働き方の推進及びリカレント教育の充実

⇒　テレワークなどの多様な働き方を推進するためのＩＣＴ環境整備

⇒　「阿波ふうど」の認知度向上など進化するとくしまブランドの展開

⇒　輸出拡大による農林水産業の成長産業化

⇒　ＧＡＰ等の認証取得支援による海外展開の促進

⇒　６次産業化人材の育成と新ブランドの創出

⇒　捕獲から消費までの一貫した取組みによる「ジビエ産業の創出」

⇒　効率的な主伐の実践と人材の確保等による林業経営体の体質強化の推進

⇒　新たな分野への木材利用の拡大による雇用の創出と定住化の推進

⇒　県産材の利用促進に関する情報発信や木育活動の推進

⇒　県産材の品質向上と商品開発による「大消費地」における販売の促進

⇒　県産材製品と技術者をあわせた「まるごと木材輸出システム」による海外輸出の拡大

 進化するブランド・
     とくしまづくり

 新次元林業・
     とくしまづくり

新たな総合計画「中期プラン編」素案（大要）

基本目標Ⅳ　経済革新とくしまの創造

 経済躍進・
　　 とくしまづくり

 革新にみちた・
     とくしまづくり

 いきいき働く・
     とくしまづくり
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重点戦略 主な施策の方向性（概要）

⇒　空港や港湾など拠点施設へのアクセス向上につながる高速道路ネットワークの充実

⇒　豊かな自然、文化、食など魅力あふれる観光地「とくしま」の形成

　　及び官民一体で展開する徳島観光ビッグバン「インバウンドの加速」

⇒　ＤＭＯ「四国の右下観光局」を核とした県南部圏域の「持続可能な観光地域づくり」の推進

⇒　県西部圏域（にし阿波）の官民が一体となった「世界水準の観光地域づくり」の推進

⇒  より驚きや感動を体験できる「マチ★アソビ」への進化、「とくしまマラソン」の充実

⇒　友好交流提携先を中心とした国際交流の推進

⇒　国内外の新規路線開設に向けたエアポートセールスの推進

⇒　港のにぎわい創出や地域経済活性化を図るクルーズ客船受入態勢の充実

⇒　県民の外国文化に触れる機会の充実による多文化共生意識の醸成

⇒　在住外国人に対する生活支援・就労促進に向けた施策の充実

⇒  「あわ文化」の担い手育成と県民主役の「あわ文化」の推進

⇒  「あわ文化」の更なるブランド強化による文化と経済の好循環の構築

⇒  文化活動の拠点となる施設の魅力ある運営

⇒　文化財を活用した地域振興とあわ文化教育の充実

⇒　徳島が誇る歴史・文化・景観を世界へ情報発信、認知度向上

　　（板東俘虜収容所、四国遍路、鳴門の渦潮）

⇒ 「スポーツレガシー」を創出し、本県のスポーツ振興や国際交流促進、地域活性化を推進

⇒　国際スポーツ大会の開催を契機とした「生涯スポーツ」の普及促進

⇒  ジュニア期からの一貫指導体制の充実・強化などによる競技力向上対策の推進

⇒　鳴門渦潮高校等の最新トレーニング環境を活用した競技力の向上とスポーツ振興

⇒  プロスポーツによるスポーツ振興とにぎわい創出

⇒　移住交流の更なる加速、関係人口の創出拡大による「新しい人の流れづくり」を推進

⇒　地域の実情に応じたモーダルミックスの推進及び公共交通の利便性向上・利用促進

⇒　ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ・ロボット等の革新技術の社会実装を推進

⇒　ＩＣＴ人材の育成による新産業・新サービスの創出

⇒　スマート自治体や圏域行政等の推進による新たな自治体運営を実現

 躍動スポーツ・
     とくしまづくり

 地域輝く・
     とくしまづくり

新たな総合計画「中期プラン編」素案（大要）

基本目標Ⅴ　感動躍動とくしまの創造

 感動あふれる・
     とくしまづくり

 世界を魅了・
     とくしまづくり

 誇れる文化・
　　 とくしまづくり
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