
１. 平成３１年度当初(骨格)予算 【総額 ４,84４億円】

地方創生関連予算【489億円】

～ 国難打破！県民の命とくらしを守る｢１５か月型･県土強靱化予算｣ ～

○ 平成31年４月に統一地方選挙を控えているため、義務的経費を中心とする「骨格予算」として編成

○ 喫緊の課題である「県土強靱化」を推進するため、｢１１月から２月補正予算｣、

そして「平成３１年度骨格予算」までを一体的かつ戦略的に捉えた

「１５か月型・県土強靱化予算」として編成

経済・雇用対策の推進 【721億円】安全・安心対策の推進 【761億円】

「安全・安心」を確保し
「県土強靱化」を強力に推進！

「貿易自由化」や
「県民生活」に密接な法改正に迅速に対応！

大胆素敵とくしまの実現 【145億円】

「国際大会開催」の好機を捉え

「とくしまの魅力･モデル」を効果的に発信！

２．「１５か月型・県土強靱化予算」
　 ～ 公共事業予算をしっかり確保し、切れ目なく県土強靱化を加速！ ～

　○国の｢防災･減災、国土強靱化のための3か年緊急対策｣に即応！

　○公共事業費と県単維持補修費を合わせ、｢１５か月型・県土強靱化予算｣として、

　　H30当初予算(14か月予算)から119億円の大幅増、総額892億円を確保！

　　・ 公共事業費は、　    対14か月比 107億円増、総額８３０億円
　　・ 県単維持補修費は、対14か月比   12億円増、総額  6２億円 過去最大を更新！

政策提言が反映！

H29 H30(14か月) H31(15か月型)

６４５億 ７７３億 ８９２億

H30比

１１９億円増

「15か月型･県土強靱化予算」

○経済グローバル化を迎え撃つ農林水産業の構築 (45億円) 

○とくしまブランド海外展開の推進 (2億円) 

○経済加速とくしまづくりの進展 (434億円) 

○進化する「働き方改革」の実践 2億円) 

○外国人材活用に向けた体制の整備 (1億円) 

○災害に強い！県土強靱化の推進 (193億円) 

○「新たな徳島モデル」事前復興の推進 (13億円) 

○誰もが輝き活躍する地域づくりの加速 (4億円) 

○新次元の消費者行政・教育のさらなる展開 (5億円) 

○健康長寿・一億総活躍とくしまの推進 (536億円) 

○国際スポーツ大会･｢とくしまレガシー｣の創出 (23億円) 

○徳島の魅力・世界へ発信加速 (33億円) 

○環境首都・新次元への挑戦 (4億円) 

○とくしま回帰のさらなる加速 (38億円) 

○結婚・出産・子育て支援の進化 (39億円) 

2月補正

第2弾

11月補正

第1弾

当初予算

第3弾

H29比 ２４７億円増

３．重要課題に切れ目ない施策を積極的に展開！ ～ 地方創生総合戦略の総仕上げ ～

(H30当初比  99.4%)
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ー 未来を守る！「安全安心・強靱とくしま」の実現 ー

災害に強い！県土強靱化の推進 【193億円】

誰もが輝き活躍する地域づくりの加速 【4億円】

｢新たな徳島モデル｣事前復興の推進 【13億円】

くらし安全安心セーフティネットの構築 【9億円】

新次元の消費者行政・教育のさらなる展開 【5億円】

■強靱で安全な県土づくりの推進

危険ブロック塀等安全対策支援事業 42 百万円

住まい・建物耐震化総合支援事業 226 百万円

きめ細やかな雨量情報提供事業 6 百万円

県立学校施設長寿命化推進事業 201 百万円

新防災センター(徳島中央警察署)施設整備事業 1,220 百万円

通信指令システム機能強化事業 51 百万円

■「みんなで守るとくしま」の推進

地域を守る｢消防団｣活性化推進事業 4 百万円

｢少年消防クラブ交流会全国大会｣開催事業 3 百万円

健康長寿･一億総活躍とくしまの推進 【536億円】

■障がい者も支える社会の構築

発達障がい「つながる・ひろがる・はばたく」充実事業 8 百万円

精神障がい者地域共生総合支援事業 25 百万円

障がい者いきいき活躍就労促進事業 20 百万円

農福連携による障がい者の就農促進事業 15 百万円

■「消費者行政・教育」徳島モデルの全国発信

新次元の消費者行政･消費者教育実装促進事業 42 百万円

消費生活センター「戦略拠点機能」強化事業 154 百万円

｢挙県一致｣消費生活安心プロジェクト 53 百万円

エシカル消費パワープロモーション事業 5 百万円

6 百万円

１８歳！新成人への学びプログラム事業 12 百万円

新次元の消費者教育推進事業 10 百万円

特別支援学校｢エシカルチャレンジ｣事業 3 百万円

地域力×女性力「エシカル消費」推進事業 2 百万円

食の安全安心消費者教育プロジェクト全国展開事業

■進化する「とくしまゼロ作戦」の展開

進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業 123 百万円

戦略的災害医療プロジェクト推進事業 32 百万円

創造的復興実装事業 10 百万円

災害マネジメント力向上事業 10 百万円

備えよう！｢ため池事前復興｣推進モデル事業 5 百万円

■安全安心な地域医療体制の充実・確保

リハビリ専門職配置支援事業 55 百万円

医療提供体制確保総合対策事業 326 百万円

小児救急医療総合対策事業 112 百万円

救急医療体制確保対策事業 140 百万円

とくしま医師養成対策総合推進事業 142 百万円

■人と動物がともに暮らせる地域づくり

動物愛護｢きずなの里｣プロジェクト事業 3 百万円

■交通ルールの遵守とマナーの向上

交通管制システム高度化更新事業 122 百万円

高齢者交通事故防止推進事業 5 百万円
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ー 未来を創る！｢経済・好循環とくしま」の実現 ー

とくしまブランド海外展開の推進 【2億円】

経済グローバル化を迎え撃つ農林水産業の構築 【45億円】

外国人材活用に向けた体制の整備 【1億円】

経済加速とくしまづくりの進展 【434億円】

進化する「働き方改革」の実践 【2億円】

■とくしま型・「働き方改革」の推進

医師事務作業補助者配置支援事業 55 百万円

柔軟な働き方｢テレワークするんじょ！｣事業 23 百万円

「森林女子」就業推進モデル事業 3 百万円

働き方改革推進事業 8 百万円

学校業務支援システム構築・運営事業 87 百万円

■「『とくしまブランド』成長戦略」の展開

阿波ふうど新物流ブランド創出モデル事業 8 百万円

ターンテーブル魅力発信事業 52 百万円

進化する・とくしまブランド戦略事業 19 百万円

「とくしまブランド推進機構」展開事業 28 百万円

6 百万円

■ブランド競争力の強化

農山漁村未来創造事業 200 百万円

県有種雄牛造成体制整備事業 7 百万円

鳴門わかめブランド力強化事業 3 百万円

■６次産業化の更なる促進

６次産業化総合支援事業 99 百万円

■森林環境譲与税を活用した経営管理体制の構築

とくしま「新たな森林管理システム」推進事業 25 百万円

集まれ！山の学舎フォレストキャンパス事業 4 百万円

とくしま林業アカデミー事業 79 百万円

「世界農業遺産」を核とした地域経済ジャンプアップ事業

■地域における多文化共生の推進

留学生県内定着促進事業 6 百万円

外国人材による地域おこし活動推進事業 40 百万円

地域とつなぐ！在住外国人支援事業 10 百万円

■地域産業の担い手活用

外国人介護人材受入補助事業 3 百万円

働くなら徳島で！外国人就労支援事業 3 百万円

徳島の農業人拡大応援事業 4 百万円

■徳島の強みを活かした成長産業の強化

次世代“光”産業創生事業 44 百万円

地方大学・地域産業創生事業 1,370 百万円

■企業の持続的発展の支援

小規模企業の振興に対応した支援制度の拡充 ［融資枠　1２３億円］

プロフェッショナル人材戦略拠点事業 30 百万円

中小企業振興資金貸付金のうち、消費税増税対応など、

■国際競争力の強化・海外輸出戦略の推進

 ｢とくしま農林水産物等海外輸出戦略｣推進事業 69 百万円

(　20 百万円 )

「とくしま畜産」海外展開促進事業 6 百万円

■グローバル化に対応した認証・生産体制の構築

検疫クリア！輸出型園地「倍増」事業 7 百万円

2 百万円“一歩先行く阿波の畜産”ＧＡＰ＆ＨＡＣＣＰチャレンジ加速事業

　　　 ＥＵ「とくしま三大香酸かんきつ」需要拡大事業
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ー 世界を魅了！「大胆素敵・躍動とくしま」の実現 ー

徳島の魅力・世界へ発信加速 【33億円】

結婚・出産・子育て支援の進化 【39億円】

未来を切り拓く人材の育成 【3億円】

とくしま回帰のさらなる加速 【38億円】国際スポーツ大会・｢とくしまレガシー｣の創出 【23億円】

■攻めの婚活支援！「新たな出会いの場」の創出

とくしま結婚支援プロジェクト加速化事業 27 百万円

■「安全安心・子育てとくしま」の実現

少子化対策緊急強化基金積立金 200 百万円

とくしま在宅育児応援クーポン事業 50 百万円

阿波っ子はぐくみ保育料助成事業 270 百万円

こうのとり応援事業 220 百万円

■「大胆素敵とくしま」世界戦略の展開

｢桃源郷にし阿波｣魅力発信事業 25 百万円

クルーズ客船誘致促進事業 70 百万円

｢Visit Tokushima｣千客万来事業 70 百万円

歓迎徳島！外国人誘客促進事業 108 百万円

新未来航空ネットワーク形成事業 116 百万円

■未来へつなぐ「観光誘客戦略」の展開

とくしま周遊観光促進事業 6 百万円

｢アニメの聖地とくしま｣にぎわい創出事業 23 百万円

■とくしま回帰！意欲あふれる「ひと」の創生

｢とくしま回帰｣加速･産業人材支援事業 224 百万円

徳島わくわく移住支援事業 27 百万円

徳島わくわく創業支援事業 11 百万円

｢AWA　TURN｣躍進プロジェクト 50 百万円

10 百万円

11 百万円

産学官連携による｢EBPMモデル研究｣事業

みなみで総活躍！まち・ひと・しごと次代承継事業

■未来へ繋ぐ「スポーツ・文化レガシー」の創出

　キックオフプロジェクト 420 百万円

障がい者スポーツ振興事業 14 百万円

133 百万円

徳島育ち競技力向上プロジェクト 21 百万円

あわスポーツ･医科学強化プロジェクト 27 百万円

あわ文化魅力向上事業 63 百万円

あわ文化創造事業 50 百万円

オリンピック選手輩出・国体飛躍プロジェクト

世界とつながる3大国際スポーツ大会・

環境首都・新次元への挑戦 【4億円】

■地球にやさしいライフスタイルへの転換

12 百万円

食品ロス削減全国大会開催事業 11 百万円

エシカル消費で加速！脱炭素｢ステップアップ｣事業

■徳島の強みを活かす教育の展開

新未来創造・高校生育成プロジェクト 8 百万円

14 百万円

高大・地域連携キャンパス実践展開事業 1 百万円

■若者が創るとくしまの推進

選挙へＧＯ！啓発はぐくみ事業 2 百万円

Tokushima英語村プロジェクト

　エンジョイ！コミュニケーション事業
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■頻発・激甚化する豪雨災害を未然に防ぐ災害予防対策

■社会資本の戦略的維持管理■切迫する巨大地震に備え実効性のある地震・津波対策
○命の道の整備や橋梁耐震化等の防災・減災対策
○河川、海岸、港湾、漁港の地震・津波・高潮対策
○防災拠点や避難場所となる公園等の整備
○農地、ため池、林地等の防災・減災対策
○緊急輸送道路を補完する農道・林道の整備
○本格改修の支援拡充や普及啓発による住宅耐震化の加速

○通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策
○孤立化を防ぐ生命線道路の整備

○浸水被害の軽減を図る河川・海岸の整備
○ハード・ソフト一体的な土砂災害対策の推進

■誰もが安心して生活できる社会基盤整備

○インフラの長寿命化対策・更新
○「災害予防の視点」で日常の維持管理を推進
○小規模施設の修繕（起債活用）

魅力あふれる地方の創生

■もうかる農林水産業の実現を支える基盤整備の推進

７,１４５百万円

２,２００百万円

１,０５４百万円

１,０３４百万円
２１２百万円

■地域の安全・安心を支える「建設産業」の健全な発展
○ i-Constructionの推進による建設現場の生産性向上
○建設産業の「魅力・やりがいの発信」と「担い手の確保・育成」
○債務負担行為の活用による施工時期の平準化
○県内企業への優先発注の推進（件数・金額９０％以上）

■自然エネルギー立県の実現
○LED照明灯による省エネルギー化の推進
○自然エネルギーの導入による農業の振興

１６７百万円
７百万円

２,６７５百万円
１,５４５百万円

２,８１３百万円

１,８６２百万円

７８４百万円

１４５百万円

３９２百万円

５,１６５百万円
３,０５４百万円

■既存ストック活用による地域の魅力向上

■交通体系の更なる進化

平成２8年度 公共事業予算の姿

○四国横断自動車道等ICへのアクセス整備
○DMV導入に向けた施設等整備

○三大国際スポーツ大会等を見据えた公園整備【再掲】
○既存「港」の有効活用

１,０４４百万円

平成３１年度当初予算における公共事業の姿
～「１５か月型・県土強靱化予算」による安全・安心の加速 ～

１,９７１百万円

•国直轄負担金 １０６.６億円 （14か月予算比 ９７.４％）
•一般公共･県単公共 ５９７.９億円 （14か月予算比１１７.８％）
•災害復旧 １２６.０億円 （14か月予算比１１９.０％）

３０８百万円

平成30年度補正予算（11月・2月）を含む15か月型予算で切れ目のない公共事業予算

H30予算(14か月予算)と比べ、１１９億円増となる 総額８９２億円を確保！

大規模災害を迎え撃つ「県土強靱化」の推進

公共事業 県単維持

過去最大の６１.６億円を確保！
（前年度比１２３.２％）
・地域の課題にきめ細やかに対応

2月補正：総額１４５.３億円
「防災・減災，国土強靱化のための3か年緊急対策」
を計上し「県土強靱化」を一気に加速！

５,３８５百万円

○高品質な農産物生産に向けた農業用水等の整備
○県産材の効率的な増産に向けた林内路網整備の推進
○林業の成長産業化に向けた適切な森林整備の推進
○水産資源増殖に向けた藻場造成
○地域のきめ細やかなニーズに応じた生産基盤の整備
○ IoT等を活用した農業用水管理システムの導入

合計 ８３０.５億円
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