
統 括 本 部 の 取 組 状 況

各 統 括本 部 の 取 組 方針

「地方創生」の更なる加速により，「持続可能な徳島づくり」の実現へ！

「未知の世界」を切り拓く羅針盤として，
国難打破という喫緊の課題解決を図る「統括本部」により，部局横断型事業を強力に推進

消費者行政新未来創造統括本部

働き方改革実践統括本部

誰もがそれぞれの事情に応じた多様で柔軟な

働き方を選択し，活躍できる環境づくりに向け，

徳島ならではの「働き方改革」を強力に推進し，

挙県一致で，人々が豊かに生きていく社会の

実現に向けた環境を整備

とくしまインダストリー4.0推進統括本部

ＩｏＴ，ＡＩ，５Ｇ等の革新技術の利活用による

「とくしまインダストリー4.0」を積極的に推進し，

「産業，防災，福祉」などの様々な分野において，

「地域課題の解決」や「地域経済の活性化」を図り，

「地方創生」を実現

産学官連携・イノベーション創出統括本部

「第４次産業革命」や「経済グローバル化」，

「ＳＤＧｓ」といった時代の潮流を捉えた

産学官の連携によるイノベーションの

創出により，産業振興と専門人材育成の

好循環による「とくしま回帰」を実現

国際ｽﾎﾟｰﾂ大会・インバウンド推進統括本部

３大国際スポーツ大会をはじめ，大阪･関西万博を

視野に入れたインバウンド獲得とその効果を

県内にしっかりと波及させるとともに，

キャンプ地誘致や大会開催の成果を

「とくしまレガシー」として発展・継承

消費者庁等の徳島移転の実現による「新たな人の流れ」・「日本の新たな未来」を創出するため，

新次元の消費者行政・消費者教育の実装を行うとともに，その取組成果を全国に発信

 ＦＡＱシステム

とくしま「働き方改革」推進宣言

安倍総理来県

産学官連携による研究開発

ラグビー ジョージア代表
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消費者行政新未来創造統括本部 実装！新次元の消費者行政・消費者教育の推進

● 全国展開強化

● 「新次元の消費者行政」の浸透・定着

● 「働き方改革」の更なる推進

新次元の消費者行政・消費者教育実装促進事業

消費者庁等の徳島移転が、「新たな人の流れ」・「日本の新たな未来」を創出

危機管理部

消費生活センター「戦略拠点機能」強化事業

41,500千円【当初】

担当：消費生活創造室

52,800千円【当初】「挙県一致」消費生活安心プロジェクト

食の安全安心消費者教育プロジェクト全国展開事業

153,500千円【当初】

●「消費者行政新未来創造オフィス」のプロジェクトを全面的サポート
●「消費者行政の進化」、「地方創生への貢献」

【令和元年度予算額 ７２１百万円】（うち当初予算計上 ６３３百万円）

●東京一極集中の是正・人口減少
●政府機関の地方移転の推進

課題と背景

●全国に先駆けた消費者行政の取組み

方向性

●消費者庁等の徳島移転の促進！

新

新

新

移転実現を契機に、取組の更なる拡充

地域ブランディング～消費者行政といえば徳島！～

みなみで総活躍！まち・ひと・しごと次代承継事業

● 企業の本社機能の徳島移転の実現

働き方・ビジネスを変える！徳島ワーク新次元展開事業

柔軟な働き方「テレワークするんじょ！」事業 23,000千円【当初】

13,000千円

【当初・6月補正】

働き方改革や企業の徳島移転を強力に推進

にし阿波型ワーケーション強化発信事業 7,000千円【当初】

二地域居住を加速する「デュアルスクール」実証事業 6,335千円【当初】

安全で安心なまちづくりの実現

新次元の消費者行政・消費者教育の取組み成果を全国発信！

新未来航空ネットワーク形成事業

● 交通アクセス改善への取組
5,100千円【当初】

次世代地域公共交通ビジョン実装事業 1,000千円【当初】

新次元の消費者行政・消費者教育実装促進事業

8,700千円【当初・6月補正】

● 交流拠点「消費者行政プラットホーム」の活用促進

10月 食品ロス削減全国大会

12月 高校生による「エシカル甲子園」

安倍総理来県

最先端！
「消費者行政

ロールモデル」
9月 G20 消費者政策国際会合

消費者庁等の徳島移転を強力にアシスト

１８歳！新成人への学びプログラム事業

もっと！とくしまエシカル農産物消費拡大・食育推進事業

12,000千円【当初・6月補正】

8,000千円【当初・6月補正】

10,000千円【当初】

「挙県一致」消費生活安心プロジェクト

障がい者消費者教育推進啓発事業 700千円【当初】

森林体験エリア整備事業 11,000千円【当初】

● 未来に向けた消費者教育の進展

● 全国を牽引する「エシカル消費徳島モデル」の推進

新 再掲

再掲

新

エシカル消費パワープロモーション事業 5,000千円【当初】

新
14,800千円【当初】

新
新

消費者庁と県との共催

新

新

「新未来の消費者行政･実装フィールドへ！」本社機能移転促進事業
4,000千円【当初】

新次元の消費者教育推進事業

新

新
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【令和元年度予算額 3,792,729千円 】
（うち当初予算計上 3,612,813千円）

人々が豊かに生きていく社会の実現

潜在労働力の参画促進 多様な働き方の実現

挙県一致による推進

徳島ならではの「働き方改革」の推進働き方改革実践統括本部 商工労働観光部

担当：労働雇用戦略課

令和元年度の展開

キャリアの構築と継続

高齢者・外国人の活躍

若者・女性の活躍

障がい者の活躍

仕事と家庭の両立

わくＷＯＲＫ徳島！新しいふるさと発見事業 5,000千円【6月補正】
徳島わくわく移住支援事業 26,500千円【当初】

○ プロフェッショナル人材戦略拠点事業 30,000千円【当初】

人材の環流

持続可能な働きやすい職場づくり

ＳＤＧｓ最前線！イノベーション創出事業 5,700千円【6月補正】
医師事務作業補助者配置支援事業 55,000千円【当初】
法人会計等検査体制強化事業 4,600千円【6月補正】
学校業務支援システム構築・運営事業 86,460千円【当初】
未来をひらく「新３Ｋ・建設産業」創生事業 7,000千円【当初・6月補正】

（モデル事業の実施）
シームレスなスマート会計実装事業 15,500千円【当初・6月補正】
総務事務システム導入事業 29,400千円【当初】

○ 働き方改革推進事業 19,500千円【当初・6月補正】

女性活躍ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（仮称）創設事業 10,000千円【6月補正】
女性活躍ステージアップ事業 4,300千円【6月補正】

○ おかえり！とくしま支援事業 9,000千円【当初】

徳島版マイスター制度ステップアップ事業 15,000千円【当初】
○ 民間を活用した委託訓練事業 360,307千円【当初】
○ とくしま経営塾「平成長久館」事業 14,400千円【当初・6月補正】

アクティブ・シニア保育現場就労促進事業 18,610千円【6月補正】
とくしま丸ごとＡＩｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ（仮称）事業 35,000千円【6月補正】
地域とつなぐ！在住外国人支援事業 25,100千円【当初・6月補正】

現状 ◆ 少子高齢化の進展による労働力人口の不足
◆「働き方改革」関連法が成立、平成３１年４月から順次施行
（時間外労働の上限規制、年５日の年次有給休暇の確実な取得等)

方向性 ◆ 徳島の未来を支える労働人材の育成・確保
◆ 多様で柔軟な働き方が実現できる就労機会の創出
◆ 人手不足解消に向けた勤務環境の整備と労働者の負担軽減

とくしま農福連携ネットワーク加速化事業 5,000千円【6月補正】
○ 障がい者いきいき活躍就労促進事業 20,000千円【当初】
○ 障がい者雇用継続よりそい支援事業 9,000千円【当初】

医療・介護人材確保のための病院内保育所活用ﾓﾃﾞﾙ事業 9,000千円【6月補正】
とくしま在宅育児応援クーポン事業 50,000千円【当初】

○ 柔軟な働き方「テレワークするんじょ！」事業 23,000千円【当初】
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産学官連携によるイノべ－ションの創出産学官連携・イノベーション創出統括本部

政策創造部

【令和元年度予算額 1,456,000千円】
（うち当初予算計上 1,423,000千円）

担当：総合政策課

産業振興と専門人材育成の好循環による「とくしま回帰」を実現

【 現 状 】

・若者の県外への流出

・県内産業の担い手不足・高齢化
・地域の活力低下

【 対応方針 】

・中核産業・新成長産業を軸とした技術開発と専門人材育成

・高等教育機関や民間企業との連携強化による研究開発を加速

・成果の着実な社会実装を促進

産学官の強固な連携

強力な推進エンジン

農林水産サイエンスゾーンにおける
オープンイノベーションの加速

光関連産業の振興と
光応用専門人材の育成

○地方大学・地域産業創生事業

国交付金事業 1,170,000千円【当初】
県単独事業 200,000千円【当初】

次世代ＬＥＤの光源開発・応用製品開発と

光専門人材の育成により、次世代“光”関連

産業を創出！

・徳大に「ポストＬＥＤフォトニクス研究所」設置

・徳大、阿南高専に学生・社会人向け

「専門人材育成プログラム」創設

・産学官連携による社会実装支援

先進的糖尿病研究開発の推進

○とくしま「健幸」イノベーション創出促進事業

53,000千円【当初】

世界レベルの糖尿病臨床研究開発拠点を

形成・発展させ、健康・医療関連産業を創出！

・徳島独自のコホート研究

・糖尿病研究開発成果の事業化と

社会実装

・次世代ヘルスケア産業の創出

連携 連携

○生産性革命を実現する徳島スマート

農林水産業展開事業 20,000千円【6月補正】
○気候変動に打ち克つ農林水産適応技術開発

プロジェクト 13,000千円【6月補正】

産学官連携による革新技術や生産性向上・

低コスト生産・品質向上技術を開発！

・スマート農林水産技術の開発・実証

・気候変動対策の技術開発

水温・塩分観測地点の充実
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「地域課題の解決」､「地域経済の活性化」を図り､「地方創生」を実現！

【令和元年度予算額１，０２９，３８９千円】

（うち当初予算計上 ３１８，７７８千円）

担当：地域振興課

IoT、ビッグデータ、AI
５Ｇ等 革新技術の活用

少子高齢化・人口減少による労働力不足
多発する大規模災害をはじめ様々な地域課題

県民総活躍社会への支援
生産性の向上、新しい産業の創出
地域課題の解決につながる新サービスの創出

「とくしまインダストリー４.０」の推進とくしまインダストリー4.0推進統括本部
政策創造部

課題 方向性

○とくしまIoT・AI等ソリューション実装事業 10,000千円【６月補正】

○「猪・鹿・猿ピンポイント捕獲大作戦！」事業 3,000千円【６月補正】

○消費生活センター「戦略拠点機能」強化事業 1,200千円【当初】

○「とくしまIoTプラットフォーム」利活用モデル推進支援事業 10,072千円【当初】

○オープンデータ推進事業 875千円【当初】

新

新

新

分野横断的施策
～IoT・AIプラットフォームの構築、実証事業の推進～

○クリエイティブ産業育成事業 61,000千円【６月補正】

○ＩＴ人材確保支援事業 3,000千円【６月補正】

○とくしま周遊観光促進事業 5,000千円【６月補正】

○みなみで総活躍！まち・ひと・しごと次代承継事業 4,850千円【当初】

○インバウンドで飛躍「桃源郷にし阿波」魅力強化事業 1,500千円【６月補正】

○中小企業振興資金貸付金(生産性革命応援資金) 410,000千円【６月補正】

○農工商連携新分野進出支援事業 2,500千円【６月補正】

○クリエイティブ人材育成事業 13,000千円【当初】

○情報通信関連事業立地促進費補助金 150,000千円【当初】

○とくしま経営塾「平成長久館」事業 14,400千円【当初・６月補正】

○ＡＩ・ロボット地域産業イノベーション推進事業 8,000千円【６月補正】

○柔軟な働き方「テレワークするんじょ！」事業 23,000千円【当初】

○観光情報提供費 2,750千円【当初】/ ○徳島観光アプリ情報発信事業 5,500千円【当初】

新

新

新

新

新

新

新

○ＡＩを活用した全庁総合ＦＡＱシステム構築事業 18,000千円【６月補正】

○シームレスなスマート会計実装事業 15,500千円【当初・６月補正】

○食品表示適正化スピードアップ事業 13,820千円【当初】

○とくしま丸ごとＡＩコンシェルジュ(仮称)事業 35,000千円【６月補正】

○働き方改革推進事業 3,500千円【当初】

新

新

新

新

ものづくり・観光分野
～AI関連企業の誘致、生産性の向上、観光振興の推進～

電子行政分野
～ICT、AIを活用した業務改善の推進～

ＦＡＱシステム

4K・VR徳島映画祭

観光アプリ

○未来をひらく「新３Ｋ・建設産業」創生事業 2,518千円【６月補正】

○とくしまドローン操作育成プロジェクト事業 1,100千円【６月補正】

○きめ細やかな雨量情報提供事業 6,000千円【当初】

○企業局スマート化推進事業 25,300千円【６月補正】

○津波避難シミュレーション活用事業 2,000千円【当初】

○道路パトロールパワーアップ事業 20,000千円【当初】

○橋ドック事業 3,000千円【当初】

○第４次産業革命時代に活躍するためのプログラミング教育事業 1,800千円【当初】

○教育関係ビッグデータ活用実証事業 1,131千円【当初】

○健康長寿・人生100年時代への挑戦｢打糖!!糖尿病｣応援推進事業 28,000千円【６月補正】

○地域医療情報連携システム構築事業 56,343千円【６月補正】

○アクティブ・シニア生涯活躍加速化事業 34,000千円【当初・６月補正】

○生産性革命を実現する徳島スマート農林水産業展開事業 20,000千円【６月補正】

○海部の“地から”魅力ある農業展開支援事業 2,400千円【当初・６月補正】

○森林資源３Ｄデータ構築事業 10,330千円【当初】

新

新

新

新

新

新

新

新

新

インフラ・防災・減災等分野
～地域の防災力向上、インフラ管理を推進～

農林水産分野
～省力化や高品質生産を可能にするスマート農業の推進～

医療・介護・健康分野
～介護現場の負担軽減を推進～

教育分野
～第４次産業革命を担う人材の育成、生徒の学力向上を推進～

【 25,147千円】

【 704,500千円】

【 85,820千円】

【 59,918千円】

【 32,730千円】

【 2,931千円】

【 118,343千円】
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「とくしまレガシー」として発展・継承

【令和元年度予算額　3,607,299千円】
（うち当初予算計上　3,250,304千円）

国際スポーツ大会とインバウンド獲得の推進国際スポーツ大会･インバウンド推進統括本部

県民環境部

担当：スポーツ振興課

事前キャンプや大会の「円滑な実施・準備」 海外からの参加者等の「受入環境の整備」インバウンド需要を取り込む「魅力発信･誘客」

２０１９
ラグビーワールドカップ２０１９ 東京オリンピック・パラリンピック

２０２０ ２０２１
ワールドマスターズゲームズ２０２１関西

２０２５
大阪・関西万博

インバウンドの効果を県内にしっかりと波及

新 世界とつながる３大国際スポーツ大会・キックオフ
　 プロジェクト

　・ ラグビーワールドカップジョージア代表事前チーム
　　 キャンプ受入事業

　・ 東京オリンピックキャンプ地誘致等推進事業

　・ ワールドマスターズゲームズ２０２１関西開催準備事業

455,000千円【当初・6月補正】

　 ワールドマスターズゲームズ２０２１関西開催準備費
15,322千円【当初】

　 国際スポーツ大会推進体制強化事業
　 

23,958千円【当初】

新 とくしま周遊観光促進事業 11,000千円【当初・6月補正】新「Visit Tokushima」千客万来事業

70,000千円【当初】

WMG2021関西
大会マスコット

スフラ

ラグビージョージア代表チーム

新 文化・スポーツ魅力創造事業 29,000千円【当初・6月補正】

新 インバウンドで飛躍「桃源郷にし阿波」魅力強化事業

39,000千円【当初・6月補正】

伝統文化（祭り）の活用 東祖谷落合集落

　 未来につなげる広報広聴事業

160,038千円【当初・6月補正】

　 あわ文化魅力向上事業 89,979千円【当初・6月補正】

　 歓迎徳島！外国人誘客促進事業 108,000千円【当初】

　 あわ文化創造事業 50,000千円【当初】

ほか

新 新未来航空ネットワーク形成事業（国際線関係）

109,200千円【当初】

新 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

14,200千円【当初・6月補正】

　 シルバー大学校・大学院における「おもてなし外国語講座」
　 の開講 4,072千円【当初】

　 周遊促進！徳島観光すいすい事業 34,000千円【当初】

　 国際人材育成・交流事業 8,186千円【当初】

　 徳島発！輝くむらのたから展開事業 7,100千円【当初】

　 阿佐鉄・飛躍「夢と希望のＤＭＶ導入プロジェクト」

400,422千円【当初・6月補正】

　 とくしま無料Ｗｉ－Ｆｉエリア拡大整備事業

10,000千円【6月補正】

ほか
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