
～「未知への挑戦！とくしま発進元年」予算～
未知への挑戦！通年予算 4,946億円

骨格予算

【4,844億円】

肉付け予算

【102億円】○通年予算としては、「10年連続となる増額予算」を確保。(H30当初対比 101.5％ +75億円)

○「とくしま『未知』知るべ戦略」のスタート年度にあたり、

○国土強靱化を牽引する県土づくりの推進 (956百万円) 

○未知なる災害を迎え撃つ「事前復興」の加速 (204百万円) 

○命と健康を守る地域医療体制の構築 (157百万円) 

○人生100年時代！健康長寿とくしまの推進 (71百万円) 

○安全安心な地域づくりの推進 (87百万円) 

○全国を先導！「第４次産業革命」の実装 (403百万円) 

○進化する「とくしまブランド」の展開 (298百万円) 

○攻めのインバウンド誘客の促進 (176百万円) 

○経済好循環とくしまづくりの推進 (5,516百万円) 

○「ダイバーシティとくしま」の推進 (284百万円) 

○深化する地方創生！「人口減少対策」の加速 (237百万円) 

○「あわ文化・スポーツレガシー」の創造と継承 (158百万円) 

○次代へつなぐ！少子化対策の推進 (31百万円) 

○人生100年時代を生き抜く人材育成 (843百万円) 

○徳島が先導！持続可能な社会の実装 (757百万円) 

２．「未知の世界」を切り拓く具現化策 ～国難打破に向けて～

○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

○「１５か月型・県土強靱化予算」として

H30当初予算（14か月予算）対比で＋119億円を確保。

○うち県単維持補修費は、総額６２億円と過去最大を更新！

２年連続

100億円超の増額！

H29 H30(14か月) R元(15か月)

645億円 773億円 892億円

１．令和元年度予算（通年） 【総額４，９４６億円】

○マイナスからプラスへ！

「リタイアインフラ価値創造事業」を創設！
○｢ゼロ予算事業｣をはじめ｢"実になる"事業｣､｢実証実験・モデル事業｣､

｢歳出の中から歳入を生み出す取組み｣を｢スマート予算事業」へ刷新！

役割を終えた

インフラの新たな船出!

未知を切り拓く創意工夫の「早期実装」を図るため、「102億円」の肉付け補正予算を計上。

（1） 「肉付け予算」の三本柱

８９２億円

○前年度対比で＋17億円

○地方創生総合戦略の

総仕上げの年として「人口減少対策」を加速！

「１５か月型・県土強靱化予算」
（※H30年度11月補正・２月補正＋R元年度骨格予算）

「地方創生関連予算」

３．財政構造改革の着実な推進 ～持続可能な財政運営に向けて～
(1)徳島発！「スマート予算事業」の展開

安全・安心とくしまの実装 【１５億円】
＜R元年6月補正後：７７６億円＞

革新創造とくしまの実装 【６７億円】
＜R元年6月補正後：７８８億円＞

魅力感動とくしまの実装 【２０億円】
＜R元年6月補正後：１６５億円＞

(2)財政構造改革基本方針の進捗状況
○公債費 R元:476億円（改革目標500億円未満）

○県債残高 R元:4,990億円程度（改革目標5,000億円未満）

○財政調整的基金残高 R元:800億円程度（改革目標800億円）

R元年度末の改革目標は

全て達成見込み！

５０６億円

（※公債費・県債残高は臨財債除く）

（２） 「二つの国難打破」に向けた具現化策

魅力満載！徳島ならではの「SDGｓ｣の実装第４次産業革命の実装・経済雇用対策の進化医療福祉の充実・県土強靱化の加速

2月補正 18億円

骨格 418億円

肉付け 70億円



ー 未来へ加速！「強靱とくしま・安全安心」の実装 ー

未知なる災害を迎え撃つ「事前復興」の加速 【204百万円】

国土強靱化を牽引する県土づくりの推進 【956百万円】

人生100年時代！健康長寿とくしまの推進 【71百万円】

安全安心な地域づくりの推進 【87百万円】

安全・安心とくしまの実装（１５億円）
（R元当初：７６１億円 → R元.６月補正後：７７６億円）

■強靱で安全な県土づくりの推進

県立学校施設長寿命化推進事業 865 百万円

○ 高齢者福祉施設等防災減災促進事業 35 百万円

■地域ぐるみの危険ブロック塀安全対策の推進

地域の安全確保モデル事業 25 百万円

■発災時のバックアップ体制強化

西の守り！防災拠点機能強化事業 10 百万円

■みんなで守る！防災人材の育成強化

「頑張る女性消防団員」応援事業 2 百万円

チャレンジ防災人材育成推進事業 2 百万円

■快適な避難環境の整備

県立学校体育館

｢快適避難所空調設置モデル」事業 4 百万円

仮設トイレ快適環境創出事業 10 百万円

■加速する「とくしまゼロ作戦」の展開

加速する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業 43 百万円

｢事前復興｣に資する水道広域連携推進事業 5 百万円

■四国初！モバイルファーマシーの導入

災害時医薬品供給パワーアップ事業 10 百万円

■大規模災害時の受援体制の強化

災害マネジメント力向上事業 2 百万円

■人と動物が共に暮らせる地域づくりの推進
動物由来感染症ネットワークモデル事業 4 百万円
動物愛護｢きずなの里｣プロジェクト事業 2 百万円

■野生鳥獣被害軽減対策のさらなる展開
「阿波地美栄」
魅力発信・消費拡大パワーアップ事業 25 百万円
「猪･鹿･猿ピンポイント捕獲大作戦！」事業 15 百万円

命と健康を守る地域医療体制の構築 【157百万円】

■地域医療提供体制の充実・強化
地域医療情報連携システム構築事業 57 百万円
救急安心センター事業 10 百万円
訪問看護出向支援事業 9 百万円
在宅医療における
がん・緩和医療薬剤師育成事業 1 百万円
難病患者のための災害時援助体制強化事業 2 百万円
中央病院ＥＲ棟(仮称)基本構想策定事業 4 百万円

■健康長寿！「フレイル対策」の展開
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 32 百万円
フレイル予防推進事業 5 百万円
オーラルフレイル予防･口腔機能向上事業 5 百万円

■アクティブ・シニアの活躍本格化
アクティブ・シニア保育現場就労促進事業 19 百万円
アクティブ・シニア生涯活躍加速化事業 10 百万円



ー 未来へ挑戦！「発展とくしま・革新創造」の実装 ー

進化する「とくしまブランド」の展開 【298百万円】

全国を先導！「第４次産業革命」の実装 【403百万円】

「ダイバーシティとくしま」の推進 【284百万円】

経済好循環とくしまづくりの推進 【5,516百万円】

攻めのインバウンド誘客の促進 【176百万円】

革新創造とくしまの実装（６７億円）
（R元当初：７２１億円 → R元.６月補正後：７８８億円）

■生産性革命！「超スマート社会」の実装
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 百万円
クリエイティブ産業育成事業 61 百万円
とくしまIoT・AI等ソリューション実装事業 10 百万円
農工商連携新分野進出支援事業 3 百万円
未来をひらく「新３Ｋ・建設産業」創生事業 5 百万円

■サービス向上！「スマート県庁」の実装
ＡＩを活用した全庁総合ＦＡＱシステム構築事業 18 百万円
とくしま丸ごとＡＩコンシェルジュ（仮称）事業 35 百万円
自動車税納税キャッシュレス化推進事業 1 百万円
シームレスなスマート会計実装事業 4 百万円

■ブランド競争力強化・海外展開の加速
○ 農山漁村未来創造事業 130 百万円

グローバル化に即応！
農林水産物等輸出拡大事業 22 百万円
「阿波ふうどツーリズム」食の魅力発信事業 15 百万円
世界に通用！｢とくしま三ツ星ビーフ」確立事業 7 百万円

■企業の持続的発展の支援
とくしま地域活性化雇用創造プロジェクト 88 百万円
生産性革命対応・小規模事業者育成事業 7 百万円

○ 中小企業振興資金貸付金のうち
｢生産性革命応援資金｣の創設　　　　　  　           ［融資枠　4,100百万円］

｢新事業展開・リカレント支援資金｣の創設             ［融資枠　    30百万円］

消費を強力喚起！マイナンバーカード活用
「自治体ポイント」利用促進事業 3 百万円

■企業誘致・成長産業化の加速
○ 戦略的企業誘致強化事業 15 百万円

ＩＴ人材確保支援事業 3 百万円
○ 企業立地促進事業費補助金のうち

地域資源活用・誘客立地促進事業の新設　　　 　             ［制度創設］

■観光コンテンツ・サービスの新装
宿泊施設リノベーション支援事業 80 百万円
ナイトタイムエコノミー活性化事業 8 百万円
とくしま周遊観光促進事業 5 百万円
世界阿波おどりサミット開催事業 3 百万円

■障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくりの加速
地域交流等共生社会推進事業 99 百万円
とくしま農福連携ネットワーク加速化事業 5 百万円
発達障がい
「つながる・ひろがる・はばたく」充実事業 2 百万円
万代庁舎ユニバーサルデザイン促進事業 10 百万円

○ 万代庁舎スマートリノベーション事業 98 百万円

■外国人も共に暮らしやすい環境づくりの推進
外国人労働相談サポート事業 3 百万円
地域とつなぐ！在住外国人支援事業 16 百万円
とくしま共に生きるフェスタ開催事業 7 百万円

■女性が輝くとくしまづくりの推進
女性活躍ステージアップ事業 5 百万円
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 百万円



ー 未来へ発信！「躍動とくしま・感動宝島」の実装 ー

｢あわ文化・スポーツレガシー｣の創造と継承 【158百万円】

徳島が先導！持続可能な社会の実装 【757百万円】

人生100年時代を生き抜く人材育成 【843百万円】深化する地方創生！「人口減少対策」の加速 【237百万円】

次代へつなぐ！少子化対策の推進 【31百万円】

魅力感動とくしまの実装（２０億円）
（R元当初：１４５億円 → R元.６月補正後：１６５億円）

■新たな担い手「徳島ファン」の創出
新たな地域づくりの担い手！
「徳島ファン」創出加速化事業 5 百万円
ふるさとネットワークで発掘！徳島ファン拡大事業 2 百万円
わくWORK徳島！新しいふるさと発見事業 5 百万円

■持続可能な地域社会の構築
次世代地域公共交通ビジョン実装事業 87 百万円
自治体戦略２０３０構想・過疎対策研究事業 2 百万円

■「あわ文化」の創造と継承
○ ユネスコ｢世界の記憶｣チャレンジプロジェクト 6 百万円

｢ｅスポーツ｣未来創造事業(あわ文化魅力向上事業) 4 百万円
○ 輝け高校生！文化芸術創造･発信事業 15 百万円

■「ディスカバーとくしま」プロジェクトの展開
日本最古級恐竜化石含有層調査･発信ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 15 百万円

■「スポーツレガシ－」の創造と継承
○ ワールドマスターズゲームズ2021関西開催準備事業 36 百万円

「自転車王国とくしま10周年」魅力再発見事業 4 百万円
徳島発！フードレガシー創造事業 5 百万円

■障がい者スポーツ・芸術文化の深化
次世代パラアスリート発掘･育成事業 1 百万円
とくしま共生アートプロジェクト推進事業 13 百万円

■出産・育児のトータルサポートの展開
子育て支援サービス基盤強化事業 3 百万円

○ 虐待関係職員専門性強化事業 2 百万円
子どもの居場所づくり推進事業 9 百万円

■未来のリーダー育成・グローバル教育の深化
○ スーパーオンリーワンハイスクール事業 8 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 1 百万円

■リカレント教育トータルサポート
夜間中学設置推進事業 11 百万円
とくしまリカレント教育推進事業 7 百万円

■専門人材確保へ！リカレント教育の推進
来たれアクティブ・シニア植林隊事業 3 百万円
主伐時代の経営体育成事業 2 百万円
人づくり革命・漁業リカレント事業 2 百万円
船員確保による海運業活性化事業 3 百万円

■再生可能エネルギーの社会実装
水素エネルギー｢社会実装｣推進事業 350 百万円

■Ｇ20を先取り！プラスチックごみの削減
プラスチックごみ削減普及啓発事業 4 百万円

■気候変動適応戦略の推進
｢緩和策｣｢適応策｣で進める気候変動対策推進事業 9 百万円
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 百万円
園芸産地総合リノベーション事業 9 百万円
魚づくり革命・もうかる養殖魚創出事業 5 百万円

■「リタイアインフラ」から新価値創造
里山の「宝」を再発見！にぎわい拠点整備事業 151 百万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             〔H30年度2月補正〕
新たな出合いＳＰＯＴ創出事業 2 百万円
｢使える空き家｣掘り起こし促進事業 2 百万円
｢とくしま・移住・ＤＩＹ｣空き家利活用促進事業 4 百万円



■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

令和元年度 公共事業予算の姿
～「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


