
　令和元年度６月(肉付け)補正予算の主な事業

（参 考 資 料）

徳 島 県



１　未来へ加速！「強靱とくしま・安全安心」の実装

◆国土強靱化を牽引する県土づくりの推進
(1) 県立学校施設長寿命化推進事業 1

(2) 高齢者福祉施設等防災減災促進事業 2

(3) 危険ブロック塀等の安全対策 3

地域の安全確保モデル事業

(4) 西の守り！防災拠点機能強化事業 4

(5) 地域を守る消防団等における女性活躍推進 5

「頑張る女性消防団員」応援事業

「とくしま消防女子」活躍推進事業

(6) 地域防災を担う人材の育成と防災教育の充実 6

チャレンジ防災人材育成推進事業

(7) とくしま無料Wi-Fiエリア拡大整備事業 7

◆未知なる災害を迎え撃つ「事前復興」の加速
(8) 県立学校体育館｢快適避難所空調設置モデル」事業 8

(9) 仮設トイレ快適環境創出事業 9

(10) 加速する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業 10

(11) ｢事前復興｣に資する水道広域連携推進事業 11

(12) 災害時医薬品供給パワーアップ事業 12

(13) 災害マネジメント力向上事業 13

(14) 主力電源！自然エネルギー最大限導入・活用促進事業 14

(15) 災害福祉支援ネットワーク構築推進事業 15

(16) 「四国の右下」防災旬間事業 16

(17) 工業用水道施設の強靱化本格展開事業 17

◆命と健康を守る地域医療体制の構築
(18) 病床機能分化・連携推進事業 18

地域医療情報連携システム構築事業

(19) 救急安心センター事業 19

(20) 在宅医療推進事業 20

訪問看護出向支援事業

在宅医療におけるがん・緩和医療薬剤師育成事業

(21) ｢とくしま」から拡げよう！「難病支援の輪」推進事業 21

難病患者のための災害時援助体制強化事業

(22) 中央病院ＥＲ棟(仮称)基本構想策定事業 22

(23) 医療従事者等養成確保事業・医療提供体制確保総合対策事業 23

女性医師等のための教育・学習支援事業

助産師活用推進事業

(24) 医療・介護人材確保のための病院内保育所活用モデル事業 24

(25) ＣＯＰＤ対策強化事業 25

(26) 地域における薬剤師・薬局の機能強化及び調査・検討事業 26

目　　次



(27) 地域医療介護総合確保基金事業（介護分） 27

(28) 重症心身障がい児安心確保事業 28

◆人生100年時代！健康長寿とくしまの推進
(29) 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 29

(30) フレイル予防推進事業 30

(31) アクティブ・シニア保育現場就労促進事業 31

(32) アクティブ・シニア生涯活躍加速化事業 32

(33) シルバー人材センター機能強化促進事業 33

◆安全安心な地域づくりの推進
(34) 動物由来感染症ネットワークモデル事業 34

(35) 人と動物が共生する地域づくり 35

動物愛護｢きずなの里｣プロジェクト事業

(36) 「ジビエ倍増・徳島モデル」の実装 36

「阿波地美栄」魅力発信・消費拡大パワーアップ事業

(37) 「捕獲から利活用へ！」一体的な野生鳥獣被害軽減対策の展開 37

「猪･鹿･猿ピンポイント捕獲大作戦！」事業

(38) 地域再犯防止対策推進事業 38

(39) 新基準対応！食品表示の適正化による食の安全安心の確保 39

食品関連事業者表示支援事業

(40) 人権侵害ネットモニタリング強化事業 40

(41) 西部健康防災公園利活用推進事業 41

２　未来へ挑戦！｢発展とくしま・革新創造」の実装

◆全国を先導！「第４次産業革命」の実装
(42) 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 42

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

(43) クリエイティブ産業育成事業 43

(44) とくしまIoT・AI等ソリューション実装事業 44

(45) とくしまものづくり産業イノベーションの推進 45

ＡＩ・ロボット地域産業イノベーション推進事業

農工商連携新分野進出支援事業

新市場開拓チャレンジ企業支援事業

(46) 未来をひらく「新３Ｋ・建設産業」創生事業 46

(47) 未来志向のとくしま版「働き方改革」の推進 47

ＡＩを活用した全庁総合ＦＡＱシステム構築事業

(48) とくしま丸ごとＡＩコンシェルジュ(仮称)事業 48

(49) 税務行政のスマート化に向けて 49

自動車税納税キャッシュレス化推進事業

県税システム・スマート化推進事業

(50) シームレスなスマート会計実装事業 50

(51) とくしまドローン操作育成プロジェクト事業 51

(52) 企業局スマート化推進事業 52



◆進化する「とくしまブランド」の展開
(53) 農林水産業未来創造基金積立金・活用事業 53

農山漁村未来創造事業

(54) 「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」推進事業 54

グローバル化に即応！農林水産物等輸出拡大事業

(55) 「阿波ふうどツーリズム」食の魅力発信事業 55

(56) 世界に通用！｢とくしま三ツ星ビーフ」確立事業 56

(57) 好機到来！県内企業の海外展開支援 57

中小企業海外展開トータルサポート事業

ものづくり企業海外展開支援事業

(58) 藍増産事業 58

(59) もっと！とくしまエシカル農産物消費拡大・食育推進事業 59

(60) 次なる県民総ぐるみの木づかい運動の展開 60

(61) 海部の“地から”魅力ある農業展開支援事業 61

(62) 「世界農業遺産」による「もうかるにし阿波」の実現 62

◆攻めのインバウンド誘客の促進
(63) 徳島おいでなしてプロジェクト 63

宿泊施設リノベーション支援事業

ナイトタイムエコノミー活性化事業

とくしま周遊観光促進事業

(64) 「徳島の宝」阿波おどりを「世界の宝」に！！ 64

世界最高の情熱！阿波おどり体感事業

世界へ躍進！阿波おどりプロデュース事業

(65) マチ★アソビ１０周年！アニメを活用したにぎわい創出 65

「アニメの聖地とくしま」魅力パワーアップ事業

(66) 新たな「海上交通」導入事業 66

(67) 世界に通用する観光地域「桃源郷にし阿波」の実現 67

◆経済好循環とくしまづくりの推進
(68) とくしま地域活性化雇用創造プロジェクト 68

(69) 進化する小規模企業支援施策の展開 69

徳島県地域産業活性化事業

生産性革命対応・小規模事業者育成事業

(70) 中小企業・勤労者向け融資制度 70

中小企業振興資金貸付金

勤労者支援資金貸付金

(71) マイナンバーカード利活用の積極的推進 71

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

(72) 戦略的企業誘致による「しごと」と「人材」の創出 72

戦略的企業誘致強化事業

ＩＴ人材確保支援事業



(73) トータルサポート！移住・就労・起業・事業承継支援パッケージ 73

ふるさと起業家支援プロジェクト

事業承継マッチング機能パワーアップ事業

(74) とくしま経営塾「平成長久館」事業 74

(75) 次世代“光”産業創生事業 75

(76) 食品関連産業生産性向上支援事業 76

(77) 「阿波藍」魅力創造発信プロジェクト 77

(78) とくしま県産品魅力発信支援事業 78

◆「ダイバーシティとくしま」の推進
(79) 地域交流等共生社会推進事業 79

(80) 農福連携による障がい者への就農促進支援 80

とくしま農福連携ネットワーク加速化事業

(81) 発達障がい「つながる・ひろがる・はばたく」充実事業 81

(82) すべての利用者にやさしい県庁舎の実現に向けて 82

万代庁舎ユニバーサルデザイン促進事業

万代庁舎スマートリノベーション事業

(83) 住むなら徳島！外国人とともに輝く地域づくり 83

地域とつなぐ！在住外国人支援事業

外国人労働相談サポート事業

(84) とくしま共に生きるフェスタ開催事業 84

(85) 女性活躍ステージアップ事業 85

(86) 女性活躍ワンストップサービスセンター(仮称)創設事業 86

(87) 旧優生保護法一時金支給等関係事業 87

(88) 発達障がい者支援のさらなる進化 88

発達障がい支援機能強化事業

(89) 特別支援学校「みんなが主役」きらめき事業 89

(90) ＳＮＳ活用「生徒の心の相談」実証事業 90

３　未来へ発信！「躍動とくしま・感動宝島」の実装

◆深化する地方創生「人口減少対策」の加速
(91) 「徳島ファン」創出・拡大基盤の構築 91

新たな地域づくりの担い手！「徳島ファン」創出加速化事業

ふるさとネットワークで発掘！徳島ファン拡大事業

わくＷＯＲＫ徳島！新しいふるさと発見事業

(92) 次世代地域公共交通ビジョン実装事業 92

(93) 自治体戦略２０３０構想・過疎対策研究事業 93

(94) 若者発！「進化する総合計画」プロデュース事業 94

(95) 全国・世界へ！徳島「まるごと」魅力発信戦略 95

“まるごと徳島”体感フェス事業

徳島ファンのつどいin関西事業

(96) とくしま産学官連携プラットフォーム形成推進事業 96

(97) 未知への挑戦！「とくしま回帰」交付金 97

(98) 未知の世界に挑戦する総合戦略策定費 98



(99) 東京オリパラを見据えた「vs東京」実践プロジェクトの加速 99

Road to 2020！「vs東京」実践加速事業

“まるごと徳島”体感フェス事業(再掲)

(100) SDGs最前線！イノベーション創出 100

(101) 県民が主役！社会貢献活動の更なる促進 101

とくしま共助支援プロジェクト

(102) 縁から絆へ！絆応援し隊事業 102

(103) みなみで総活躍！まち・ひと・しごと次代承継事業 103

◆あわ文化・スポーツレガシーの創造と継承
(104) ユネスコ｢世界の記憶｣チャレンジプロジェクト 104

(105) 「あわ文化」のレガシー創出と未来への挑戦 105

阿波伝統文化体感事業

「eスポーツ」未来創造事業

(106) 中学生・高校生の「文化芸術力」創造・発信プロジェクト 106

輝け高校生！文化芸術創造・発信事業

羽ばたけあわっ子！文化芸術共創・発信事業

(107) 日本最古級恐竜化石含有層調査・発信プロジェクト 107

(108) 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 108

ワールドマスターズゲームズ2021関西開催準備事業

(109) 「自転車王国とくしま」魅力発信プロジェクト 109

「自転車王国とくしま10周年」魅力再発見事業

(110) 徳島から発信！安全・安心な食農レガシーの創造 110

徳島発！フードレガシー創造事業

安全安心スマート農業推進事業

(111) 障がい者の能力と個性を発揮するスポーツ施策の展開 111

次世代パラアスリート発掘･育成事業

障がい者スポーツ交流支援事業

(112) 障がい者の個性を発揮する芸術文化施策の展開 112

とくしま共生アートプロジェクト推進事業

(113) 未来型スポーツ環境創造プロジェクト 113

(114) 競技力ジャンプアッププロジェクト 114

目指せ！オリンピック夢はぐくみ事業

(115) ときめく！ふるさとのレガシー活用・再発見事業 115

(116) 文化・スポーツ魅力創造事業 116

(117) 競技力向上関連事業 117

ＮＥＯ徳島トップスポーツ校強化事業

渦潮スポーツアカデミー推進事業

県立学校スポーツ施設レガシー創出事業

(118) 文化の森総合公園３ヶ年戦略 118

博物館６０周年記念事業

徳島自然災害歴史資料集編さん事業

アートによる文化プログラム促進事業

(119) 川口ダム湖畔カヌー・ＳＵＰ拠点整備事業 119



◆次代へつなぐ！少子化対策の推進
(120) 子育て支援サービス基盤強化事業 120

(121) 児童虐待防止対策の強化 121

(122) 子どもの居場所づくりの推進 122

子どもの居場所づくり推進事業

(123) とくしま結婚支援プロジェクト加速化事業 123

◆人生100年時代を生き抜く人材育成
(124) スーパーオンリーワンハイスクール事業 124

(125) とくしまの未来を切り拓く「グローカル人材」の育成 125

世界スタンダード英語４技能育成事業

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

(126) 夜間中学設置推進事業 126

(127) とくしまリカレント教育推進事業 127

(128) 林業の新たな担い手総合対策 128

来たれアクティブシニア植林隊事業

主伐時代の経営体育成事業

(129) 人づくり革命・浜を支える意欲ある担い手づくり！ 129

人づくり革命・漁業リカレント事業

(130) 船員確保による海運業活性化事業 130

(131) とくしま科学技術アカデミーSociety5.0体感事業 131

(132) 私立学校振興事業 132

(133) 夢を実現！若者未来創生事業 133

(134) 「とくしま農林水産未来人材スクール」開設準備事業 134

(135) 高大・地域連携キャンパス実践展開事業 135

(136) 新未来創造・高校生育成プロジェクト 136

(137) 地域との協働による高等学校教育改革推進事業 137

(138) 海外における商業教育システムレガシー活用・深化事業 138

(139) １８歳！新成人への学びプログラム事業 139

◆徳島が先導！持続可能な社会の実装
(140) 水素エネルギー｢社会実装｣推進事業 140

(141) プラスチックごみ削減普及啓発事業 141

(142) ｢緩和策｣｢適応策｣で進める気候変動対策推進事業 142

(143) 農林水産業分野の気候変動対策に関する施策 143

(144) 園芸産地総合リノベーション事業 144

(145) 魚づくり革命・もうかる養殖魚創出事業 145

(146) 里山の「宝」を再発見！にぎわい拠点整備事業〔H30年度2月補正〕 146

(147) 新たな出合いＳＰＯＴ創出事業 147

(148) 「とくしま回帰」住宅対策総合推進事業 148

｢使える空き家｣掘り起こし促進事業

｢とくしま・移住・DIY｣空き家利活用促進事業

とくしまの住まい魅力発信事業

(149) 未来につなげる広報広聴事業 149



(150) 鳴門公園解説板多言語化事業 150

(151) 更なるコウノトリペアの定着に向けた取組み 151

コウノトリ里親センター(仮称)設立事業

(152) 県産特Ａ米「あきさかり」生産拡大事業 152

(153) 法人会計等検査体制強化事業 153

(154) 運転免許更新センター整備事業 154

(155) 水力発電の戦略的展開事業 155


