
「vs東京『とくしま回帰』総合戦略」主要事業等評価シート

基本目標２　地域における仕事づくり

番号 主要事業の進捗状況を表す数値目標 評価案 ページ

17 クリエイティブ関連企業数 A 1

18 「成長分野」関連企業の奨励指定における立地数 A 1

19 情報通信関連企業（コールセンター、データセンター等）の集積数 A 1

20 生活支援ロボットの市場投入　ほか A 2

21 LED新製品開発支援件数　ほか A 2

22 大鳴門橋架橋記念館の入場者数　ほか C 3

23 県がサポートする県外・海外商談会及びフェアにおける成約・売上額 A 4

24 徳島県の輸出額　ほか A 4

25 新技術の開発に向けた県内大学等との共同研究数 A 5

26 構造改革を実施した園芸産地における生産額 A 5

27 「農地中間管理機構」等を活用した農地集積面積 C 5

28 農水省ＧＡＰガイドライン準拠以上の認定件数 A 6

29 県産米輸出数量 A 6

30 「阿波尾鶏」出荷羽数　ほか C 7

31 農業用アシストスーツの現場への導入数 A 8

32 県産材の生産量 C 8

33 新たなイノベーション創出による農林水産物の産出額 B 8

34 とくしまブランド推進機構の関与した販売金額 A 9

35 「Turn　Table（ｖｓ東京「とくしまブランドギャラリー」）」での販売総売上額 C 9

36 農工商連携等による６次産業化商品開発事業数　ほか A 10

37 県立高校「６次産業化専門学科」の設置 A 10

38 農林水産物等輸出金額　ほか A 11

39 「阿波地美栄」取扱店舗数 A 11

40 県産材の海外輸出量　ほか C 12

41 ６次産業化商品のプロデュース数 A 12

具体的な施策

②企業の成長ステージに応じた切れ目のない支援

④６次産業化・とくしまブランド海外展開の推進

①「２つの光＋α」がリードする地域イノベー
ションの加速

③もうかる農林水産業の推進

（ア）
地域産業の未来に向けた
競争力の強化



番号 主要事業の進捗状況を表す数値目標 評価案 ページ具体的な施策

42 年間の延べ宿泊者数 C 13

43 国の世界遺産暫定一覧表への記載　ほか C 13

44 県内への外国人延べ宿泊者数 A 14

45 「クルーズ来県者数」 B 15

46 「とくしまマラソン」エントリー数 C 16

47 「マチ★アソビ」年間参加者数 B 16

48 「スマート回廊」年間延べ体験者数 A 17

49 文化の森総合公園文化施設入館者数　ほか C 17

50 「とくしま科学技術アカデミー」の創設 A 18

51 県内大学生への留学支援人数 A 18

52 民間を活用した訓練受講者の就職率 A 18

53 「徳島県版マイスター制度」の導入　ほか B 19

54 ICTとくしま大賞応募作品の利活用件数 A 19

55 介護保険サービス事業所（居宅）従事者数 B 19

①｢訪日外国人4000万人時代」に向けた取組み

（ウ）
地域産業の飛躍を支える
人づくり

①次代を支え未来を拓く産業人材の育成

②地域を支える産業人材の育成

②「ひと」が集う大規模イベントの拡大

（イ）
戦略的な観光誘客の推進



このシートの見方

【基本目標１】　新しい人の流れづくり

（ア）住みたい・働きたい「とくしま回帰」の加速

①移住交流の推進

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

●

○

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」主要事業等評価シート

実績値
（H27）

実績値
（H29）

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画）

■

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

実績値
（H28）

委員意見実績値
（H30）

部局

②

①

「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」（２０１８改訂版）の
主要事業の概要・数値目標及び工程（年度別事業計画）を記載し
ています。

■：重要業績評価指標（ＫＰＩ）
●：主要事業の概要
○：数値目標

「数値目標の達成度」の考え方

数値目標の達成率により，次の区分で整理しています。

◎：達成 １００％以上
○：ほぼ達成 ８０％以上１００％未満
△：未達成 ８０％未満
―：目標値設定なし等

主要事業について，次の項目を記載しています。

・H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み（※）
・課題
・今後の取組方針
・H30→R1改善見直し箇所（ある場合のみ）

※数値目標の達成見込みの考え方

順調 ：計画最終年度（R1)末の数値目標の達成に向け順調に
進んでいる。

達成可能 ：計画最終年度（R1)末の数値目標を，今後の更なる
積極的な取組により達成可能である。

努力を要する：計画最終年度（R1)末の数値目標を達成するためには，
相当の努力が必要である。

代表委員による評価（案）です。
次の区分で整理しています。

Ａ：順調 Ｂ：概ね順調 Ｃ：要見直し



【基本目標２】　地域における仕事づくり

（ア）地域産業の未来に向けた競争力の強化

①「２つの光＋α」がリードする地域イノベーションの加速

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 産学官が連携した人材育成を図るとともに、県
内企業のデジタルコンテンツ分野への進出支援
やクリエイティブな力の利用促進、県外企業の
誘致や創業等を積極的に推進することにより、
クリエイティブ企業やクリエイターの集積を図
ります。
＜商工＞

推進 → → → →

○クリエイティブ関連企業数
　　㉕１６１社（者）→R①２６０社（者）

220社 230社 240社 250社 260社 220社 230社 241社 251社 ◎

● 「まち・ひと・しごと創生法」成立に伴う、地
方創生の動きを更に加速させるため、補助制度
のさらなる拡充を図ることにより、大都市圏等
からの本社機能誘致を推進し、本県経済の活性
化及び雇用機会の確保を図るとともに、「グ
リーン・イノベーション（環境・エネル
ギー）」、「ライフ・イノベーション（健康・
医療・介護）」など成長分野関連企業の誘致を
推進し、県内の雇用を確保します。
＜商工＞

推進 → → → →

○「成長分野」関連企業の
　奨励指定における立地数
　　㉕１３社→R①２６社

18社 20社 22社 24社 26社 19社 20社 24社 33社 ◎

● 全国屈指の光ブロードバンド環境をはじめとす
る、本県の強みを最大限に活かし、地域経済の
活性化を図るため、コールセンター等の情報通
信関連企業の誘致を推進します。
＜商工＞

推進 → → → →

○情報通信関連企業（コールセンター、
　データセンター等）の集積数
　　㉕１８事業所→R①４５事業所

24事業所 28事業所 32事業所 41 事業所 45 事業所 23事業所 34事業所 38事業所 43事業所 ◎

番号 主要事業の概要・数値目標

■クリエイティブ関連企業数
　：260社（者）（161社（者））

■｢成長分野｣関連企業の
　奨励指定における立地数：26社（13社）

■情報通信関連企業（コールセンター、
　データセンター等）の集積数
　：45事業所（18事業所）

17

18

19

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
委員意見工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）
実績値

（H28）
実績値

（H29）

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
1　「とくしまデザインフォーラム」を開催し、本県のブランド
力向上に向けた取組を進めた。
2　県内で活躍するクリエイターのデータベースサイト「AWA
Creators Database」を開設運営した。
３　県内企業や小中高生を対象として、クリエイティブ人材の育
成につながるセミナー等を開催した。
４　若手クリエイターに作品発表の場を提供するため、4Kプロ
ジェクションマッピング作品の公募及び上映イベントを実施し
た。
５　とくしまLED・デジタルアートミュージアム構想に基づき、
LED・デジタルアート作品の常設展示（文化の森に憑依する滝、
つながる！積み木のまち等）や、イベント展示（大歩危小歩危渓
谷に咲く花、巨大！つながるブロックのまち等）を県内各所で実
施した。

　以上の取組等により、クリエイティブ関連企業数はH30末にお
いて、累計で251社を集積した。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　セミナー等の継続的開催とレベルアップ

＜今後の取組方針＞
　引き続き、人材育成やデジタル
アートの県内全域への展開等に努
め、クリエイティブ企業やクリエ
イターのさらなる集積を図る。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
○クリエイティブ関連企業数
　　㉕１６１社（者）→R①２７０
社（者）

商工 A

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
１　本社機能移転に関する補助制度の拡充
　（補助率アップ20→25％、雇用人数の上限緩和5→3人以
上）
２　地域経済を牽引する事業への補助制度の拡充
　（雇用人数の上限緩和10→3名以上）
３　成長分野をターゲットとした誘致活動の展開
４　積極的な企業訪問、現地案内
５　ビジネスフォーラム（東京・大阪）やＨＰ等での優遇制度の
情報発信

　以上の取組等により、「成長分野」関連企業の奨励指定におけ
る立地数はH30末において、累計で33社を達成した。
　
＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　大都市圏等からの本社機能誘致の推進及び成長分野関連企業の
誘致

＜今後の取組方針＞
　「成長分野」にターゲットを
絞ったＰＲ活動を展開すること
や、企業ニーズに応じた補助制度
の拡充を図り、「成長分野」関連
企業を中心に企業の立地や本社機
能移転をさらに促進する。

商工 A

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
１　東京・大阪で開催したビジネスフォーラム等を通じた誘致活
動や本県へ立地意向のある企業への積極的な企業訪問
２　ＵＩＪターンを希望するＩＴ人材と県内企業とのマッチング
を行う徳島県専用サイト「Turn Up 徳島」の運用開始や、首都
圏における就職マッチングイベントの開催
３　入居候補事務所の紹介や現地案内の実施等、立地企業に対す
る受入支援
４　立地促進補助金による支援

　以上の取組等により、情報通信関連企業（コールセンター、
データセンター等）はH30末において、累計で43事業所を集積
した。
　
＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　県内企業や立地検討企業の雇用確保への支援や、人材育成や入
居地の確保に係る受入支援体制の充実

＜今後の取組方針＞
　引き続き、情報通信関連企業の
積極的な誘致活動を展開するとと
もに、関係機関と連携し、人材育
成や入居地の確保等へのきめ細か
な支援を行い、本県への集積を促
進する。

商工 A

 
1



Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 本県ものづくり企業の競争力を高めるため、徳
島県の強みを活かし、産学官連携により、介護
分野を中心にロボットテクノロジーの実用化を
推進するとともに、ＣＦＲＰなど高機能素材を
活用した付加価値の高い製品開発を推進しま
す。
＜商工＞

推進 → → → →

○生活支援ロボットの市場投入
　　㉚投入

- - - 市場 投入 市場 投入 試作開発 試作開発 試作開発 実証実験 ○

○高機能素材活用コンソーシアム参画企業の
　新規雇用者数
　　㉕－→R①６人

- - 2人 5人 6人 - - 2人 9人 ◎

○高機能素材活用製品の試作品数
　　㉕－→R①１０個

- - 4個 8個 10個 - - 11個 9個 ◎

○「とくしま高機能素材活用コンソーシアム」
　　の参画機関数
　　㉘50機関→R①65機関

- - 55機関 60機関 65機関 - - 66機関 ７０機関 ◎

● 「ワールドステージ行動計画」に基づきＬＥＤ
関連企業の開発・生産、ブランド化、販路開拓
などを支援し、ＬＥＤ産業クラスターの形成を
推進します。
＜商工・警察＞

推進 → → → →

○ＬＥＤ新製品開発支援件数（累計）
　　㉕５２件→㉚１７５件

75件 85件 145件 175件 175件 90件 138件 168件 187件 ◎

○ＬＥＤ応用製品の海外市場開拓数（累計）
　　㉕－→R①１２か国

2か国 4か国 6か国 10か国 12か国 5か国 6か国 10か国 11か国 ◎

番号 主要事業の概要・数値目標

■生活支援ロボットの市場投入：H30投入

■高機能素材活用コンソーシアム参画企業の
　新規雇用者数：6人（－）

■高機能素材活用製品の試作品数
　：10個（－）

■「とくしま高機能素材活用
　コンソーシアム」の参画機関数
　：65機関（H28：50機関）

■ＬＥＤ新製品開発支援件数（累計）
　：175件（52件）

■ＬＥＤ応用製品の海外市場開拓数（累計）
　：12か国（－）

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
・平成27年7月に「ＬＥＤバレイ構想・ワールドステージ行動計
画」を策定した。
・ＬＥＤの新用途開発や本県ＬＥＤ関連企業の製品の付加価値向
上を図るとともに、ＬＥＤ市場における販路開拓を促進するた
め、海外市場調査や国内外の大規模展示会への出展支援などに取
り組んだ。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　世界で通用する「徳島ならでは」の高品質な県産ＬＥＤ応用製
品の開発の加速化及び海外市場での製品流通と普及促進

＜今後の取組方針＞
　ＬＥＤ応用製品の｢高付加価値
化｣や｢海外市場への展開｣を推進す
るとともに、幅広い分野への展開
が期待される｢次世代ＬＥＤ｣によ
る新たな光関連産業の創出を目指
す。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
○ＬＥＤ新製品開発支援件数（累
計）
　　㉕５２件→R①２００件 商工

警察
A21

工程（年度別事業計画） 実績値
（H27）

実績値
（H28）

実績値
（H29）

A20

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
委員意見

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
○ロボット技術開発の取組み
１　移乗介助分野
　　H27:小型・高トルクモータ及び軽量ギアを組み合わせたア
クチュエータの試作
　H28:試作品の駆動技術及び部品の改良
　H29:試作品の改良及び評価手法の確立
　H30:試作品の実証及び開発技術の特許出願
２　見守り分野
　　H27:画像認識機能や温度センサー、癒やし機能などを搭載
したロボットの試作
　H28:試作品の機能追加及び改良
　H29:試作品の改良及び現場実証の実施
　H30:画像認識による見守り機能の実証及び実装

　「とくしまロボット関連産業創出コンソーシアム」の設置（平
成28年1月）により、「移乗介助分野」及び「見守り分野」にお
けるロボット製品の試作品が完成し、実際の介護現場での実証等
を行い、市場投入に向け、準備中である。

〇高機能素材活用による製品開発
１　ＣＦＲＰに係る研究会の開催
　　H27：2テーマ、H28：8回、H29：7回、H30：10回
２　ＣＦＲＰに係るセミナーの開催　（H28：３回）
３　高機能素材に係るフォーラムの開催
　　H28：５回　H29：１回　H30：１回
４　ＣＮＦに係る研究会の開催（H2９:３回）
５　ＣＮＦ共同研究の開催（H29:2テーマ、 H30:2テーマ）

　上記の取組等により、２０社の企業が高機能素材を活用した製
品開発に取り組んだ結果、市場投入された製品もあり、事業が順
調に進んだ。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
○ロボット技術開発の取組み
　AI活用による更なる現場負担の軽減につながるﾛﾎﾞｯﾄ技術開発
○高機能素材に係る取組み
　新規参入企業の促進

＜今後の取組方針＞
・人工感性知能技術（ＡＩ）を活
用し、「介護・育児分野」のほ
か、セキュリティー関連分野や
マーケティング分野など幅広い分
野への展開も見据え、技術開発に
取り組む。

・産官学金で構成されている｢高機
能素材活用コンソーシアム｣による
情報発信を行い、新規参入機関の
促進や、製品化への取り組みを四
国地域で連携し、強化支援する。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
○「とくしま高機能素材活用コン
ソーシアム」の参画機関数
　　㉘50機関→R①75機関

商工
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● スーパーハイビジョン（４Ｋ８Ｋ）の先進地徳
島を国内外へ発信するとともに、優れた映像ク
リエイターを徳島へ集積させるため、「４Ｋエ
リア試験放送」や「４Ｋ映像コンテスト」を行
います。
また、大鳴門橋架橋記念館を改修し、４Ｋ映像
を上映できる「３６０度４Ｋシアター」等を整
備します。
＜県民・商工＞

推進 → → → →

○大鳴門橋架橋記念館の入場者数
　　㉗8.8万人→㉙改修・㉚11.5万人

- - 改修 11.5 万人 11.5 万人 - - 改修 ８万人 △

○大鳴門橋架橋記念館等の利用料収入
　　㉗4,200万円→㉙改修・㉚6,300万円

- - 改修
6,300
万円

6,300
万円

- - 改修
3,813
万円

△

■大鳴門橋架橋記念館等の利用料収入
　：6,300万円（H27：4,200万円）

■大鳴門橋架橋記念館の入場者数
　：11.5万人（H27：8.8万人）

番号 主要事業の概要・数値目標

22

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
委員意見工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）
実績値

（H28）
実績値

（H29）
実績値

（H30）

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
１　日本屈指の国際放送機器展「InterBEE」等の展示会に出展
し、４Ｋ先進県・徳島の取組について全国に発信し、関連産業集
積につなげるＰＲを行った。
２　H27.10.24･25の２日間、阿波市のアエルワホールにおい
て、４Ｋ映像による最新映像をオーケストラの生演奏と融合さ
せ、観客の動きに合わせて映像が変化するインタラクティブ演出
を組み合わせたプロジェクションマッピング・コンサートを実施
した。
３　平成28年2月に神山町においてケーブルテレビによる４Ｋエ
リア試験放送「徳島４Ｋチャンネル」の放送を実施した。また平
成28年9月より全国初となるＩＰを利用した４Ｋコミュニティ
チャンネル「テレビトクシマ４Ｋ」の本放送を開始した。
４　日本初の４Ｋコンテンツの祭典「４Ｋ徳島映画祭in神山」と
「とくしま４Ｋフォーラム」を同時開催し、また、継続拡大開催
することにより、全国から業界関係者をはじめ多くの来場者を集
め、本県の取組のＰＲを行った。
５　４Ｋコンテンツ制作を通じてクリエイターの育成を行った。
６　H29年度に、大鳴門橋架橋記念館のリニューアルを実施し、
360度スクリーンの「４Kシアター」を設置した。

　以上の取組等により、4K先進地として徳島の優位性を国内外
へ発信し、関連企業や映像クリエイターの集積が進んだ。

＜数値目標の達成見込み＞　努力を要する
　（H30実績については、夏の大雨の影響あり）

＜課題＞
　施設の改修に併せて、入場者数・利用料収入を数値目標に設定
していたが、天候等に大きく左右されることから、施設の魅力を
高めるため、来場者へのアンケートを実施し、意見を踏まえた取
組やサービスを提供する必要がある。

＜今後の取組方針＞
　クリエイターや映像関連産業の
さらなる集積を図るため、４Ｋ先
進地としての本県の取組につい
て、国内外への情報発信に努め
る。

県民
商工

C
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②企業の成長ステージに応じた切れ目のない支援

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 国内外に向けて本県の物産・観光等の情報発信
や物産の販路拡大を図るため、「体制づく
り」、「市場調査」、「商品開発」、「ブラン
ド化推進」、「販路拡大・販売促進」を５つの
柱とした「とくしま県産品振興戦略（第２
期）」に基づき、マーケティング調査や各種
フェアの開催、見本市への出展など戦略的に施
策を推進し、県産品の売り上げ向上に取り組み
ます。
＜商工＞

○県がサポートする県外・海外商談会及び
　フェアにおける成約・売上額
　　㉕２．２億円→R①４．８億円

3.1億円 3.5億円 3.9億円 4.4億円 4.8億円 3.2億円 3.4億円 3.9億円 4.6億円 ◎

● 貿易・投資関連情報の収集・提供や国際ビジネ
スの即戦力となる人材育成、商談会開催や海外
見本市への支援等を通じたビジネスチャンスの
創出により、県内企業のグローバル展開を支援
します。
＜商工＞

実施 → → → →

○徳島県の輸出額
　（徳島県貿易・国際事業実態調査、
　中小企業分）
　　㉕１５０億円→R①１７５億円〈暦年〉

158億円 162億円 166億円 170億円 175億円 174億円 175億円 194億円
9月頃
判明

◎

○徳島県の輸出企業数
　（徳島県貿易・国際事業実態調査、
　中小企業分）
　　㉕９５社→R①１３３社〈暦年〉

106社 112社 119社 126社 133社 92社 116社 123社 129社 ◎

■県がサポートする県外・海外商談会
　及びフェアにおける成約・売上額
　：4.8億円（2.2億円）

■輸出額・輸出企業数
　：175億円・133社（150億円・95社）

番号

23

24

主要事業の概要・数値目標

＜H27～H30取組内容と進捗状況＞
・海外におけるフェアの開催や見本市への出展支援、県内におけ
るバイヤー招へい商談会を開催
・企業のニーズや実績に応じた支援の実施や県産品に精通した
「地域商社」による販路開拓
・海外ビジネスに興味はあるが、これまでに取組がない企業を対
象に、海外ビジネスの基礎を学ぶ研修会を開催

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
・輸出に取り組む企業の裾野拡大
・大学等高等教育機関や経済団体、県内企業との連携による留学
支援の拡大と留学生の増加

＜今後の取組方針＞
・県内企業の輸出額・輸出企業の
増加を図るため、国内外でのフェ
アや商談会の開催、地域商社によ
る販路開拓など、企業のニーズに
応じ、海外展開の支援を行う。
・経済団体、企業との連携によ
り、県内高等教育機関の海外留学
を支援し、国際的な視点で地域を
支える「グローカル人材」の育成
を図る。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
○徳島県の輸出額（徳島県貿易・
国際事業実態調査、中小企業分）
　　㉕１５０億円
　　　　→R①２１２億円<暦年>

工程（年度別事業計画） 実績値
（H27）

実績値
（H28）

実績値
（H29）

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
委員意見

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
【商工】
１　「とくしま物産振興戦略会議」を開催し、関係者で情報共有
を図るとともに、コンビニエンスストアと連携して県産品の販売
体制の充実、県産品を使ったメニューや商品開発を展開した。
２　ローソン，ファミリーマートに続き、セブンーイレブン・
ジャパンと包括業務提携を締結するとともに、首都圏をはじめと
するアンテナショップを通じて県産品の販路拡大を促進した。
３　とくしまブランドを世界に誇れるトップブランドに育て上げ
るため、加工品の「特選阿波の逸品」と一次産品の「とくしま特
選ブランド」に伝統工芸品を加え，新たな「とくしま特選ブラン
ド」として統合した。
４　統合後の「とくしま特選ブランド」制度のＰＲを行い認定商
品を増やすとともに、事業者に対して、商品力の向上に向けた指
導を行った。また、「ふるさと納税」の返礼品や「おどる宝島！
パスポート」の景品として採用するとともに、首都圏や海外の展
示会、商談会に優先出展するなど、認定商品のＰＲ強化に努め
た。

【西部】
１　事業者向けビジネスセミナーの開催
　商談会シート作成セミナー（Ｈ27・28・29・30）
　販売力アップセミナー（Ｈ27）
　営業力アップセミナー（Ｈ27）
　加工食品関連基礎セミナー（Ｈ28）
　キャッシュレス決済セミナー（Ｈ30）
2　個別相談会の開催
　特産品ＰＲ個別相談会（Ｈ27・30）
3　地域での商談会の開催
   マッチング商談会（Ｈ27・28・29・30）
4　首都圏等での販商談会への参加
　ＦＯＯＤＥＸ　ＪＡＰＡＮ（Ｈ27・28）
   「四国にし阿波たからもん物産展」千葉県ニッケコルトンプラ
ザ（Ｈ27）
   「NISHI-AWAくらし福らむ展」東京ビッグサイト（Ｈ27）

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
【商工】
・アンテナショップなど、県外での販売体制やＰＲの強化
・「とくしま特選ブランド」の認定商品の増加とＰＲ強化

【西部】
　にし阿波ならではの特徴ある素材を使った加工品や工芸品の認
知度が低い。

＜今後の取組方針＞
【商工】
　札幌市内にアンテナショップを
３か月間の期間限定で開設すると
ともに、観光と物産が一体となっ
たＰＲを実施するなど、県産品の
県外での販売体制やＰＲを強化す
る。

【西部】
にし阿波ならではの食や工芸品
を、世界に通用する特産品に磨き
上げ、販売額の増加につなげるた
め、物産展示・ＰＲやバイヤーと
の商談会などの取組を推進する。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●国内外における県産品の認知度
向上や販路拡大を図るため、「市
場調査」、「商品開発」、「情報
発信」、「販路拡大・販売促進」
等を柱とした「とくしま県産品振
興戦略（第３期）」に基づき、新
たな視点での商品開発や各種フェ
アの開催、見本市への出展など戦
略的に施策を推進し、県産品の売
り上げ向上に取り組みます。
＜商工＞

商工
西部

A

商工 A

推進 → → → →
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③もうかる農林水産業の推進

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 徳島大学「生物資源産業学部」をはじめとする
高等教育研究機関や産業界との連携強化によ
り、「アグリサイエンスゾーン」等を拠点と
し、新技術の開発や人材の育成に一体的に取り
組み、本県農林水産業の成長産業化を推進しま
す。
＜農林＞

推進 → → → →

○新技術の開発に向けた県内大学等との
　共同研究数
　　㉕２件→㉚１０件

3件 5件 7件 10件 10件 8件 9件 12件 16件 ◎

● 「２０２０年」を農業ビジネスの「大きな節
目」ととらえ、次代を担う若き“農業の匠”を
育成するため、生産拡大から販路開拓まで、一
体的な園芸産地の活性化に取り組む「園芸チャ
レンジ２０２０」を推進します。
＜農林＞

推進 → → → →

○構造改革を実施した園芸産地における
　生産額
　　㉕１０億円→R①１１０億円

20億円 50億円 70億円 100億円 110億円 34億円 55億円 70億円
12月頃

判明
◎

● 「農地中間管理機構」を活用した「徳島版・農
地集積モデル」を構築するとともに、農業委員
会に設置された「農地利用最適化推進委員」と
の連携強化や農業者の手続きを支援する機構の
「現地推進員」の増員支援などを行い、担い手
への農地の集積を図ります。
＜農林＞

推進 → → → →

○「農地中間管理機構」等を活用した
　農地集積面積（累計）
　　㉕－→R①２，５００ha
　　　　　　　（うち新規就農者250ha）

500ha
(50ha)

1,000
ha

(100ha)

1,500
ha

(150ha)

2,000
ha

(200ha)

2,500
ha

(250ha)

242ha
(64ha)

433ha
(114ha)

776ha
(137ha)

991ha
(155ha)

△

■新技術開発に向けた県内大学等との
　共同研究数：10件（２件）

■構造改革を実施した園芸産地における
　生産額：110億円（10億円）

■「農地中間管理機構」等を活用した
　農地集積面積（累計）：2,500㏊（－）

26

27

25

主要事業の概要・数値目標番号
工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）
実績値

（H28）

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
「２０２０年」を農業ビジネスの「大きな節目」ととらえ、次代
を担う若き“農業の匠”を育成するため、生産拡大から販路開拓
まで、一体的な園芸産地の活性化に取り組む「園芸チャレンジ２
０２０」を推進した結果、構造改革を実施した園芸産地における
生産額は70億円に増加した。
・野菜増産プロジェクトチームを中心とした野菜の作付面積の増
加
　平成24年度から、野菜作付面積は911ha拡大
・国の交付金を活用し、新技術（環境制御機能を導入した水耕ハ
ウス施設や集出荷施設の整備により、園芸産地の再編に取り組ん
だ。
　H27：２施設、H28：３施設、H29：５施設、H30：２施設
・加工業務用野菜の生産安定技術（土壌改良等）の導入支援
　H27：1団体、H28：1団体
・果樹指導班会や品目毎にプロジェクトチーム（課題解決推進
チーム）を設置し、各品目が抱える課題解決に取り組んだ。
　Ｈ29：ほうれんそう、すだち、　H30：にんじん、えだまめ

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　国の交付金等を活用した次世代園芸ハウスや集出荷貯蔵施設の
整備等による産地基盤強化や、県、全農とくしま、県開発公社、
JA徳島中央会で平成28年に創設した「とくしまブランド推進機
構」と連携し、各品目が抱える栽培上の課題を丁寧に解決する産
地リノベーションを推進する必要がある。

＜今後の取組方針＞
　引き続き、国の交付金等を活用
した次世代園芸ハウスや集出荷貯
蔵施設の整備等による産地基盤強
化や、「とくしまブランド推進機
構」と連携した産地リノベーショ
ンを推進する。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●園芸産地として日本のトップブ
ランドの地域を確立するため、農
作業の効率化や省力化、労働力の
確保等、品目が抱える課題を解決
することにより，産地のリノベー
ションを推進し、もうかる農業を
実践します。
＜農林＞
○産地リノベーションを実施した
園芸産地における生産額
　　㉕１０億円→R①４５億円

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　「農地利用最適化推進委員」や「現地推進員」等と連携し、
「農地中間管理機構」等を活用した農地集積に取り組んだ結果、
農地集積面積は累計991ha（うち新規就農者155ha）に増加し
た。
・農地集積推進会議（関係機関・団体で農地集積の進捗状況・推
進方策を協議）の開催（1回／年）
・担当者連絡会議（各地域段階の農地集積重点推進地区プロジェ
クトチームの取組をサポート）の開催（3回／年）
・市町村や、農業委員会、土地改良区などに対し、農地中間管理
事業を活用した農地集積について随時説明

＜数値目標の達成見込み＞　努力を要する

＜課題＞
　農地中間管理機構等を活用した農地集積を推進するため、地域
内の農地利用状況や後継者等の状況を地図化した「人・農地プラ
ン」に基づき、関係機関（農地利用最適化推進委員、現地推進
員、ＪＡ、土改良区等）が連携し一体となって、農地所有者への
丁寧な制度説明や、貸し手と借り手のマッチング等の支援に取り
組む必要がある。

＜今後の取組方針＞
　農地中間管理機構等を活用した
農地集積を推進するため、「人・
農地プラン」に基づき、関係機関
が連携し一体となって、農地所有
者への丁寧な制度説明や、貸し手
と借り手のマッチング等の支援に
取り組む。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
○「農地中間管理機構」を活用し
た
　農地集積面積（毎年）
　　㉕－→R①１１０ha

実績値
（H29）

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　徳島大学や産業界との連携強化を図り、本県農林水産業の成長
産業化を推進するため、「ＩＣＴによるスマート農業の推進」、
「微小害虫遠隔モニタリングシステム開発」、「阿波とん豚の生
産性改良技術の開発」、「ドローン活用による鳥獣被害対策技術
の開発と実証」、「徳島すぎの強みを発揮する高耐久・高強度乾
燥材の開発」、「ＬＥＤを用いたフリー配偶体からのワカメ種苗
生産技術の開発」等、16件の共同研究に取り組んだ。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　本県農林水産業の成長産業化を推進するため、徳島大学等の高
等教育研究機関や産業界と連携し、新技術の開発に向けた共同研
究を行う必要がある。
　また、各研究機関の相互連携の深化や、研究成果の積極的な情
報発信に取り組む必要がある。

＜今後の取組方針＞
　引き続き、地方創生推進交付金
や外部資金等を活用し、産学官連
携による共同研究を進めるととも
に、各研究機関の相互連携の深化
や、研究成果の積極的な情報発信
に取り組む。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●本県農林水産業の成長産業化を
実現するため、徳島大学「生物資
源産業学部」をはじめとする高等
教育機関や産業界との連携強化に
より、「サイエンスゾーン」等を
拠点とし、新技術の開発や人材の
育成に一体的に取り組みます。
＜農林＞
○新技術の開発に向けた大学・企
業との共同研究数（年間）
　　㉕２件→R①１２件

委員意見

農林 A

部局

農林 A

農林 C
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 安全で安心な農産物の供給のため、農産物の安
全、環境保全、労働安全について適正管理を行
い、農林水産省のＧＡＰガイドラインに完全準
拠した「とくしま安²ＧＡＰ認証制度（優秀認
定）」等の取得を推進します。
＜農林＞

推進 → → → →

○農水省ＧＡＰガイドライン準拠以上の
　認定件数（累計）
　　㉕１４件→R①4０件

- - 22件 30件 40件 - - 35件 40件 ◎

● 本県農林水産業の持続的な発展や農山漁村の活
性化に資するため、「徳島県食料・農林水産
業・農山漁村基本条例」を肉付けする基本計画
に基づき、「高いブランド力」などの「強み」
を活かした「攻め」の対策と小規模経営体・産
地の維持に向けた「守り」の対策に重点的に取
り組み、農林水産業の成長産業化を目指しま
す。
また、飼料用米についてより一層の面積拡大に
取り組むとともに、酒米をはじめ地域の実情に
応じた米づくりや輸出の拡大に向けた取組みな
ど、新たなコメ戦略により持続可能な水田農業
を推進します。
＜農林＞

推進 → → → →

○県産米輸出数量
　　㉕３４トン→R①７８トン

42ﾄﾝ 50ﾄﾝ 59ﾄﾝ 76ﾄﾝ 78ﾄﾝ 60トン 74トン 79トン 112トン ◎

■農水省ＧＡＰガイドライン準拠以上の
　認定件数（累計）：40件（14件）

■県産米輸出数量：78トン（34トン）

番号 主要事業の概要・数値目標

28

29

委員意見

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　安全で安心な農産物の供給のため、オリパラ食材調達基準に適
合する農林水産省のＧＡＰガイドラインに完全準拠した「とくし
ま安²ＧＡＰ認証制度（優秀認定）」等の取得を推進した結果、
40件の認定取得に至った。
・生産者向けGAP（農業生産工程管理）導入研修会や農業大学校
でのGAP講義等の実施回数
　H27：13回、H28：15回、H29：8回、H30：12回
・普及指導員やJA営農指導員等を対象としたJGAP指導員基礎
研修等の実施回数
　H27：4回、H28：7回、H29：7回、H30：4回
・認証制度の消費者向けＰＲ回数
　H27：5回、H28：5回、H29：8回、H30：12回

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　安全で安心な農産物の供給のみならず、輸出拡大やオリパラ向
け食材調達基準に適合する農林水産省のＧＡＰガイドラインに完
全準拠した「とくしま安²ＧＡＰ認証制度（優秀認定）」等の認
証取得を推進するためには、ＧＡＰ研修会の開催等による生産者
の理解促進を図るとともに、記事掲載や料理教室等を通したＰＲ
により、幅広い世代の一般消費者の認知度向上を図る必要があ
る。

＜今後の取組方針＞
　引き続き、農林水産省のＧＡＰ
ガイドラインに完全準拠した「と
くしま安²ＧＡＰ認証制度（優秀認
定）」等の認証取得を推進するた
め、ＧＡＰ研修会の開催等による
生産者の理解促進を図るととも
に、記事掲載や料理教室等を通し
たＰＲにより、幅広い世代の一般
消費者の認知度向上を図る。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●安全で安心な農産物の供給のた
め、農産物の安全、環境保全、労
働安全について適正管理を行い、
農林水産省のＧＡＰガイドライン
に準拠した「とくしま安²ＧＡＰ認
証制度（優秀認定）」等の取得を
推進します。
＜農林＞
○農林水産省ＧＡＰガイドライン
準拠以上の認定件数（累計）
　　㉕１４件→R①５０件

農林 A

工程（年度別事業計画） 実績値
（H27）

実績値
（H28）

実績値
（H29）

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　本県水田農業の持続的発展のために、飼料用米や酒米等の地域
の実情に応じた米づくりを推進に加え、全農徳島県本部等の関係
機関と連携し東南アジア等への県産米の輸出拡大を進めた結果、
県産米の輸出数量は112トンに増加した。
・量販店等での試食販売や商談会の実施
　H27：3回、H28：4回、H29：3回、H30：２回

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　「水田活用直接支払交付金」を活用した輸出用米の生産振興
や、国補事業を活用した輸出国先（香港、シンガポール等）への
積極的なプロモーション活動に取り組む必要がある。

＜今後の取組方針＞
　引き続き、「水田活用直接支払
交付金」を活用した輸出用米の生
産振興や、国補事業を活用した輸
出国先（香港、シンガポール等）
への積極的なプロモーション活動
に取り組む。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●本県農林水産業の持続的な発展
や農山漁村の活性化に資するた
め、「徳島県食料・農林水産業・
農山漁村基本条例」を肉付けする
基本計画に基づき、「高いブラン
ド力」などの「強み」を活かした
「攻め」の対策と小規模経営体・
産地の維持に向けた「守り」の対
策に重点的に取り組み、農林水産
業の成長産業化を目指します。
また、飼料用米や酒米をはじめと
する新規需要米及び輸出米の生産
拡大に向けた取組みなど、地域の
実情に応じた持続可能な水田農業
を推進します。
＜農林＞
○県産米輸出数量
　　㉕３４トン→R①８３トン

農林 A
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 畜水産物について、スマート鶏舎（レンタル
式）等への再整備による生産の効率化や新規生
産農場の指定等規模拡大を図るとともに、グ
ローバル化に向け、ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰの認証
取得など「攻めの畜産」を展開するため、一歩
先行くプレミアム化や経営転換の推進、「阿波
尾鶏」をはじめとする畜産ブランドの加工品開
発など、競争力強化を推進します。
また、すだち・なると金時など本県を代表する
品目について、東京・渋谷で開設する
「TurnTable」や「新型ＰＲ車両」などによ
る首都圏や関西圏でのＰＲ活動によるレベル
アップ等を図り、「日本のトップブランド」実
現に向けた取組みを推進します。
＜農林＞

推進 → → → →

○「阿波尾鶏」出荷羽数
　　㉕１９５万羽→㉚３００万羽

230万羽 250万羽 280万羽 300万羽 300万羽 209万羽 208万羽 207万羽 214万羽 △

○「阿波とん豚」出荷頭数
　　㉕６１頭→R①１，５００頭

300頭 600頭 900頭 1,200頭 1,500頭 236頭 384頭 510頭 310頭 △

○「阿波牛」出荷頭数
　　㉕２，１００頭→R①２，９００頭

2,150頭 2,400 頭 2,800 頭 2,850 頭 2,900 頭 2,702頭 2,653頭 2,855頭 3,278頭 ◎

○県有和牛雄牛を用いた人工授精頭数
　　㉕－→R①３０頭

- - - 育成 開始 30頭 - - - 育成開始 ◎

○水産物出荷・流通体制施設等の整備（累計）
　　㉕５施設→R①１１施設

7施設 8施設 9施設 10 施設 11 施設 8施設 9施設 11施設 12施設 ◎

番号

30

■「阿波尾鶏」出荷羽数
　：300万羽（195万羽）

■「阿波とん豚」出荷頭数
　：1,500頭（61頭）

■「阿波牛」出荷頭数
　：2,900頭（2,100頭）

■県有和牛雄牛を用いた人工授精頭数
　：30頭（－）

■水産物出荷・流通体制施設等の整備
　：11施設（５施設）

主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）
実績値

（H28）

委員意見H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
実績値

（H29）
実績値

（H30）
数値目標
の達成度

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　畜水産業の再整備による生産性向上や規模拡大等を図るととも
に、ＧＡＰ・ＨＡＣＣＰの認証取得等を推進した結果、畜水産業
の競争力が強化された。

○「阿波尾鶏」出荷羽数
・飼料米給与システムの導入（県南及び県西部各1箇所ずつ）、
レンタル鶏舎（計7棟）及び鶏糞処理関連機器の整備を支援
・マスメディア等を活用したブランド協議会販促活動：浜内千波
さん及び徳島新聞社女性クラブとの連携による料理講習会の開
催、オリジナルＴＶ＆ラジオＣＭの作成及び放映、ﾕｰﾌｫｰﾃｰﾌﾞﾙと
コラボした販促ｸﾞｯｽﾞの開発、消費者協会とのリスクコミュニ
ケーション会議及び日本栄養改善学会でのワークショップ開催
・東京オリ･パラへの食材提供に向けてＧＡＰ･ＨＡＣＣＰダブル
認証取得への取組み開始、大手ケータリング業者へのプレゼン、
ホストタウンサミット交流会への参加
・農場HACCP認証の新規取得件数： 2農場（H30）
・香港への輸出拡大：H26：10ｔ → H30：18.6t
・21年連続で地鶏肉生産量日本一を維持

○「阿波とん豚」出荷頭数
・生産性向上のための設備投資を支援（飼料米脱皮粉砕機、堆肥
散布車導入等）
・母豚の産子数増加に寄与する技術開発（体外受精卵移植、
DNAマーカーによる選抜等）
・オンライン流通販売システムの構築・運用開始、阿波とん豚専
用格付けの検討（と畜データ収集）
・県内外のイベントを開催し、指定店舗数が増加
　（H26：10店 → H30：28店）

○「阿波牛」出荷頭数
・繁殖牛の増頭や繁殖肥育一貫経営への転換に必要な畜舎整備を
支援。
・畜産研究課への高能力雌牛導入による受精卵供給や繁殖雌牛増
頭を支援
・海外輸出：ﾐﾗﾉ万博でのＰＲ、H27年度からのﾏｶｵ輸出に加え、
H30年度にはﾀｲ、ﾏﾚｰｼｱ、台湾、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱへ輸出

○県有和牛雄牛を用いた人工授精頭数
　平成30年度に種雄牛候補牛3頭を導入するとともに、国の地方
創生拠点整備交付金を活用し、肉用種雄牛の飼育及び精液採取・
保管施設を整備した。

○水産物出荷・流通体制施設等の整備（累計）
　農山漁村未来創造事業等を活用して、漁協が実施する施設整備
を支援
　H27：産直市施設の増設（北灘漁協）
　 　　　畜養水槽ポンプの整備（阿部漁協）
　H28：産直市施設の整備（北灘漁協）
　H29：荷さばき施設の整備（徳島市漁協、小松島漁協）
　H30：冷蔵・冷凍施設整備（福村漁協）

＜数値目標の達成見込み＞　努力を要する

＜課題＞
　畜水産業の競争力強化を更に進めるため、21年連続地鶏日本
一の阿波尾鶏をはじめ県畜産物の販路拡大に向けたＧＡＰ・ＨＡ
ＣＣＰ認証の取得や商品開発を推進するとともに、畜水産業施設
の整備を継続して支援する必要がある。また、阿波とん豚の増産
に向けて、母豚の産子数の増加に向けた育種・改良の研究等を推
進する必要がある。

＜今後の取組方針＞
　引き続き、畜水産業の競争力強
化を更に進めるため、21年連続地
鶏日本一の阿波尾鶏をはじめ県畜
産物の販路拡大に向けたＧＡＰ・
ＨＡＣＣＰ認証の取得や商品開発
を推進するとともに、畜水産業施
設の整備を継続して支援する。ま
た、阿波とん豚の増産に向けて、
母豚の産子数の増加に向けた育
種・改良の研究等を推進する。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●畜産物について、スマート鶏舎
（レンタル式）等への再整備によ
る生産の効率化や新規生産農場の
指定等規模拡大を図るとともに、
グローバル化に向け、ＧＡＰ・Ｈ
ＡＣＣＰの認証取得など「攻めの
畜産」を展開するため、一歩先行
くプレミアム化や経営転換の推
進、「阿波尾鶏」をはじめとする
畜産ブランドの加工品開発など、
競争力強化を推進します。
また、水産業の成長産業化を図る
ため、漁協等が行う共同利用施設
の整備を支援するなど、水産物の
生産・流通機能を強化する取組を
推進します。
＜農林＞
○「阿波尾鶏」の地鶏出荷羽数全
国順位
　　㉕－→R①１位
○水産物出荷・流通体制施設等の
整備（累計）
　　㉕５施設→R①１３施設

農林 C
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 大学や民間企業との連携を強化し、研究施設の
機能強化を図ることにより、本県農林水産業を
支える新技術の開発を推進するとともに、新技
術導入促進に向けた情報収集、実演会をはじめ
情報提供により、現場への速やかな普及を図り
ます。
＜農林＞

推進 → → → →

○農業用アシストスーツの現場への
　導入数（累計）
　　㉕－→R①２０台

- - 10台 15台 20台 - 2台 9台 15台 ◎

○「徳島発・次世代技術」創造数（累計）
　　㉕４２件→R①７１件

50件 55件 60件 65件 71件 50件 55件 60件 66件 ◎

● 年々充実を続ける森林資源の積極的な活用を図
る「新次元林業プロジェクト」において、主伐
に対応する「新林業生産システム」の更なる導
入を進め、主伐から再造林、保育までの「森林
サイクル」の確立による県産材の更なる増産を
推進します。
＜農林＞

推進 → → → →

○県産材の生産量
　　㉕２９万㎥→R①４５万㎥

33万㎥ 36万㎥ 39万㎥ 42万㎥ 45万㎥ 32.4万㎥ 35.3万㎥ 37.5万㎥ 37.1万㎥ △

● 農林水産業の成長産業化を推進するためアグ
リ、マリン、フォレスト各サイエンスゾーンを
核として、産学官によるオープンイノベーショ
ンを加速し、収益性の高い新たな技術開発や実
践力の高い人材育成等により「もうかる農林水
産業」を実現します。
＜農林＞

推進 → →

○新たなイノベーション創出による
　農林水産物の産出額
　　㉕－→R①９３億円

- - 82億円 89億円 93億円 - - 71億円 83億円 ○

■農業用アシストスーツの
　現場への導入数（５か年の累計）
　：20台（－）

■「徳島発・次世代技術」創造数（累計）
　：71件（42件）

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）
実績値

（H28）
実績値

（H29）

■県産材の生産量：45万㎥（29万㎥）

■新たなイノベーション創出による
　農林水産物の産出額：93億円（ー）

31

32

33

＜今後の取組方針＞
　引き続き、　「もうかる農林水
産業」を実現するため、各サイエ
ンスゾーンにおいて、産学官連携
によるオープンイノベーションを
加速させ、ＩｏＴをはじめとする
先端技術を活用した技術開発や新
たな価値創出につながる研究開発
を推進する。

農林 B

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
委員意見

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　大学や民間企業との連携強化や研究施設の機能強化により、本
県農林水産業を支える新技術の開発を推進し、新技術導入促進に
向けた情報収集、実演会をはじめ情報提供により、現場への速や
かな普及を図った。

○農業用アシストスーツの現場への導入数（累計）
　研修会の開催等により、導入推進に取り組んだ。
　H28：２台、H29：７台（米運搬アシスト機具）
　H30：15台（レンコン運搬作業用等）
○「徳島発・次世代技術」創造数（累計）
　大学や民間企業と連携し、「鮮度保持・低コスト流通・輸出技
術の実証」、「徳島すぎの高耐久・高強度「乾燥材」の開発」、
「放流後の生残率が高いアワビ種苗の低コスト生産技術開発」等
の徳島発の技術を開発した。
　H27：４件、H28：５件、H29：５件、H30：６件

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　本県農林水産業を支える新技術の開発・普及のため、大学や民
間企業との連携を強化・推進する必要がある。

＜今後の取組方針＞
　引き続き、本県農林水産業を支
える新技術の開発・普及のため、
大学や民間企業との連携を強化・
推進する。

農林 A

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　主伐に対応する「新林業生産システム」の更なる導入を進め、
主伐から再造林、保育までの「森林サイクル」の確立による県産
材の更なる増産を推進した結果、県産材の生産量は37.1万㎥と
なった。

H27：「森林環境保全整備事業」や「森林整備加速化・林業飛躍
事業」を活用し、県産材の生産及び路網整備、高性能林業機械の
導入を支援
H28：「森林環境保全整備事業」に加え国のＴＰＰ関連補正予算
を活用し、間伐材等の生産や高性能林業機械の導入や路網整備を
支援するとともに、架線集材の設置等を県単独で支援
H29：大型高性能林業機械（ハイランダー，大型フォワーダ）に
よる皆伐の効率化実証や、油圧集材機の実装による素材生産の拡
大策を実施
H30：林業事業体による林業専用道の開設や大型高性能林業機械
（プロセッサ，ハーベスタ等）の導入等を支援

＜数値目標の達成見込み＞　努力を要する

＜課題＞
　県産材の更なる増産を推進するため、「スマート林業プロジェ
クト」に基づき、主伐から再造林、保育までの「森林サイクル」
の確立、担い手育成、木材流通の低コスト化、県版木育サミット
の開催等を推進する必要がある。

＜今後の取組方針＞
　県産材の更なる増産を推進する
ため、「スマート林業プロジェク
ト」に基づき、主伐から再造林、
保育までの「森林サイクル」の確
立、担い手育成、木材流通の低コ
スト化、県版木育サミットの開催
等を推進する。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●年々充実を続ける森林資源の積
極的な活用を図る「新次元林業プ
ロジェクト」において、主伐に対
応する「新林業生産システム」の
更なる導入を進め、主伐から再造
林、保育までの「森林サイクル」
の確立による県産材の更なる増産
を推進するとともに、「木育」を
推進し、県産材の販売拡大や、観
光、インバウンドにも資する木育
拠点施設の開設を目指し、県産材
の需要拡大を推進します。
＜農林＞

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　農林水産業の成長産業化を推進するためアグリ、マリン、フォ
レスト各サイエンスゾーンを核として、徳島大学生物資源産業学
部をはじめとする高等教育機関や民間事業者との産学官連携によ
るオープンイノベーションを加速し、収益性の高い新たな技術開
発を推進した結果、新たなイノベーション創出による農林水産物
の産出額は83億円に増加した。
・地方創生拠点整備交付金の活用により、平成29，30年度にお
いて「六次産業化研究施設」、「林業人材研修施設」、「次世代
型園芸施設」、「研究用ウィンドレス鶏舎」、「徳島すぎの実大
高度荷重試験施設」、「アワビ種苗生産研究施設」等の各サイエ
ンスゾーンの拠点施設の整備を実施した。

＜数値目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
　「もうかる農林水産業」を実現するため、各サイエンスゾーン
において、産学官連携によるオープンイノベーションを加速さ
せ、ＩｏＴをはじめとする先端技術を活用した技術開発や新たな
価値創出につながる研究開発を推進する必要がある。

農林 C
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 農林水産業のもうかる成長産業化に向け、「と
くしまブランド推進機構」による、生産、流
通、販売の総合的な支援を一体的に行い、「農
産物の生産拡大」と「農業者の所得向上」を図
ります。
＜農林＞

推進 → →

○とくしまブランド推進機構の関与した
　販売金額
　　㉕－→R①25億円

- - 10億円 20億円 25億円 - - 10億円 9月判明 ◎

● 「とくしま特選ブランド」など本県の優れた農
畜水産物や６次化商品について、日本のトップ
ブランドとしてアピール力を高めるため、情報
発信力が高い首都圏において、メディア、飲
食、食品企業関係者へのプロモーションと発信
の拠点として、「Turn Table(ｖｓ東京「とく
しまブランドギャラリー」)」を創設し、売上
額増加に向けた取組みを推進します。
＜農林＞

推進 → →

○「Turn Table(ｖｓ東京「とくしま
　ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｷﾞｬﾗﾘｰ」)」での販売総売上額
　　㉕－→R①２．０億円

- - 0.3億円 1.9億円 2.0億円 - - 0.1億円 1.1億円 △

35

番号

34

■とくしまブランド推進機構の
　関与した販売金額：25億円（ー）

主要事業の概要・数値目標

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　メディア、飲食、食品企業関係者への本県農畜水産物のプロ
モーションと情報発信の拠点「Turn Table(ｖｓ東京「とくしま
ブランドギャラリー」)」を、平成30年２月に東京都渋谷区に
オープンし、売上額増加に向け取組みを推進した結果、飲食・物
販部門の販売総売上額は1.1億円となった。
・食事や宿泊等の施設利用者は、３万人を超えた（H30）。
・徳島の文化や音楽，移住交流などのイベントを76回開催
（H30）
・有名グルメ雑誌や情報誌、テレビ番組など60件以上のメディ
ア媒体から情報発信（H30）

＜数値目標の達成見込み＞　努力を要する

＜課題＞
　さらなるTurnTableの利活用促進に向けて，飲食部門のメ
ニューや価格、店舗レイアウトの見直しや，首都圏での県産食材
の営業活動を強化していく必要がある。

＜今後の取組方針＞
　さらなるTurnTableの利活用促
進に向けて，飲食部門のメニュー
や価格、店舗レイアウトの見直し
や，首都圏での県産食材の営業活
動を強化していく。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●首都圏における情報発信と交流
の拠点「Turn Table※」におい
て、メディア、飲食、食品企業関
係者などへ「阿波ふうど」の魅力
や価値を発信し、県産品の認知度
向上、販路拡大を図るとともに、
観光や文化など本県の魅力を発信
し、徳島県そのもののブランディ
ングを推進します。
＜農林＞

農林 C

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　農林水産業のもうかる成長産業化に向け、「とくしまブランド
推進機構」による、生産、流通、販売の総合的な支援を一体的に
行った結果、同機構が関与した販売金額は10億円となった。
１　マーケットイン型の産地育成の推進
・ほうれんそうハウス整備面積(H29　31a，H30　30a）
・にんじんの販売時期拡大（H30試験出荷実施）、枝豆の品質向
上（H29展示ほ1カ所）
・テストマーケティングの品目数
　H28：３、H29：6、H30：4
2 　販路拡大対策
・デパ地下の売り場確保数
　Ｈ28：６、H29：４、H30：８
・県外でのフェアー開催数
　Ｈ28：３、H29：10、H30：14
・新たな食材供給システム（SEND）導入数
　H28：50、H29：70、H30：120
３　ハード整備（次世代型園芸ハウス、集出荷貯蔵施設等）の推
進
　H28：11億円、H29：26億円、H30：９月判明

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　農林水産業のもうかる成長産業化のため、「とくしまブランド
推進機構」による京阪神・首都圏での販促活動による販促活動
や、マーケットイン型産地の整備等の支援を継続する必要があ
る。

＜今後の取組方針＞
　引き続き、農林水産業のもうか
る成長産業化のため、「とくしま
ブランド推進機構」による京阪
神・首都圏での販促活動による販
促活動や、マーケットイン型産地
の整備等の支援を継続する。

農林 A

工程（年度別事業計画） 実績値
（H27）

実績値
（H28）

実績値
（H29）

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
委員意見

■「Turn Table(ｖｓ東京「とくしま
　ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｷﾞｬﾗﾘｰ」)」での販売総売上額
　：2.0億円（－）
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④６次産業化・とくしまブランド海外展開の推進

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 農工商連携等による新商品の開発、販路開拓な
どの取組みにより、食の宝庫徳島の地域資源を
活用した６次産業化を推進します。
＜商工・農林＞

推進 → → → →

○農工商連携等による
　６次産業化商品開発事業数（累計）
　　㉕１３５件→R①３５０件

180件 220件 260件 300件 350件 209件 237件 273件 308件 ◎

○六次産業化法における「総合化事業計画」
　に基づく事業者の売上増加額（累計）
　　㉕0.7億円→R①5.8億円

- - 3.7 億円 4.7 億円 5.8 億円 - - 8.2億円
R2.3月

判明
◎

● 農工商連携による生産・加工・販売が一体化し
た６次産業化に対応した教育を行うとともに、
高等教育機関等との接続も視野に入れた専門学
科を設置し、地域活性化を担う即戦力を育成し
ます。
＜教育＞

準備 → 設置 推進 →

○県立高校「６次産業化専門学科」の設置
　　㉙設置

- - 設置 - - 準備 準備 設置 推進 ◎

36

37

番号 主要事業の概要・数値目標

■県立高校「６次産業化専門学科」の設置
　：H29設置

工程（年度別事業計画） 実績値
（H27）

実績値
（H28）

委員意見実績値
（H29）

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局

■農工商連携等による６次産業化商品
　開発事業数（５か年の累計）
　：350件（135件）

■６次産業化法による「総合化事業計画」
　の売上増加額（累計）
　：5.8億円（0.7億円）

A

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
１　６次産業化専門学科である「アグリビジネス科」を、平成
29年４月に、徳島県立城西高等学校へ新設した。
２　平成29年度にはＬＥＤ植物工場を備えた生産・加工・販売
の一連の流れを実践的に取り組むためのアグリビジネス実習棟を
整備した。
３　平成30年度には、アグリビジネス実習棟を活用し、高付加
価値のある商品開発から販売実習まで、実践的な教育を展開し
た。

　上記の取組等により、従来の学科の枠を超えた６次産業化に対
応した農工商融合による専門教育を行う環境が創出され、地方創
生につながる６次産業化を総合的にプロデュースできる人材の育
成が図られた。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　生産，加工，商品開発，販売における実践的な取組の推進が必
要

＜今後の取組方針＞
　アグリビジネス実習棟等の活用
による６次産業化に対応した教育
における実践的取組を推進するこ
とで，地域を担う人材の育成へつ
なげる。

教育 A

商工
農林

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　農工商連携等による新商品の開発、販路開拓などの取組によ
り、食の宝庫徳島の地域資源を活用した６次産業化を推進した結
果、６次産業化商品開発事業数は累計308件（H30）となり、
「総合化事業計画」に基づく事業者の売上増加額は累計8.2億円
（H29）に拡大した。

○農工商連携等による６次産業化商品開発事業数（累計）
・6次産業化サポートセンターにおいてワンストップでの相談対
応を実施
・県、市町村、生産団体、大学、金融機関等が連携し、販路開拓
等の農林水産業の6次化推進と新商品開発を支援
・農商工連携ファンド等の活用により事業化の支援を実施
・首都圏等における展示商談会で「徳島県ブース」を設置し、販
路開拓・拡大を支援
・1次、2次、3次事業者の交流会やセミナーを開催
・6次産業化に取り組む生産者等を対象に専門家（6次産業化プ
ランナー）を派遣し、商品開発や計画作りを支援

○六次産業化法における「総合化事業計画」に基づく事業者の売
上増加額（累計）
・六次産業化法における「総合化事業計画」の認定数を増やすた
め、取組事業者の掘り起こしと関係機関の連携によるサポートを
実施

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　農工商連携による６次産業化を推進するため、「６次産業化サ
ポートセンター」を通した「６次産業化プランナー」の派遣やセ
ミナー・交流会の開催等を支援するとともに、新規事業者に対す
る「総合化事業計画」の策定や必要に応じた計画の見直し・更新
を支援する必要がある。

＜今後の取組方針＞
　農工商連携による６次産業化を
推進するため、「６次産業化サ
ポートセンター」を通した「６次
産業化プランナー」の派遣やセミ
ナー・交流会の開催等を支援する
とともに、新規事業者に対する
「総合化事業計画」の策定や必要
に応じた計画の見直し・更新を支
援する。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
○農工商連携等による６次産業化
商品開発事業数（累計）
　　㉕１３５件→R①３７０件
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 世界にはばたく「とくしまブランド」の確立を
目指し、「販売ルートの強化」、「新たなマー
ケットの開拓」、「物流上の課題への対応」、
「輸出に取り組む新たな人材の発掘・育成」に
取り組むことにより、県産農林水産物等の輸出
拡大を図ります。
＜農林＞

推進 → → → →

○農林水産物等輸出金額
　　㉕２．４億円→R①１４億円

5.4億円 7.2億円 9.5億円 12億円 14億円 6.1億円 8.9億円 11.3億円 12.9億円 ◎

○「とくしまブランド」
　輸出相手先国・地域数
　　㉕９か国→R①２２か国

13か国 15か国 18か国 20か国 22か国 13か国 15か国 18か国 20か国 ◎

● 野生鳥獣の処理加工施設を拠点に、地元で「阿
波地美栄（ジビエ）」を取り扱う店舗を増やす
とともに、海外展開も視野に入れたＰＲ活動等
を通じて消費拡大を図ります。
＜農林＞

推進 → → → →

○「阿波地美栄」取扱店舗数（累計）
　　㉕５店舗→R①３１店舗

12店舗 14店舗 27店舗 29店舗 31店舗 23店舗 27店舗 32店舗 39店舗 ◎

38

39

番号 主要事業の概要・数値目標

■農林水産物等輸出金額
　：14.0億円（2.4億円）

■「とくしまブランド」
　輸出相手先国・地域数：22か国（9か国）

■「阿波地美栄」取扱店舗数（累計）
　：31店舗（５店舗）

A

農林 A

工程（年度別事業計画） 実績値
（H27）

実績値
（H28）

実績値
（H29）

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
委員意見

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　「販売ルートの強化」、「新たなマーケットの開拓」、「物流
上の課題への対応」、「輸出に取り組む新たな人材の発掘・育
成」に取り組むことにより、県産農林水産物等の輸出拡大を図っ
た結果、20の国・地域に向けて県産農林水産物を12.9億円輸出
した。

○農林水産物等輸出金額
・ワンストップの総合窓口である「農畜水産物等輸出サポートセ
ンター」を通じて、輸出に取り組む生産者や事業者に対して実践
的なサポートを実施
・「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」（平成28年２月改
訂）で設定した新たな戦略目標の達成に向けて、検疫条件やハ
ラールへの対応など、輸出に係る課題の解決に努めるとともに、
海外フェアをはじめとする消費者へのプロモションやバイヤー招
へい・商談会を開催する等、販路の開拓や輸出の定着化を推進

○「とくしまブランド」輸出相手先国・地域数
・H30年度に、新たにスペイン、マカオに輸出

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　「輸出戦略」に基づき、検疫条件やハラールへの対応等の課題
解決を図るとともに、「サポートセンター」を通じて、重点輸出
国・地域等での消費者フェアーやバイヤー等との商談会の開催、
新規輸出開拓国等での市場調査等の輸出拡大に向けた取組を支援
する必要がある。

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　野生鳥獣の処理加工施設を拠点に、地元で「阿波地美栄（ジビ
エ）」を取り扱う店舗を増やすとともに、海外展開も視野に入れ
たＰＲ活動等を通じて消費拡大を図った結果、「うまいよ！ジビ
エ料理店」認定店舗数は累計39店舗に増加した。
・イベントへの出展によるPR回数
　H27：５回（県外：３、県内：２）
　H28：４回（県外：２、県内：２）
　H29：６回（県外：２、県内：４）
　H30：１３回（県外：４、県内：９）
・多言語対応のHP開設
・ハラール認証の取得
　H27：木沢シカ肉加工施設、H29：中川食品
・衛生処理講習会の開催
　H27：1回、H28：2回、H29：2回、H30：2回

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　安定供給するための阿波地美栄処理施設整備・強化を支援する
とともに、専用HPの強化やイベントでの積極的な情報発信によ
り国内外での販路拡大を推進する必要がある。

＜今後の取組方針＞
　引き続き、「輸出戦略」に基づ
き、検疫条件やハラールへの対応
等の課題解決を図るとともに、
「サポートセンター」を通じて、
重点輸出国・地域等での消費者
フェアーやバイヤー等との商談会
の開催、新規輸出開拓国等での市
場調査等の輸出拡大に向けた取組
を支援する。

＜今後の取組方針＞
　安定供給するための阿波地美栄
処理施設整備・強化を支援すると
ともに、専用HPの強化やイベント
での積極的な情報発信により国内
外での販路拡大を推進する。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
○「阿波地美栄」取扱店舗数
　　㉕５店舗→R①４４店舗

農林
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 県産材のさらなる販路拡大を目指し、成長著し
い東アジアなどへの原木や付加価値の高い製品
輸出を進めるとともに、構造材だけでなく壁、
床板等の内装材や建具まで、集合住宅など輸出
相手国の住環境に応じた県産木造住宅と大工等
の技術者をセットで輸出するシステムを構築
し、県産材の輸出を促進します。
＜農林＞

推進 → → → →

○県産材の海外輸出量
　　㉕１，７６０㎥→R①１１，０００㎥

4,750㎥ 6,500㎥ 8,250㎥
10,000

㎥
11,000

㎥
5,979㎥ 5,260㎥ 2,825㎥ 6,362㎥ △

○県産木造住宅の輸出戸数（累計）
　　㉕－→R①６０戸

- - 30戸 50戸 60戸 - - 9戸 14戸 △

● 農工商教育の活性化を図るため、平成２７年３
月に策定した「徳島県農工商教育活性化方針」
に基づき、高校における農工商教育の活性化に
取り組むとともに、農工商が連携し、徳島なら
ではの地域資源を十分に生かした６次産業化に
対応した教育を推進します。
＜教育＞

○６次産業化商品のプロデュース数（累計）
　　㉕－→R①１３件

1件 4件 7件 10件 13件 3件 5件 7件 10件 ◎

40

41

主要事業の概要・数値目標

■県産材の海外輸出量
　：11,000㎥（1,760㎥）

■県産木造住宅の輸出戸数（５か年の累計）
　：60戸（－）

■６次産業化商品
　プロデュース数（５か年の累計）
　：13件（－）

番号
工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）
実績値

（H28）

推進 → →

実績値
（H29）

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
委員意見

＜今後の取組方針＞
　丸太輸出は定着しつつあるが、
さらなる県産材の増産に向けて、
引き続き、林業経営体への支援す
る。
　また、海外（韓国・台湾・シン
ガポール）の県産材ショールーム
を情報発信・交流拠点と位置づけ
て、販路拡大に取り組むととも
に、「とくしま農林水産物等海外
輸出戦略」に基づき、高付加価値
の製品や、県産木造住宅と大工等
の技術者をセットで「まるごと輸
出」する取組の拡大を支援する。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●成長著しい東アジアなどへの原
木や付加価値の高い製品輸出を拡
大するため、構造材だけでなく内
装材や建具、集合住宅など輸出相
手国の住環境に応じた県産木造住
宅と大工等の技術者をセットで輸
出することにより、県産材の輸出
を促進します。
＜農林＞
○県産材の海外輸出量
　　㉕１，７６０㎥
　　　　→R①１２，０００㎥

＜今後の取組方針＞
　３地域での学校間連携（協働）
の取組を継続することにより，プ
ロデュース商品の新たな魅力化，
生産方法・工程での改善，販路開
拓等による事業の継続・発展を図
る。

農林

教育→ →

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
○県産材の海外輸出量
　県産材の輸出を促進するため、成長著しい東アジアなどへの原
木や付加価値の高い製品の輸出促進に取り組んだ結果、過去最高
の6,362㎥を輸出した。

○県産木造住宅の輸出戸数（累計）
　輸出相手国の住環境に応じた県産木造住宅と大工等の技術者を
セットで輸出するシステムの構築に取り組んだ結果、累計14戸
の県産木材住宅を輸出した。
・ミラノ国際博覧会徳島WEEK展示コーナーで、県産材を活用し
た木製品（行灯、藍染木製品、つき板など）の展示や４Kで作成
したＰＲビデオを活用し、県産材の魅力を発信（H27）
・県産木造住宅をパッケージ化して輸出する拠点として、台湾と
シンガポールに「県産材ショールーム」を開設（H28）
・韓国向けに、プレカット材による県産木造住宅１棟を大工技術
と合わせて輸出（H29）
・台湾向けに、プレカット材による県産木造住宅５棟を大工技術
と合わせて輸出（H30）

＜数値目標の達成見込み＞　努力を要する

＜課題＞
　木質バイオマス発電用燃料やオリパラ関連施設の建築ラッシュ
等による国内需要の高まりから、海外向け輸出に一部影響が認め
られるため、県産木材のより一層の増産に向けた取組が必要であ
る。
　また、輸出相手国の住環境に対応するため、県産木造住宅と大
工等の技術者をセットで「まるごと輸出」する取組の拡大を支援
する必要がある。

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　学校間連携(協働)による生産・加工・商品開発・販売への実践
的な取組を実施
・【県央】テーマ「阿波藍」
城西高校（農業）,徳島科学技術高校（工業）,徳島商業高校（商
業）
・【県南】テーマ「ゆこう」
小松島西高校勝浦校・新野高校（農業）,阿南工業高校（工業）,
富岡東高校（商業）
・【県西】テーマ「アロマオイル」
池田高校三好校（農業）・辻校（商業）,つるぎ高校（工業・商
業）

１　あわ（OUR）教育研究発表会（H27，H28）
２　成果報告会（H27，H28，H29，H30）
３　プロデュース商品（10件）
　　・食べる「藍」和菓子，餃子，洋菓子
　　・藍染（阿波和紙）行灯
　　・ゆこうケーキ，ゆこうマーマレード，ゆこうどら焼き
　　・アロマキャンドル
　　・アロマオイルの香る写真立て（未利用木材活用）
　　・アロマ石けん
４　生産における改善成果物等
　　・藍刈り取り機，すくも温度管理システム
　　・ゆこう収穫ばさみ，搾り器
　　・収穫ばさみ，アロマオイル抽出機
５　販売・市場調査
　　・東京オリ・パラ1000日前イベントでの販売
　　・スタジアム学園祭での販売
　　・東京交通会館での販売

　平成27年度から全国に先駆けて実施してきた上記の学校間連
携による取組等により、地域資源を活用し，学科の枠を超えた生
徒協働による６次産業化に対応した教育を進めることができた。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　市場が求めるプロデュース商品への改良，販売路開拓が必要

C

A
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（イ）戦略的な観光誘客の推進

①「訪日外国人４０００万人時代」に向けた取組み

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 「おどる宝島！パスポート」をはじめとする誘
客コンテンツの整備、効果的な魅力発信や旅行
商品の造成促進等による「観光目的客の取り込
み」、コンベンション誘致促進による「ビジネ
ス目的客の取り込み」、「東京オリンピック・
パラリンピック」等を見据えた「『訪日外国人
４０００万人時代』に向けた取組み」を核とす
る「徳島県観光振興基本計画（第２期）」に基
づく戦略的な取組みの推進、「阿波とくしま観
光の日」の普及啓発を図るとともに、日本版Ｄ
ＭＯ法人等の観光関連事業者との連携を強化
し、地域が一体となって観光誘客を促進しま
す。
＜商工＞

推進 → → → →

○年間の延べ宿泊者数
　　㉕２２６万人→R①３１０万人　<暦年>

260万人 270万人 285万人 300万人 310万人 231万人 238万人 230万人 222万人 △

● 「四国八十八箇所霊場と遍路道」は「世界に誇
る四国の財産」であり、この「かけがえのない
文化資産」を全国に、さらには世界へ向けて発
信し、人類共有の財産として将来の世代へ保
存・継承していくため、四国他県や関係団体と
連携して、世界遺産登録を目指した取組みを加
速し、遍路道や札所寺院を国の史跡として指定
する「資産の保護措置」を進め、遍路道の国史
跡指定距離の延伸と、札所寺院については、平
成28年度の２カ寺に加えて、新たな追加指定
に向けた取組みを進めます。
＜政策＞

○国の世界遺産暫定一覧表への記載
　　㉘記載

- 記載 - - - -
提案書
の提出

- - △

○札所寺院の国史跡追加指定に向けた
　意見具申
　　㉚２カ寺

- - - ２カ寺 - - - - ２カ寺 ◎

番号 主要事業の概要・数値目標

42

43

■年間の延べ宿泊者数
　：310万人（226万人）

■「四国八十八箇所霊場と遍路道」の
　国の世界遺産暫定一覧表への記載
　：H28記載

■札所寺院の国史跡追加指定に向けた
　意見具申：２カ寺（－）

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
・オンライン旅行会社を中心とした大手旅行会社のＷＥＢサイト
やＳＮＳ等を活用し、徳島の魅力を全国に発信する「＃徳島ある
でないで」キャンペーンを実施した。
・県外で開催される観光商談会等に参加し、旅行会社に対して、
県内宿泊施設や観光施設と一体となって、徳島の観光素材、徳島
の魅力を発信した。
・「おどる宝島！パスポート」により、県内及び淡路島の観光施
設、飲食店等の「おもてなし施設」と連携し、観光客の利便性の
向上を図ることにより誘客促進を図った。平成３１年２月から
は、従来の紙パスポートからアプリ化し、よりタイムリーかつ効
果的な情報発信に努めた。
・本県最大の誘客コンテンツである阿波おどりの通年化、国際化
を図るなど、阿波おどりを最大限活かした誘客に取り組んだ。
・自然、歴史、文化等の地域資源を活かした体験型観光の推進
や、サーフィン、マラソン、サイクリング等のアクティビティに
よる誘客促進に取り組んだ。
・（一財）徳島県観光協会と連携し、多くの集客や宿泊が見込ま
れる学会や各種大会等のコンベンションの誘致に取り組んだ。

＜数値目標の達成見込み＞　努力を要する

＜課題＞
　誘客コンテンツの充実、二次交通の整備、情報発信の強化

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
【県民】
○世界遺産登録推進協議会及び各部会において、
　文化庁から示された課題（普遍的価値の証明、
　資産の保護措置等）を解決するため、
　四国４県で取り組みを進めた。
○H27.09.01　四国４県とｽﾍﾟｲﾝ・ｶﾞﾘｼｱ州が「四国
　遍路」の世界遺産登録に向け協力協定を締結
○H28.08.08　文化庁に対し世界遺産暫定一覧表追加
　記載に向けた「提案書」を提出
○H29.02.09　国史跡に｢鶴林寺､太龍寺」を指定
 （札所寺院の国史跡指定は四国初）
○H30.02.13　｢焼山寺道」約2.4㎞を国史跡「阿波
　遍路道」に追加指定し、H27～H29の整備距離は、
　8.6km、総延長は約15.9㎞
　(遍路道の国史跡指定距離は四国１位)
○H30.8～　クラウドファンディング（ふるさと納税制度）の
　活用による遍路道（太龍寺道）の環境整備
○H31.01.24 札所寺院の国史跡追加指定に向け意見具申（２カ
　寺）

　上記の取組等により，遍路道や札所寺院を国の史跡として指定
する「資産の保護措置」を進め，世界遺産登録に向けた取組の加
速化を図った。

【県土】
・路線バス事業者が行うバスターミナルや停留所等の案内表示の
多言語化、視認性向上等の環境改善に対して補助を行った。
　※四国交通バス停多言語表記（H27）、徳島駅前バスターミナ
ル多言語表記（H27）、南海フェリー徳島港多言語表記
（H30）
・公共交通機関による遍路旅をＰＲする多言語版パンフレットを
作成するとともに、啓発イベントを実施した。（H27～）
・多言語に対応した「バスロケーションシステム」の導入を実施
した。（H29～）

　上記の取組により、県内３コース（エリア）において、外国人
観光客等の利便性が向上した。

＜数値目標の達成見込み＞
○国の世界遺産暫定一覧表への記載　　　　　　努力を要する
○札所寺院の国史跡追加指定に向けた意見具申　順調
　
＜課題＞
・四国全体で1,400㎞に及ぶ遍路道と札所について、四国３県及
び県内関係市町と連携し、着実に資産の保護措置を行っていく必
要がある。
・H28に提出した記載の審議に必要な提案書の評価を待つととも
に，課題解決に向けた取組を推進する。

＜今後の取組方針＞
・オンライン旅行会社を中心とし
たＷＥＢサイトやフェイスブッ
ク・インスタグラムといったＳＮ
Ｓサイトを活用して誘客に取り組
む「＃徳島あるでないで」キャン
ペーンを宿泊業界、旅行会社、交
通機関等と連携して取り組む。
・トップセールスにより、本県単
独による観光商談会を開催
・更なるコンベンション誘致を促
進するとともに、夜間のイベント
を支援しナイトタイムエコノミー
の活性化を図る。
・県の観光情報サイト「阿波ナ
ビ」、観光施設等の情報発信に優
れた「専用アプリ」等により、効
果的な情報発信を行う。
・「おもてなしタクシー」の拡大
を図り、旅行者の満足度を高め
る。
・宿泊施設の客室増等の投資に対
して支援する。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
○年間の延べ宿泊者数
　　㉕２２６万人→R①２５５万人

＜今後の取組方針＞
【県民】
世界遺産暫定一覧表追加記載に向
け、県民の幅広い参画と共感を呼
び込む機運づくりに努めるととも
に、県内における「資産の保護措
置」の取組みを加速する。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●「四国八十八箇所霊場と遍路
道」は「世界に誇る四国の財産」
であり、この「かけがえのない文
化資産」を全国に、さらには世界
へ向けて発信し、人類共有の財産
として将来の世代へ保存・継承し
ていくため、四国他県や関係団体
と連携して、世界遺産登録を目指
した取組みを加速し、遍路道や札
所寺院を国の史跡として指定する
「資産の保護措置」を進め、遍路
道の国史跡指定距離の延伸と、札
所寺院については、新たな追加指
定に向けた取組みを進めます。
＜県民＞
○札所寺院の国史跡指定件数（累
計）
　　R①４カ寺

商工

政策
県民
県土

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
委員意見

C

C→ 記載 推進 → →

工程（年度別事業計画） 実績値
（H27）

実績値
（H28）

実績値
（H29）

実績値
（H30）

数値目標
の達成度
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 重点エリアである東アジア・東南アジアに加え
て、欧米も誘客の対象とし、海外と徳島阿波お
どり空港間のチャーター便の誘致をはじめ、関
西広域連合・せとうち観光推進機構・四国ツー
リズム創造機構等と連携した広域観光の推進、
徳島の魅力を活かした団体旅行及び個人旅行、
教育旅行、医療観光など多様な外国人観光誘客
を推進します。
＜商工＞

○県内への外国人延べ宿泊者数
　　㉕３２，３１０人→R①９０，０００人
　　　　　　　　　　　　　　　<暦年>

5万人 6万人 7万人 8万人 9万人
58,340

人
69,450

人
102,810

人
116,230

人
◎

番号
委員意見

■県内への外国人延べ宿泊者数
　：９万人（32,310人）

44

＜今後の取組方針＞
【商工】
　重点市場である東アジア地域を
はじめとする各国への現地プロ
モーションを継続実施するととも
に、関西広域連合、せとうち観光
推進機構、四国ツーリズム創造機
構等との連携により、広域周遊
ルートを活用した海外メディア・
旅行業者の招へいなどを行い、訪
日外国人観光誘客につなげる。

【西部】
　県西部圏域（にし阿波）への欧
米豪など外国人観光客の誘致を促
進するため、世界水準ＤＭＯの育
成や圏域内での観光周遊ルートづ
くり等に取り組むことにより、国
内外への情報発信や受入環境の整
備を推進します。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
○県内への外国人延べ宿泊者数
　　㉕３２，３１０人
　　　　→R①１１７，０００人

商工
西部

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

■関西での外国人延べ宿泊者数
　：3,700万人（793万人）

■瀬戸内への来訪意向を持つ人の割合
　：50.0%（27.9%）

■瀬戸内７県の外国人延べ宿泊者数
　：600万人（120万人）

■四国４県の外国人延べ宿泊者数
　：125万人（22万人）

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
【商工】
・ミラノ万博に出展し、本県の食や文化、産業、観光の魅力を世
界に向けて発信（関西広域連合の構成団体で、合わせて20日
間、うち本県が4日間出展）
・香港、台湾など海外で開催される旅行博に出展し、現地旅行業
者等に対する現地プロモーションを実施
・瀬戸内・関西・四国の各県と広域連携し、東アジア、東南アジ
ア、欧州など海外のメディアや旅行業者を本県に招へいして観光
ＰＲを実施
・関西広域連合と連携し、同連合および本県のホームページ内に
ムスリム旅行者向けのコンテンツを構築
・SNSを活用した多言語での情報発信
・日本秋祭in香港において観光交流セミナーや観光商談会を開催
・阿波踊りの海外派遣により、本県の知名度向上や文化交流に貢
献
・東アジアの学校との交流を通じた教育旅行の実施
・医療観光のPR実施
・受入環境整備の充実・強化

【西部】
１．ターゲット市場訪問及びＰＲ活動
【平成27，28年度】
＜アジア＞
・香港営業、香港秋祭り及び旅行会社等営業、雑誌記事広告掲載
等、シンガポール営業、現地PRイベント、マレーシア旅行博出
展及び営業
＜欧米豪＞
・パリ旅行博（フランス）、アヌーガ世界食品見本市、ハノー
バー見本市（ドイツ）でのPR、ミラノ万博（イタリア）出展、
在ロサンゼルス総領事公邸でのトップセールス、米国西海岸営業
及び商談会、旅行博出展、ニューヨーク営業、豪州営業
【平成29年度】
＜アジア＞
・香港営業、台湾メディアプロモーション、シンガポール旅行博
出展、マレーシア、シンガポール営業
＜欧米豪＞
・フランス旅行博での観光ＰＲ及び営業、米国西海岸旅行博出
展、商談会参加及び営業、豪州営業
【平成30年度】
＜アジア＞
・香港営業、香港秋祭り及び旅行会社等営業、香港雑誌記事広告
掲載等、台湾営業、四国セミナー、アウトドアイベント出展、 シ
ンガポール営業　現地旅行博出展、 マレーシア営業、旅行博出展
＜欧米豪＞
・ジャパン・ハウス　ロサンゼルス（米国）でセミナー開催、訪
問営業 、豪州営業、商談会出展

２．広域観光周遊ルートの推進等
【平成２７～３０年度】
・VJ（ビジットジャパン）、四国ツーリズム創造機構、２観光
圏連携（香川せとうちアート観光圏）と共同したファムトリップ
の催行等により、広域に外国人観光客を周遊させる取組を推進し
た。

　上記の取組等により、外国の旅行会社、メディア等へ観光情報
のＰＲを推進した。
※「にし阿波」における外国人延べ宿泊客数：
　　15,025人（H27），23,681人（H28），
　　28,824人（H29），27,921人（H30）

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
【商工】
・さらなる外国人観光誘客に向けた対象エリアの拡大
・広域周遊ルート構築などで広域での取組促進に係る関係機関と
の連携強化
・徳島ならではのニューツーリズムの創造
【西部】
・にし阿波を知らない外国人に対して旅行先に選ばれるための積
極的な情報発信が必要
・外国人観光客に対応するための受入環境の整備が必要

主要事業の概要・数値目標

A

工程（年度別事業計画） 実績値
（H27）

実績値
（H28）

実績値
（H29）

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局

推進 → → → →

 
14



Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 観光消費の拡大や地域振興に大きな効果が見込
まれる「大型外国クルーズ客船」の徳島小松島
港への初寄港を実現させるとともに、徳島小松
島港への国内外クルーズ客船の寄港を継続・拡
大させるため、広域連携等による積極的な誘致
活動や受入態勢の充実強化に取り組み、クルー
ズ来県者数の拡大を図ります。
＜県土＞

推進 → → → →

○「クルーズ来県者数」
　　㉕約２，８００人→R①１７，０００人 4,500

人
4,900

人
11,700

人
15,000

人
17,000

人
4,695

人
8,884

人
10,657

人
10,247

人
△

＜今後の取組方針＞
　市町村や関係団体と連携し、新
たな観光素材の提案や、イベント
情報を国内外の船会社や旅行代理
店等へ積極的にＰＲし、新たなク
ルーズ客船の寄港や継続寄港によ
る通年化を実現させ、「港のにぎ
わい創出」や「本県経済の活性
化」に繋げる。
　令和元年度、「ＭＳＣスプレン
ディダ」が6回寄港するなど、外
国客船の寄港が8回予定されてお
り、来県者数の増加が見込まれて
いる。
　引き続き、積極的なポートセー
ルスにより、寄港拡大に取り組
む。

45

■「クルーズ来県者数」
　：17,000人（2,800人）

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
・外国船社のキーパーソンとの商談会
　(H27:1回、H28:2回、H29:4回、H30:4回)
・クルーズ関連会議への参加
　(H27:5回、H28:5回、H29:8回、H30:3回)
・国内の旅行代理店やクルーズ船社等への訪問によるポート
　セールス(H27:6回、H28:3回、H29:21回、H30:23回)
・台湾の旅行代理店やクルーズ船社の上海支店等への訪問による
　ポートセールス(H28:7回、H29:13回、H30:28回)
・外国客船の受入
　(H27:1回、H28:3回、H29:4回、H30:2回)
・日本客船の受入
　(H27:4回、H28:6回、H29:7回、H30:9回）

　これらの取組により、H30年度は客船の寄港回数が11回、
クルーズ来県者数も昨年度に引き続き1万人を突破した。

＜数値目標の達成見込み＞　努力を要する

＜課題＞
　来県者数を増やすため、積極的なポートセールスを継続して実
施し、寄港の誘致を図る必要がある。

県土 B

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）
実績値

（H28）
実績値

（H29）
実績値

（H30）
数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
委員意見
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②「ひと」が集う大規模イベントの拡大

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 「とくしまマラソン」の開催により、県民のス
ポーツ振興や青少年の健全育成を図るととも
に、本県の魅力や県民挙げての「おもてなしの
心」を全国に情報発信できる本大会の規模を拡
大し、更なるにぎわいづくりを実現します。
＜商工＞

推進 → → → →

○エントリー数
　　㉕１万人→㉚２万人以上

- 1.6万人 1.8万人 2万人 2万人
14,236

人
14,919

人
14,737

人
１5,498

人
△

● 全国はもとより海外からも集客力があるアニメ
イベント「マチ★アソビ」の開催により、徳島
の魅力を全世界へ発信し、交流を促進します。
＜商工＞

開催 → → → →

○「マチ★アソビ」年間参加者数
　　㉕１１.３万人→R①１７万人

13万人 14万人 15万人 16万人 17万人 15.4万人 15.7万人 16.5万人 15.5万人 ○

■「とくしまマラソン」エントリー数
　：２万人（１万人）

■「マチ★アソビ」年間参加者数
　：17万人（11.3万人）

46

47

主要事業の概要・数値目標番号

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
１．とくしまマラソン2016 (平成28年4月24日)
   ・エントリー数14,236人(うち海外から135人）
   ・県庁北側にスタート地点を変更

２．とくしまマラソン2017（平成29年3月26日）
   ・エントリー数14,294人(うち海外から162人）
   ・ファンラン参加者数625人
   ・県庁西側(国道)にスタート地点を変更
   ・ウェーブスタート導入
　
３．とくしまマラソン2018（平成30年3月25日)
   ・エントリー数14,200人(うち海外から181人）
   ・ファンラン参加者数537人
   ・スタートブロックにアスリート枠の創設
　
４．とくしまマラソン201９（平成3１年3月１７日)
   ・エントリー数14,589人(うち海外から248人）
   ・ファンラン参加者数909人
   ・チャレンジカップへの参加（記録更新者への賞金設定）

＜数値目標の達成見込み＞　努力を要する

＜課題＞
　安定的なエントリー数の確保

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　アニメイベントの開催により、年間参加者数の増加を図るとと
もに、徳島の魅力を国内外に発信した。

1 マチ★アソビ開催状況
　(1)vol.14（平成27年5月3日～5日）
　(2)vol.15（平成27年9月26日～10月12日）
　(3)vol.16（平成28年5月3日～5日）
　(4)vol.17（平成28年9月24日～10月10日）
   (5)vol.18（平成29年5月5日～7日）
　(6)vol.19（平成29年9月23日～10月9日）
   (7)vol.20（平成30年5月4日～6日）
　(8)vol.21（平成30年10月6日～10月8日）
2　主な海外ＰＲイベント
　上海でのアニメイベント「CCGEXPO」でのPR
　平成29年7月6日～10日
　平成3０年7月6日～8日

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　訪日外国人受入体制を整備し、外国人観光誘客の増加を図る。

＜今後の取組方針＞
　安定的にランナーの集客を図る
ためには、更なるランナー目線に
立った大会運営を目指し、ラン
ナーや大会関係者等からの意見等
をしっかりと受けとめた大会計画
を策定する。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
○ランナー満足度
　　㉙７６.８点→R①８５.０点

＜今後の取組方針＞
　訪日外国人受入体制を整備し，
外国人観光誘客の増加を図る。
　「マチ★アソビ」のイベント内
容を充実させるとともに、国内外
でのＰＲや、参加者が言語に関係
なく楽しめる体験型イベントの充
実、訪日外国人への言語対応等受
入れ体制の整備を図る。

商工

商工

C

B

実績値
（H28）

委員意見実績値
（H29）

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 地域の資源を活用し、先端技術・科学による賑
わいを生み出すため、川口ダム自然エネルギー
ミュージアムとその周辺施設による「スマート
回廊」を創設し、自然エネルギーの利用、デジ
タルアート、コミュニケーションロボット、日
本科学未来館監修の科学展、ドローンの活用等
の体験を、地域と共に展開します。
＜企業＞

推進 → → →

○「スマート回廊」年間延べ体験者数
　　㉕－→㉙１２，０００人

-
7,000

人
12,000

人
12,000

人
12,000

人
-

14,126
人

17,370
人

16,577
人

◎

● 文化の森総合公園文化施設において、民間との
連携を図るなど魅力ある企画展やイベントの開
催を通じ、広く県内外に向けて文化・芸術の感
動や体験の場を提供します。
＜教育＞

推進 → → → →

○文化の森総合公園文化施設入館者数
　　㉕６６９，２８２人→㉙８０万人

67万人 68万人 80万人 80万人 80万人 79万人 94万人 81万人 86万人 ◎

○文化の森総合公園文化施設等の売上総額
　　㉕41,000千円 →㉙110,000千円

- -
110,000

千円
110,000

千円
110,000

千円
- -

77,000
千円

76,000
千円

△

■「スマート回廊」年間体験者数
　：延べ12,000人（－）

48

49

番号 主要事業の概要・数値目標
工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）
実績値

（H28）
実績値

（H29）

■文化の森総合公園文化施設入館者数
　：80万人（67万人）

■文化の森総合公園文化施設等の売上総額
　：110,000千円（41,000千円）

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
【Ｈ２７】
民間との連携による「美の饗宴展西洋絵画の３００年」、「フィ
ギュア展」開催（開館25周年記念）
【H２８】
「トクシマ恐竜展」、「ベルギー近代美術の精華展」開催
【H２９】
①「県立図書館１００周年記念事業」、「ザ・モンスター～海と
陸のへんてこ生物たち～」、「日本赤十字社徳島県支部１３０周
年記念展」の開催、さらに「クリスタルユニバース」等のＬＥＤ
デジタルアート展を実施
②「野外劇場」について、膜構造屋根を設置し、「すだちくん森
のシアター」へと名称変更を行った。
【Ｈ３０】
「ジャングルいきもの図鑑」、「１００万回生きたねこ　佐野洋
子の世界展」開催

　上記の取組等により、平成３０年度末には開園以来の入館者数
が２，２００万人を超え、広く県内外に向けて文化・芸術の感動
や体験の場を提供した。

＜数値目標の達成見込み＞　努力を要する

＜課題＞
　収蔵資料の更なる活用と、より魅力ある手法の開発が必要であ
る。

＜今後の取組方針＞
　文化の森開園３０周年に向け
て、魅力ある企画展を開催すると
ともに、博物館における新未来型
展示の実現を図る取組を推進する
ことにより、あわ文化発信拠点と
して、芸術文化活動の促進に寄与
する。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●広く県内外に向けて文化・芸術
の感動や体験の場を提供するた
め、民間との連携を図るなど魅力
ある企画展やイベントを開催しま
す。
＜教育＞
○文化の森総合公園文化施設入館
者数
　　㉕６６９，２８２人
　　　　→R①８１万人
○文化の森総合公園文化施設等の
売上総額
　　㉕41,000千円
　　　　→R①77,000千円

教育

委員意見

C

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
１　川口ダム自然エネルギーミュージアムの開設（H28.7.23）
　・各種（水力、太陽光、風力、バイオマス）発電施設・設備
　　の常設展示
　・デジタルアート（お絵かきスマートタウン：チームラボ）
　　の常設展示
　・コミュニケーションロボット（ソータ）の常設展示
　・日本科学未来館監修の科学展示、ＩＣＴ授業
　　（Ｈ２９、Ｈ３０実施）
　・ドローン操縦体験（Ｈ２９、Ｈ３０実施）

２　スマート回廊地域創造事業推進委員会の設立（Ｈ２８）
　・企業局６０周年記念事業（Ｈ２８）
　・スマート回廊探訪ツアーデイ（Ｈ２９、Ｈ３０実施）
　・スマート回廊体験ツアー（ＳＵＰ、カヌー体験等）
　　（Ｈ３０実施）
　・ＳＮＳフォトコンテスト（Ｈ３０実施）

　以上の取組により、川口エネ・ミューを核とした科学技術によ
る人材育成や、川口ダム湖畔を中心としたスマート回廊周辺地域
のにぎわい創出が進んだ。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　来館者に何度も訪れていただくため，飽きさせない工夫が必要

＜今後の取組方針＞
　R1にお絵かきスマートタウン及
びコミュニケーションロボット
（ソータ）をリニューアルする。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●自然エネルギー・環境学習によ
る人材育成や川口ダム湖畔を中心
とした「スマート回廊」のにぎわ
い創出のため、「川口ダム湖畔活
性化構想」（令和元年度策定）に
基づき、川口エネ・ミューを核と
して、カヌー・SUP等の湖面ス
ポーツに親しめる環境整備や、森
林体験エリアの活用を地域と共に
進め、地方創生へと繋げます。
＜企業＞
○川口エネ・ミュー年間延べ体験
者数
　　㉕－→R①１７，５００人

企業 A
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（ウ）地域産業の飛躍を支える人づくり

①次代を支え未来を拓く産業人材の育成

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 科学技術の未来を切り拓く人材を育成するた
め、県内外の高等教育機関や研究機関と連携
し、県内外の大学生等が、県内の高校生と一緒
に学び、科学の素養を磨く「科学技術アカデ
ミー」を創設するとともに、県内の小中学生へ
体験型の科学の出前講座などを実施する「体験
型講座（科学技術ジュニア・アカデミー）」を
開講し、県内の小・中・高校生に対して実践的
な学習の機会を提供します。
また、科学技術に関し、ひろく県民の関心と理
解を深めることにより、本県の科学技術の振興
を図るため、「とくしま科学技術月間」期間を
中心に科学技術関連行事を実施します。
＜政策＞

○「とくしま科学技術アカデミー」の創設
　　㉘創設

- 創設 - - - - 創設 - - ◎

● 貿易・投資関連情報の収集・提供や国際ビジネ
スの即戦力となる人材育成、商談会開催や海外
見本市への支援等を通じたビジネスチャンスの
創出により、県内企業のグローバル展開を支援
します。
＜商工＞

実施 → → → →

○県内大学生への留学支援人数（累計）
　　㉕－→R①１００人

12人 25人 50人 75人 100人 12人 30人 50人 75人 ◎

● 産業界との連携等により、テクノスクールの訓
練内容を充実強化し、実践的な産業人材の育成
を推進します。
また、全国トップクラスの光ブロードバンド環
境を活かし、地域活性化コーディネーターや、
コールセンターオペレーター等を育成する職業
訓練を実施します。
＜商工＞

推進 → → → →

○民間を活用した訓練受講者の就職率
　　㉕７４％（㉑～㉕の平均率）→R①８０％

76％ 77％ 78％ 79％ 80％ 85% 90% 84% 86% ◎

■「科学技術アカデミー」の創設
　：H28創設（－）

■県内大学生への留学支援人数
　（５か年の累計）：100人（－）

■民間を活用した訓練受講者の就職率
　：80%（H21～H25の平均率74%）

50

51

52

番号 主要事業の概要・数値目標

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　産学官連携による県内高等教育機関在学生の海外留学を支援
し、留学した学生による報告会を開催し、県内企業等で活躍する
グローカル人材の育成に努めた。

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　大学等高等教育機関や経済団体、県内企業との連携による留学
支援の拡大と留学生の増加

＜今後の取組方針＞
・経済団体、企業との連携によ
り、県内高等教育機関の海外留学
を支援し、国際的な視点で地域を
支える「グローカル人材」の育成
を図る。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●グローバルな視点から地域の課
題解決に取り組む「地域グローカ
ル人材」を育成するため、県内の
経済団体、企業及び高等教育機関
と連携して、県内就職を希望する
大学生等の留学を支援します。
＜商工＞

政策 A

商工 A

A

実績値
（H30）

数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
委員意見工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）
実績値

（H28）
実績値

（H29）

商工

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
○民間を活用した委託訓練
　ＩＴ技能科，介護等の訓練を民間の教育訓練機関に委託し，離
職者等に訓練を実施
　H30:４１コース ５４2名   H29:３７コース ５７２名
　H28:４１コース ５４９名  H27:３８コース ５７１名

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　民間教育訓練機関を活用した委託訓練では、訓練生の応募が少
ないコースがある。

＜今後の取組方針＞
　労働局、ハローワーク等と連携
し、産業界や求職者のニーズに応
じた訓練科の設定、訓練内容の充
実、改善を行う。
　新規訓練科の設定、一部訓練科
のカリキュラム改善。

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
県内各施設と協力し、科学技術関連イベント数増加を図った。
【H27】
１　「科学技術アカデミー」講座の開講に向け、教育委員会をは
じめとする関係部局・高等教育機関等との協議を実施した。
２　「科学技術アカデミー」プレ講座として、小中学生向けの体
験型講座を実施した。（小学生１回、中学生１回）
３　徳島大学「生物資源産業学部」着任予定教員による出前講座
を県立高校５校において実施した。
【H28】
１　「科学技術アカデミー」開講記念イベントとして、子供向け
のサイエンスショーを実施した。
２　「科学技術アカデミー」講座として、中高生向け講座を実施
した。（全７講座）
３　「科学技術Jr.アカデミー」講座として、小中学生向け講座を
実施した。（全１０講座）
４　「科学技術Jr.アカデミー」講座として、退職理科教員による
出前授業を小中学校で実施した。（小学校１３校、中学校１３
校）
【H29】
１　「科学技術アカデミー」講座として「エキスパート養成講
座」を４回、「リケジョ養成講座」を２回、「中高生向け実践講
座」を８回、実施した。
２　「科学技術Jr.アカデミー」講座として、小中学生向け体験講
座を１２回実施した。
３　「科学技術Jr.アカデミー」講座として、退職理科教員による
出前授業を小中学校で実施した。（小学校１３校、中学校１３
校）
【H30】
１　「科学技術アカデミー」講座として、「リケジョ養成講座」
を２回、「中高生向け実践講座」を６回、実施した。
２　「科学技術Jr.アカデミー」講座として、小中学生向け体験講
座を５回実施した。
３　「科学技術Jr.アカデミー」講座として、退職理科教員による
出前授業を小中学校で実施した。（小学校１３校、中学校１３
校）

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　「科学技術アカデミー」講座の内容の充実

＜今後の取組方針＞
引き続き、科学の面白さに触れる
体験講座を通して科学技術人材の
裾野の拡大を図るとともに、科学
技術に関する素質と意欲を持つ生
徒の才能や可能性をさらに伸ば
す。

推進 → → → →
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②地域を支える産業人材の育成

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1 評価 特記事項

● 産業界との連携等により、テクノスクールの訓
練内容を充実強化し、実践的な産業人材の育成
を推進します。
また、全国トップクラスの光ブロードバンド環
境を活かし、地域活性化コーディネーターや、
コールセンターオペレーター等を育成する職業
訓練を実施します。
＜商工＞ 推進 → → → →

○「徳島県版マイスター制度」の導入
　　㉚導入

- - - 導入 - - - 導入 - ◎

○テクノスクール３校体制における
　訓練生の資格取得者数（累計）
　　㉕１，７６０人→R①１０，０００人

4,500人 5,900人 7,300人 8,700人
10,000

人
4,613人 5,849人 6,944人 8,028人 ○

● 実践的なＩＣＴ人材の育成や地場ＩＣＴ産業の
持続的な発展、徳島を拠点としたワーキングス
タイルの確立につなげるため、県内最大のデジ
タルコンテンツ表彰を行う「ＩＣＴ（愛して）
とくしま大賞」や徳島の強みを活かした効果的
なＩＣＴイベントを実施します。
＜政策＞

推進 → → → →

○ＩＣＴとくしま大賞応募作品の利活用件数
　（累計）
　　㉕－→R①７５件

5件 15件 45件 65件 75件 17件 32件 45件 65件 ◎

● 高齢化の進行に伴い、今後必要となる介護サー
ビスの提供体制を整えるため、キャリアアップ
の仕組みの構築や職場環境の改善への取組みを
評価した介護職員処遇改善加算の周知と取得促
進を図ることにより、介護職員等福祉分野にお
ける更なる雇用の創出を行います。
＜保健＞

拡大 → → →

○介護保険サービス事業所（居宅）従事者数
　　㉕８，７９７人→㉚１１，３００人

9,300 人
10,600

人
10,900

人
11,300

人
-

10,082
人

10,214
人

10,289
人

10,496
人

△

55

53

54

■「徳島版マイスター制度」の創設
　：H30創設（－）

■ﾃｸﾉｽｸｰﾙ３校体制における訓練生の
　資格取得者数（５か年の累計）

　：10,000人（1,760人）

■ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞応募作品
　の利活用件数（５か年の累計）
　：75件（－）

番号 主要事業の概要・数値目標
数値目標
の達成度

H27～H30取組内容及び進捗状況
・数値目標の達成見込み・課題

今後の取組方針・
H30→R1改善見直し箇所

部局
委員意見工程（年度別事業計画） 実績値

（H27）
実績値

（H28）
実績値

（H29）
実績値

（H30）

■介護保険サービス事業所（居宅）
　従事者数：11,300人（8,797人）

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
１　テクノスクール３校体制における訓練生の資格取得者数
　　Ｈ３０累計　８，０２８人
　　金属技術科、機械技術科等普通職業訓練の実施
　　入校者数　H30：１７６人、H29：１７０人、
　　　　　　　H28：１８５人、H27：１８５人
２　「徳島県版マイスター制度」導入に向けた取組
【H27年度】
　・H27年12月16日、ﾘｭｰﾈﾌﾞﾙｸ職業訓練ｾﾝﾀｰと中央ﾃｸﾉｽｸｰﾙと
の間で「産業人材育成交流協定」を締結
【H28年度】
　・H28年11月29日、県内産業界合意のもと、「徳島県産業人
材育成交流ｺﾝｿｰｼｱﾑ」を設立
【H29年度】
　・H29年5月27日、県と州の友好交流提携10周年記念イベン
トにあわせ、「徳島県産業人材育成交流ｺﾝｿｰｼｱﾑ」と「ﾌﾞﾗｳﾝｼｭ
ｳﾞｧｲｸ･ﾘｭｰﾈﾌﾞﾙｸ･ｼｭﾀｰﾃﾞ手工業会議所」間で「産業人材育成交流
協定」を締結
　・ドイツとの交流を活かし、「徳島版ﾏｲｽﾀｰ制度」を創設

＜数値目標の達成見込み＞　達成可能

＜課題＞
・テクノスクールの訓練生の確保
・訓練内容の充実強化

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
１　「ＩＣＴ（愛して）とくしまフォーラム」（ＩＣＴ関連企業
人等による講演）、「ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞」
２　「とくしまＩＣＴバザール」（ブース出展、体験コーナー、
出展者によるセミナー等）
３　一般向けワークショップ（子ども向けプログラミング、ゲー
ム制作、ホームページ制作等）
　（１、２、３全てＨ２７、Ｈ２８、Ｈ２９、Ｈ３０開催）

＜数値目標の達成見込み＞　順調

＜課題＞
　より実践的なＩＣＴ人材の育成・発掘のために、更に取組を進
める必要がある。

＜H27～H30取組内容及び進捗状況＞
　介護職員の処遇改善を図るため、処遇改善加算を拡充するよう
政策提言を行ってきた結果、介護職員1人当たり3万7千円相当の
加算の拡充が行われ、さらには令和元年１０月の消費税率の引き
上げに伴い、勤続１０年以上の介護福祉士に月額平均８万円相当
の処遇改善を行うこととしている。

　また、事業者への集団指導等により、当該加算制度の周知と取
得促進を図ってきた。

　上記の取組等により、介護保険サービス事業所の従事者数が拡
大し、本県の介護職員等福祉分野における更なる雇用の創出を
行った。

＜数値目標の達成見込み＞　努力を要する

＜課題＞
　介護現場においては、人材不足が深刻化しており、地域包括ケ
アシステムの構築に向けたサービス基盤を整備する上で大きな課
題となっている。

＜今後の取組方針＞
　産業界や時代のニーズに応じた
技術者の育成を行うとともに、
「徳島版マイスター制度」を推進
し、現場技術力の強化に取り組
む。

＜今後の取組方針＞
　引き続き、ICT人材育成のワーク
ショップを開催するとともに、
「ICT（愛して）とくしま大賞」を
実施し、本県のICT人材の育成と発
掘を図る。

＜今後の取組方針＞
介護職への参入促進と離職防止を
図るため、引き続き、処遇改善加
算の周知と取得促進を図る。

＜H30→R1改善見直し箇所＞
●高齢化の進行に伴い、今後必要
となる介護サービスの提供体制を
整えるため、キャリアアップの仕
組みの構築や職場環境の改善への
取組みを評価した介護職員処遇改
善加算の周知と取得促進を図るこ
とにより、介護人材の確保を図り
ます。
＜保健＞
○介護保険サービス事業所の介護
職員処遇改善加算取得率
　　　㉙８３．２％→R①８９％
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