
資料２

平成３０年度南部圏域課題解決プラン

実施結果及び評価（案）



【プラン１】南海トラフ巨大地震や風水害に対するソフト対策の推進

プラン評価（事務局案） Ｂ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

防災講座等の受講者数（累計） 23,115人 51,000人 32,850人 40,670人 45,393人 50,452人

マイナンバー独自利用による「災害時医療情報」との連
携促進（累計）

－ 全地域 1地域 1地域 1地域 1地域

災害の危険性が高い山地災害危険地区の調査・点検パト
ロールの実施箇所数

31箇所 50箇所 48箇所 54箇所 61箇所 68箇所

山地防災ヘルパーの認定者数（累計） 18人 30人 27人 34人 36人 40人

大規模盛土造成地の調査結果の公表率 － 100% 調査中 100% ㉘達成 ㉘達成

徳島南部圏域の都市計画区域マスタープランの策定 基礎調査着手 H29策定 調査中 素案作成中 策定 ㉙策定

地域住民等と連携した海岸防災林の保護・管理活動件数 1件 2件 2件 2件 2件 2件

自主防災組織連絡会の結成 3町 1市4町 3町 3町 3町 4町

１　安全・安心して暮らせる地域づくり

（１）南海トラフ巨大地震や頻発・激甚化する風水害などの災害対策の強化

徳島県南部圏域振興計画第５章
○南部防災減災地域力強化事業の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　○那賀川事前防災行動計画（タイムライン）の運用
○災害対策南部支部の体制強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○災害情報の収集と伝達の強化
○防災訓練や防災講座の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○健康に配慮した避難所運営の検討，訓練
○県南ならではの防災備蓄食品の普及促進　　　　　　　　　　　　　　　　○土砂災害警戒区域等に関する広報の推進
○ＢＣＰ（事業継続計画）の策定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○災害時要配慮者対策の促進
○総合的な防災体制の確立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○山地災害危険地区に関する調査点検の実施
　

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

　「迎え撃つ！防災減災県南プログラム」に沿って，美波町と那賀町で大規模災害発生時に相互に支援する協定の締
結，各関係機関と連携した南部圏域防災訓練の実施等地域防災力の強化を図った。また，とくしま－０作戦防災出前講
座等で，自主防災組織や学校等に職員を派遣し防災知識や意識啓発を行い，地域防災力の強化につなげた。
　管内市町の個別計画策定を支援するため，南部圏域災害時要配慮者対策会議を開催し，情報共有を図った。
 「妊産婦・乳幼児に配慮したモデル避難所運営訓練」の成果を活かし，各市町における避難所開設・運営訓練に展開す
ることで，要配慮者である母子にやさしい避難所づくりを推進した。
　要配慮者を考慮した避難所運営を推進するため，中学生等への要配慮者支援体験事業の実施や一般避難所や福祉
避難所の運営に携わる関係者等への研修会を実施し，要配慮者支援対策について理解を深めた。
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担　　当

南部総合県民局
政策防災部

南部総合県民局
政策防災部

南部総合県民局
県土整備部
河川整備課

南部総合県民局
政策防災部

南部総合県民局
政策防災部

【施策②】
  避難行動から避難場所への避難，そして避難所での生活を体験
し，日頃の備えや避難生活を考える機会とすることで，避難力や
災害対応力の向上を図る。

  「防災まつり」において，ブルーシートの活用など身の回りにある物を
活用する「防災デイキャンプ」を実施したほか，地域で実施される防災
キャンプ等の支援を行うなど，地域の災害対応力の向上を図った。

　県民局職員に対し，災害時対応基本方針説明会を開催し，配備体制の
概要，待機時の業務実施要領等の説明を行い，災害対応力の向上を図っ
た。

　台風の襲来時など，災害対策南部支部より管内市町に対し職員を派遣
する際には，派遣先で災害時情報共有システムの入力やテレビ会議が可
能な携帯端末を携行するなど，災害時の情報連絡体制の強化を図った。

　「那賀川事前防災行動計画（タイムライン）【案】」（H２７年度作
成，H28年度見直し）を，市町と連携して地元水防団や自主防災会等に
周知し運用中。

【施策③】
　河川整備途上段階における防災・減災対策として作成した「那
賀川事前防災行動計画（タイムライン）【案】」を，市町と連携
して地元水防団や自主防災会等に周知し，大規模な水災害による
被害の最小化を図る。

【施策④】
　休日等勤務時間外における緊急事態や災害発生時の応急対応の
ため，緊急連絡検証訓練や初動要員対応訓練などを実施し，職員
の災害対応力の向上を図るほか，衛星携帯電話の各庁舎配備な
ど，災害対策南部支部の体制を強化する。

平成３０年度実施状況及び成果主要施策・主要事業
【施策①】
   切迫する南海トラフ巨大地震や頻発・激甚化する風水害に備え
るため，熊本地震や鳥取県中部地震の教訓を踏まえながら，避難
力の向上や女性・要配慮者への配慮を含む避難生活におけるＱＯ
Ｌの向上，防災教育・啓発，各種防災訓練など，「迎え撃つ！防
災減災県南プログラム」を着実に推進し，防災減災対策の強化を
図る。

【施策⑤】
　いかなる事態にも対応できるよう，さらなる市町との連絡体制
の強化，市町派遣職員に対する研修によるスキルアップや，通信
端末の整備による情報の共有化，災害時情報共有システムの有効
活用など，情報連絡体制を強化する。

 　防災出前講座（１０１回）や津波碑を活用したフィールドワークの実
施など，防災啓発を進めた。また，避難力の向上を図るため，「臨時情
報」をテーマとしたワークショップの実施や避難所開設運営訓練や避難
所運営ゲーム（ＨＵＧ）の実施など，避難生活のＱＯＬ向上に取り組ん
だ。
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南部総合県民局
政策防災部

南部総合県民局
政策防災部

　平成３０年１２月７日から１６日を「四国の右下防災旬間」と設定
し，「南部圏域防災訓練」と位置づけ，「防災まつり」など防災啓発の
ほか，指揮機関訓練（図上訓練）や災害時医療訓練など各種防災訓練を
行った。また，地域や事業者が実施する避難訓練において，支援を行っ
た。

　南部防災館での防災講座を行うことで，地域住民の防災意識の向上や
普及啓発の場としての活用を図った。
【９６講座・５,０５９人受講（出前講座実施を含む）】

【施策⑥】
　災害拠点病院と連携した『南部圏域防災訓練』や，観光事業者
等が実施する津波避難訓練を支援するなど，実践的な『防災訓
練』を展開し，南部地域の防災力の向上を図る。

【施策⑦】
　南部防災館については，災害時の「防災拠点」として，また平
時は防災啓発を行うなど，地域住民の防災意識の向上及び防災知
識の普及活動の場として利活用を図る。
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担　　当

南部総合県民局
政策防災部

南部総合県民局
政策防災部

地域振興課

南部総合県民局
政策防災部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
県土整備部

【施策⑩】
　災害発生時に被災者に適切な治療や医薬品の提供を行うため，
マイナンバーの独自利用により，被災者のマイナンバーと医療情
報を連携させる市町の体制づくりを支援する。

【施策⑧】
　高い専門知識を有する人材や県職員を活用して，学校，事業所
または自主防災組織等を対象にした防災教育や防災講座を実施す
る。

【施策⑨】
　自衛隊ヘリによる夜間搬送訓練など，関係機関と連携した防災
訓練を実施する。

【施策⑪】
　南部地域では「美味しい防災備蓄食品」として「阿波尾鶏ごは
ん」などの防災備蓄食品が開発されており，これら製品の更なる
周知を図るため，防災訓練等において積極的に使用，展示するこ
とにより，南部地域の活性化及び防災力の向上を図る。

　「阿波尾鶏ごはん」を，津波碑を活用したフィールドワークにおいて
使用したほか，「防災まつり」における展示ブース出展及び南部総合県
民局や南部防災館での展示など，利用・周知を図った。

【施策⑫】
　台風豪雨やゲリラ豪雨による土砂災害から生命・財産を守るた
め，治山施設や地すべり防止施設等を整備するとともに，山地災
害の危険性が高い地域の調査やパトロールを実施し，人的災害ゼ
ロを目指す。

　山地災害を未然に防止するために，災害時要配慮者利用施設（幼稚
園，老人ホーム等）に隣接する地域や，近年災害が発生した山地災害危
険箇所の重点的なパトロールを68箇所（那賀３0箇所，美波３8箇所）
で行うなど，地域住民等の山地災害防止への意識高揚が図られた。

【施策⑬】
　土砂災害による被害から生命・財産を守るため，土砂災害警戒
区域に関する情報を広く住民に周知し，同区域の指定を進める。

　南部地域における土砂災害警戒区域３，３５７箇所に関する情報を広
く県民に公表するとともに，新たに同区域を１，１３６箇所指定し，土
砂災害防止意識の向上，警戒避難態勢の充実・強化を図った。

平成３０年度実施状況及び成果主要施策・主要事業

　マイナンバーカードを活用した住民の「投薬情報の確認」を可能とす
るシステムを国において構築するよう政策提言を行った。
　全県展開に向けては，全ての市町村で独自利用条例が制定されるとと
もに，マイナンバーカードを活用した住民の医療情報の連携を可能とす
るシステムが構築される必要がある。

　四国の右下防災旬間（南部圏域訓練）において，自治体，防災関係機
関等の災害対応について，実践的な図上訓練を実施し，各種マニュアル
の検証や自治体，防災関係機関等連携強化を図った。

　
  とくしま-０（ゼロ）作戦出前講座等に講師を派遣し，地域住民等の防
災意識や防災知識の向上を図った。
【１０１回・６,１８４人受講】
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担　　当

南部総合県民局
農林水産部
農林水産総合技術支援セ
ンター
農山漁村振興課

南部総合県民局
県土整備部

南部総合県民局
保健福祉環境部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
県土整備部
都市計画課

南部総合県民局
農林水産部

【施策⑲】
　巨大地震による津波被害を軽減する海岸防災林について，県南
地域の住民との協働による保護・管理活動を実施する。

　巨大地震による津波被害を軽減する海岸防災林について，海陽町大里
地区や阿南市中林地区において，地域住民と県，市町の協働による植樹
等を実施することにより，海岸防災林の整備が推進された。

【施策⑭】
　南海トラフ巨大地震による津波災害から農業の早期復興を図る
ため，管内土地改良区やＪＡによる「農業版ＢＣＰ」の実践力向
上の取組みを支援する。

　平成30年12月13日に開催した「南部地域農地津波・塩害等対策協議
会」に管内関係土地改良区やＪＡが参加し，農業版ＢＣＰに関する改訂
内容や宮城県視察調査の報告，除塩作業の方法の説明を行った。
　このことにより，早期の営農再開に向けた知識・実践力の向上が図ら
れた。

【施策⑮】
　大規模災害時における橘港の機能継続計画（港湾ＢＣＰ）
（H27策定）に基づき，平素から関係者相互の連絡系統の確立
や継続的な活動を行う。

　平成31年3月 徳島小松島港・橘港の合同で協議会を開催するとともに
図上訓練を実施した。

　山地災害に関する情報収集の迅速化や山地災害危険地区内の地域住民
への防災啓発を推進するために，地域に密着した山地防災ヘルパーを新
たに３人（ 美波１人・那賀２人）認定し，５月20日～６月30日の「徳
島県山地災害防止キャンペーン」期間中に，地域住民への防災啓発と危
険箇所の調査及び施設点検を実施した。

【施策⑱】
　都市計画区域において，都市計画区域マスタープランの見直し
等により，防災・減災対策を土台に据え，安全で快適に暮らせる
効率的な都市形成を推進する。

・関係市町との連絡調整会議
  （H27：３回，H28：２回，H29：１回）
・国との事前調整の実施
　上記の取組み等により，阿南市（徳島東部都市計画区域），美波町
（旧日和佐町）及び牟岐町での都市計画決定手続きを進め，都市計画区
域マスタープランを平成30年3月に策定（見直しを完了）した。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

【施策⑯】
　災害発生時の避難の際に配慮を要する避難行動要配慮者の個別
の避難を支援する「個別計画」の策定を推進するため，管内５市
町と連携し，要配慮者対策会議等を開催し，市町の個別計画策定
を支援する。

　市町の「個別計画」策定を支援するため，平成31年3月に管内５市町
と連携し，南部圏域災害時要配慮者対策会議を開催し，「個別計画」策
定に向けての情報交換や取組事例報告など情報共有を図った。

【施策⑰】
　山地災害に関する情報収集の迅速化や地域住民に対する防災啓
発を推進するため，地域に密着した山地防災ヘルパーの認定を推
進する。
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担　　当

南部総合県民局
保健福祉環境部

商工政策課

南部総合県民局
県土整備部

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果
【施策⑳】
　研修会の開催や市町等との実践訓練を通じて，災害時における
高齢者や母子などの要配慮者にやさしい避難所の設置・運営を推
進するとともに，快適なトイレ環境とエコノミークラス症候群予
防等を併せた「健康避難生活」の普及啓発を図る。

　「妊産婦・乳幼児に配慮したモデル避難所運営訓練」の成果を活か
し，各市町での避難所開設・運営訓練等にて，一般避難所における母子
に配慮したスペースを設営し，避難体験を行うことで，要配慮者である
母子への配慮のポイントや必要性について理解を深めた（参加者延べ３
７1名）。
　また， エコノミークラス症候群予防と避難生活におけるトイレ環境の
改善を併せた健康避難生活応援事業研修会（参加者８０名）を開催した
り，出前講座（参加者延べ３６名）やイベント会場に出向き，災害時の
二次的健康被害や災害関連死の予防に向けた普及啓発を行った。
 さらに，高齢者や障がい者などの要配慮者を考慮した避難所運営を推進
するため，介護施設と連携し，中学生等に高齢者支援体験等を実施（参
加者４２名）するとともに，一般避難所運営に携わる関係者向けの研修
会（参加者９２名）や，福祉避難所運営に携わる施設職員等関係機関対
象の研修会（参加者５３名）を開催し，要配慮者支援対策についての理
解を深めた。

【施策㉑】
　県内企業における災害時のＢＣＰ（事業継続計画）について，
大学や商工団体等と連携した研修・指導や認証制度の運用等によ
り，策定を促進する。

　商工団体の相談支援体制（徳島経済産業会館内にある「とくしまＢＣ
Ｐ支援センター」）を充実させるとともに，より一層の連携のもと，Ｂ
ＣＰ策定相談や防災対策のための融資制度の紹介などを行った。
「徳島県企業ＢＣＰ認定制度」について，引き続き制度の運用を行い，
県内企業におけるＢＣＰの策定を促進した。（Ｈ30年度実績：３社）

【施策㉒】
　県民の命や財産を守るため，河川の堆積土砂を撤去から活用ま
で支援・管理する「海部川モデル」を構築し，堆積土砂の総合対
策を推進する。

　H29.10.2８に産・官・学による第３回「河川砂利利用促進協議会」
を開催し，民間事業者による採取区域の拡大や各ゾーンの取り組みと効
果検証により，事業促進に向け検討を行った。
【堆積土砂撤去実績】
 ・Aゾーン【下流域：公共工事での活用】　V=１７,８００㎥
　（河床掘削）
 ・Bゾーン【中流域：県民との協働事業】　V=　３,０００㎥
　（民間に配布量）
 ・Cゾーン【上流域：民間よる砂利採取】　V=３１,３７６㎥
　（採取量）
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市町名

阿南市

那賀町

牟岐町

美波町

海陽町

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●防災に対する共通理解を深め，有事の際の避難行動などに生か
すため，「広報あなん」を活用し，様々な情報を提供する。ま
た，地元自主防災会での防災訓練，防災講座等に参加し，防災意
識の高揚を支援するとともに，訓練・講座等の実施に際し，補助
金を交付する。

●自主防災組織の組織率１００％を目指す。また，公民館を単位
とした市内14地区に自主防災会連合会を結成し，各地域の自主
防災組織間の連携を図り，地域の防災力の向上を図る。

●地域防災計画やハザードマップ等に基づき，多種多様な災害に
対応した総合的かつより有効な防災体制の確立を図る。また，社
会・経済の変化に即し，消防体制，救急・救助体制の充実強化
や，住民一人ひとりの防火・防災意識の高揚による予防対策の充
実に努め，安全・安心で災害に強いまちづくりを目指す。

●定期的に「広報あなん」へ防災情報を掲載し，情報を提供した。
地元自主防災会による防災訓練20回，防災講座9回に参加し，防災意識
の高揚を図るとともに，補助金を交付することで，地元自主防災会に対
する支援を行った。

●現在，２３１の自主防災会があり，組織率は９８．6％になっている。
また，自主防災会連合会は10地区で結成されている。

●ハザードマップ等を活用し，津波時における緊急避難場所や想定され
る浸水深に応じた避難行動等について周知し，防災知識の向上を図っ
た。

●自主防災組織の活動を充実・強化させるため，広報誌に組織の
訓練等を掲載する。

●自主防災組織の避難訓練を相生地区全域で実施。そして徳島県南部防
災訓練にあわせて，鷲敷地区自主防災組織役員等で避難所運営訓練を実
施した。

●防災活動のリーダー，担い手を育成し，自主防災組織をはじめ
各種団体との連携による防災体制の強化を図る。

●住民の命を守ることを最優先に，大規模自然災害が発生しても
機能不全に陥らない迅速な復旧・復興が可能な，強靱な地域づく
りを推進するため，「牟岐町国土強靱化地域計画」を策定する。

●住民・自主防災組織等を対象にした防災講座や防災訓練の実
施，小中学校での防災教育等防災意識の高揚及び防災知識の普及
活動を行う。

●徳島県津波浸水想定を受けたハザードマップの作成，地域防災
計画，町業務継続計画（ＢＣP）の策定・運用を図る。

●各自主防災組織等に防災講座を実施。小中学校では定期的に避難訓練
を実施。

●ハザードマップを利用し再度啓発を行った。
●洪水，土砂災害警戒区域の追加などにより，防災のしおりに搭載され
ている，ハザードマップの改訂，および内容の改訂作業を進める。

●地域防災推進員養成研修を各地区自主防災会等に広く周知し，受講参
加を呼びかけるとともに，快適避難所運営訓練に２名が受講終了した。

●「牟岐町国土強靭化地域計画」を平成30年３月に策定済み。

●自主防災会の充実，活性化の取組みに対して支援するため，徳
島大学地域づくりセンターと連携し，地域に応じた防災活動の普
及啓発を図る。

●平成３０年度においても徳島大学地域づくりセンターと連携し，地域
の防災力向上に向けて，自主防災会の活動支援や防災活動の普及などを
実施した。
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【プラン２】南海トラフ巨大地震や風水害に対するハード対策の推進

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

河川水門の耐震化実施済み箇所数（累計） 3箇所 5箇所 4箇所 4箇所 4箇所 ５箇所

那賀川深瀬地区の整備促進 工事施工中 ㉗完成 ㉗完成 ㉗完成 ㉗完成 ㉗完成

那賀川加茂地区の整備促進 －
㉛完成

（㉜完成）
事業着手・促進 工事促進 工事促進 工事促進

那賀川和食・土佐地区の整備推進 －
㉛完成

（㉜完成）
事業着手・促進 工事推進 工事推進 工事推進

長安口ダムの本体改造の促進 工事施工中 ㉛完成 工事促進 工事促進 工事促進 工事推進

長安口ダムの恒久的堆砂対策の促進 － 工事着手 － － － －

Ａ・Ｂ・Ｃ

　津波避難経路を整備するとともに，河川・海岸の地震・津波対策や水門の耐震化を実施した。
　那賀川，桑野川の国管理区間において，耐震・液状化対策を実施した。
　長安口ダムにおいて，新設ゲート２門のうち川側主ゲートの設置を終え，山側主ゲートの設置工事や選択取
水設備設置工事等が進められるとともに，堆砂対策を継続して実施するなど，改造事業を促進した。
　豪雨による洪水被害から県民を守る予防的な治水事業として，那賀川の加茂地区と和食・土佐地区に
おいて床上浸水対策特別緊急事業を進捗させた他，海部川において河川堆積土砂の総合対策を実施する
などハード対策を推進した。

徳島県南部圏域振興計画第５章

プラン評価（評価部会委員）

○避難場所や避難路の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○河川や海岸の堤防・水門等の耐震化等
○長安口ダム改造事業による放流設備増設・河川堤防の整備の促進　　　　　　　　　　　　○緊急輸送道路の整備
○津波防護施設，基幹的水利施設等の整備促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○公共施設や住宅等の耐震化及び空き家対策の促進
○倒木対策の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○山地災害の未然防止対策の推進
○海部川モデルの推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○宍喰地区地域防災公園の整備
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担　　当

南部総合県民局
津波減災部
県土整備部

南部総合県民局
県土整備部

南部総合県民局
県土整備部

南部総合県民局
県土整備部

南部総合県民局
県土整備部

南部総合県民局
県土整備部

南部総合県民局
県土整備部

【施策①】
　津波避難タワーなどを整備する市町を支援するとともに，津波
避難困難地域解消のため，津波浸水被害の想定される沿岸部での
「がけ崩れ対策」と併せ，避難場所・避難路の整備や砂防施設
（管理道や作業ヤード等）を活用した避難場所等の創出を推進す
る。また，地震や台風による災害からの避難場所を確保する。

　津波避難タワーなどを整備する市町を支援するとともに，がけ地の
保全に併せた津波避難路４箇所を整備した。
（美波町１箇所，牟岐町１箇所，海陽町２箇所）

　那賀川や桑野川の国管理区間において，地震・津波対策を促進した。
　また，県管理の河川（福井川，海部川）や海岸（今津坂野海岸，日和
佐港海岸，浅川港海岸，椿泊漁港海岸）において，地震・津波対策を実
施した。

【施策③】
　河川・海岸における，陸閘・水門・樋門の自動化や統合による
閉鎖を推進する。

　函渠工（３基）を含む約１５０ｍについて，工事を実施した。

　長安口ダムでは，新設ゲート２門のうち川側主ゲートの設置を終え，
山側主ゲートの設置工事や選択取水設備設置工事等が進められるととも
に，堆砂対策を継続して実施するなど，改造事業を促進した。

【施策⑥】
　直轄管理の長安口ダムにおいて，洪水調節能力の増強に向け，
放流設備の増設を促進するとともに，恒久的堆砂対策を促進す
る。

　浅川港海岸で陸閘の自動化を２基実施した。
　また，中島港で６基の陸閘を閉鎖した。
　日和佐港海岸で１基の陸閘を閉鎖した。

　平成２８年９月に工事着手し，平成３０年度は堤防整備を促進した。

　那賀川の県管理区間の和食・土佐地区の床上浸水対策特別緊急事業に
おいて，一般国道１９５号小川橋の橋台工事，築堤・盛土や樋門工事な
ど，重点河川（県管理河川）の整備を推進した。

【施策⑦】
　津波迂回ルートの設計等を進め，用地取得等が完了したところ
から工事を実施する。

主要施策・主要事業

【施策④】
　平成２６年８月，平成２７年７月豪雨をはじめとする洪水被害
から県民を守る予防的な治水事業として，那賀川加茂地区の整備
を促進する。

【施策⑤】
　平成２６年８月，平成２７年７月豪雨をはじめとする洪水被害
から県民を守る予防的な治水事業として，那賀川和食・土佐地区
の整備等，重点河川（県管理河川）の整備を推進する。

平成３０年度実施状況及び成果

【施策②】
　海岸・河川堤防等の地震・津波対策や河川水門の耐震化工事を
実施する。
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担　　当

南部総合県民局
県土整備部

教育委員会

南部総合県民局
農林水産部
県土整備部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
県土整備部

　森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から県民の生命・財産を
保全するため，山地において発生した崩壊地・荒廃渓流の整備を実施し
（那賀14箇所，美波８箇所，計22箇所），山地災害の防止を図った。

【施策⑪】
　那賀川や海部川など上流域における森林の公益的機能の維持増
進を目的とした治山事業を推進する。

　関係機関と連携して必要な箇所の事前倒木を推進した。
　那賀管内１路線（１９６本），美波管内１路線（4８本）の緊急輸送道
路及び生命線道路において，事前伐採を実施し，気象災害による倒木被
害の未然防止に努めた。
　引き続き現地調査のうえ，優先箇所から事業実施を予定している。

　一般国道１９５号他の緊急輸送道路において，道路整備を推進した。
（一般国道１９３号，日和佐小野線，阿南勝浦線，羽ノ浦福井線等）

【施策⑩】
　孤立集落の発生を防ぐため，倒木対策協議会（平成２６年度設
置）を通じ，生命線道路や緊急輸送道路において，台風や大雪等
による倒木を防ぐ事前伐採を実施する。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

　県立高校について，大規模耐震改修工事が完了し，平成30年度末に耐
震化率100％となった。

【施策⑨】
　生徒の安全・安心を確保するため，耐震改修工事を計画的に推
進し，高校施設の耐震化率向上を図る。

【施策⑧】
　救命救急や防災活動を支援する緊急輸送道路などのインフラ整
備を推進する。

【施策⑫】
　県民の命や財産を守るため，河川の堆積土砂を撤去から活用ま
で支援・管理する「海部川モデル」を構築し，堆積土砂の総合対
策を推進する。（再掲）

　H29.10.2８に産・官・学による第３回「河川砂利利用促進協議会」
を開催し，民間事業者による採取区域の拡大や各ゾーンの取り組みと効
果検証により，事業促進に向け検討を行った。
【堆積土砂撤去実績】
 ・Aゾーン【下流域：公共工事での活用】　V=1７,８00㎥
　（河床掘削）
 ・Bゾーン【中流域：県民との協働事業】　V=　３,０00㎥
　（民間に配布量）
 ・Cゾーン【上流域：民間よる砂利採取】　V=３１,３７６㎥
　（採取量）
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市町名

各市町

阿南市

牟岐町

●住宅耐震化に関する広報として，阿南市ホームページ，広報あなん，
市政だよりへの掲載やCATV，デジタルサイネージでの放送を行った。
また，９月に，市役所２階にて，耐震シェルター（1/2縮尺型）を展
示，１２月と２月を耐震化啓発強化月間と定め，市役所２階に耐震化の
のぼりを掲げるなど，市民の住宅耐震化に関する意識の高揚を図った。

　補助事業に関しては，耐震診断６５戸，本格改修２０戸，簡易改修１
戸，耐震シェルター１戸，住替え支援１１戸，除去支援活用による空き
家の解体・除却８戸（事前調査申込件数４７戸）を実施した。(阿南市）

●耐震診断６戸，補強計画１戸，本格改修１戸，空き家除去１４戸を実
施した。（牟岐町）

●住宅の耐震診断や耐震改修などを実施するとともに，広報みなみなど
を活用して普及啓発を行った。（美波町）

●耐震関係の補助制度について広報。実績として，耐震診断7件，補強計
画1件，住替え1件，危険空き家の除却5件，このほか危険ブロック塀の
撤去支援6件を実施。(那賀町）

●津波避難ビルの追加指定，避難施設・避難経路の整備充実（誘
導表示等）を図るとともに，避難困難地域の避難計画策定を進め
る。

●海部病院北側避難広場を避難場所として指定。

●ＮＴＴビルを津波避難ビルとして追加指定。

●避難場所1ヶ所に備蓄倉庫の設置，避難所１ヶ所に感震キーボックスを
設置。

平成３０年度実施状況及び成果

●新たに１カ所を津波避難ビルとして使用する協定を締結し，避難場所
の確保を図った。

市・町関連施策

●民間ビル所有者等との協定締結をはじめ避難場所の確保や整備
を推進する。

●住宅の耐震化の必要性と耐震診断の方法を詳しく広報するとと
もに，耐震診断と耐震化を支援する。また，老朽化して危険な空
き家・空き建築物の除却を推進する。
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市町名

那賀町

美波町

海陽町

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果

●緊急避難場所，避難路等の整備，備蓄倉庫の充実等計画的に実
施する。

●河川氾濫の原因となる河川に堆積した土砂を取り除き，増水時
における安全性を確保できるよう県と連携して取り組む。

●消防団の車両・設備等を計画的に整備・充実し，地域防災力の
強化を図る。

●住宅の耐震診断・耐震改修や老朽危険空き家の取り壊しの支援
を行う。

●津波による分断・孤立が懸念される海陽町宍喰地区において，
阿南安芸自動車道（海部道路）の整備に合わせて，防災拠点施設
となる地域防災公園を整備する。

●見直した避難場所，避難路の整備の充実（看板・防犯灯）を図
るとともに，二次避難場所の整備を進める。

●避難困難地域の津波避難タワーの整備を進める。

●避難路に非常電源装置付避難誘導灯を整備するとともに，避難所不足
を解消するため，近隣の自治体と「大規模災害発生時における相互協力
に関する協定」を締結し，相互協力により避難者の受入れを実施する。

●平成３０年３月に大浜津波避難タワーとえびす津波避難タワーの２基
が完成し，安全な避難が可能となった。

●緊急避難場所新設２カ所。避難誘導灯７カ所。備蓄倉庫の整備４カ
所。避難者用テント１35張り購入。

●徳島県と協力し，計画的に堆積した土砂の取り除きを行う為，土砂の
処理場を確保している。
　
●消防車両３台更新。計画的な更新計画により実施している。
　

●木造住宅耐震診断９戸，耐震改修事業３戸，耐震リフォーム支援事業
１戸，耐震住替え支援事業３戸，老朽危険空き家取り壊し事業１２戸に
ついて支援を行った。

●阿南安芸自動車道（海部道路）の整備に向けての要望活動と合わせ，
地域防災公園の整備に向けた詳細設計を進め用地買収に着手した。

●指定避難所の耐震化について，耐震診断により耐震化が必要と判定さ
れた鷲敷中央公民館において，耐震化実施設計を完了した。次年度に耐
震改修を実施予定。

●避難場所の耐震改修補強を順次促進する。
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（２）誰もが安全・安心できる暮らしの確保と向上
【プラン３】災害医療を含む地域医療の充実・強化

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

南部圏域の公立病院が一体となった医療提供体制（海
部・那賀モデル）の構築

㉗着手 構築 着手 協定締結 推進 構築

医療救護体制の整備（累計） 1市1町 1市4町 1市4町 1市4町 １市４町 １市４町

災害医療・災害看護に重点をおいた臨地実習受講者数
（累計）

－ 410人 106人 222人 3３5人 444名

担　　当

南部総合県民局
保健福祉環境部
医療政策課

  「海部・那賀モデル」推進協定書に基づく取組についての意見交換が行われた。
　阿南市で初めてとなる実践型医療救護所開設・運営訓練の実施について支援を行い，関係機関との連携や，
マニュアルの検証，また住民への啓発等，災害時の医療救護体制の向上に努めた。
　また，学生実習に災害医療体制・公衆衛生活動についてのカリキュラムを組み入れ，地域の保健医療活動を
担う人材育成に努めた。

プラン評価（評価部会委員）

　平成31年2月に，「第５回海部・那賀モデル推進協議会」を開催し，
医療提供体制「海部・那賀モデル」推進協定に基づく取組や今後の連携
推進について協議を行った。

【施策①】
 　医師不足に対応するため，若手医師・医学生の研修・実習の
拠点となる「地域医療研究センター」を開設し，南部圏域の公的
医療機関が一体となった医療提供体制（海部・那賀モデル）を構
築する。

徳島県南部圏域振興計画第５章
○医療拠点の充実強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○整備が進む災害拠点病院などの医療機関と連携した訓練の実施
○災害拠点病院の連携による医療救護所体制の整備　　　　　　　　　　　　　　　○災害医療に重点をおいた保健医療の人材育成

Ａ・Ｂ・Ｃ

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果
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担　　当

南部総合県民局
保健福祉環境部

南部総合県民局
保健福祉環境部

市町名

牟岐町

海陽町

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

●地域の医療・介護の資源を把握して連携しながら，医療・介
護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される「地域包括ケ
アシステム」の構築を図る。

●海南病院と在宅系介護事業所等と地域ケア会議を定期的に開催。介護
保険の認定状況，認知症対策，認知症の方の対応，病院受診時の対応，
介護サービスへつなぐ方法等を情報共有している。

●高台移転した県立海部病院等と連携し，地域医療の充実を図る
ためには医師の人材確保が不可欠である。牟岐町内医師流出を抑
える施策を継続しながら連携強化を推進する。

●隔年による町補助金と毎年のバザー収益金を財源として，海部病院医
師にありがとう弁当を手づくり配布により，顔の見える関係を築いてい
る。

　県内３大学及び富岡東高等学校専攻科・看護科等の学生実習（累計
444名）を受入れ，カリキュラムの中で，近年の地震等大規模災害の状
況や，災害医療体制・公衆衛生活動についての講義，炊き出し実習の実
施により，将来，地域の保健医療活動を担う人材育成に努めた。

【施策②】
　災害時コーディネーターを中心とした体制整備を図り，災害時
の市町における医療救護所の開設を支援するとともに，災害医療
救護対応訓練を通して医療救護活動における連携強化を図る。

【施策③】
　県内３大学から実習生を受け入れ，災害医療に重点をおいた臨
地実習を行うことにより，保健医療の人材育成を図るとともに地
域医療の充実を目指す。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果

　平成30年12月に南部圏域防災訓練の一環として，阿南市で初開催と
なる実践型の医療救護所開設・運営訓練（阿南支援学校）への支援を
行った。当日は，住民向けに，市医師会，看護協会，市保健センター等
がトリアージや搬送を実演した。関係機関の連携とともに，マニュアル
等の検証を行い，災害時の医療救護体制の向上に努めた。
　また，平成３０年３月には南部圏域の災害時コーディネーター等を集
めた調整会議を開催し、西日本豪雨でのDHEAT派遣や台風停電による
病院対応，重症難病患者避難訓練の活動報告の他，災害医療チーム診断
情報管理（J-SPEED）の情報共有を受けての意見交換を行い，連携強化
を図った。
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【プラン４】健やかに暮らせる保健・福祉・医療等の連携体制の充実・強化

プラン評価（事務局案） Ｂ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

在宅医療連携拠点整備地域数 －
2地域

（南部全圏域）
1地域 1地域

2地域
（南部全圏域）

2地域
（南部全圏域）

地域包括ケアシステムを担う「阿南医療センター」
の整備

－ H29開院 ㉗設計着手 実施設計完了 建築工事着手 31.5開院

自殺予防サポーター数（累計） 3,120人 5,600人 4,285人 4,785人 5,541人 6,246人

認知症サポーター数（累計） 788人 10,000人 5,069人 7,523人 10,256人 12,366人

野菜摂取量アップ対策に取り組む事業所（食のコンシェ
ルジュ）が所在する市町数

1市 1市4町 1市4町 1市4町 1市4町 １市４町

担　　当

南部総合県民局
保健福祉環境部
医療政策課
長寿いきがい課

平成３０年度実施状況及び成果

Ａ・Ｂ・Ｃ
  在宅医療・介護連携に係る担当者会議及び研修会を開催し，在宅医療・介護提供体制構築に努め，平成29年
度に南部全圏域で整備された在宅医療連携拠点における各種取組により，医療・介護関係者の連携強化や地域
住民の在宅医療に関する知識の向上につながった。
  また，自殺対策講演会や出前講座で旧海部町における自殺予防因子について普及啓発に努め，自殺予防サ
ポーターを養成するとともに，自殺予防対策会議等の開催により，関係機関と地域における自殺予防対策を積
極的に推進した。
  野菜摂取量アップ対策に取り組む事業所や団体等（食のコンシェルジュ）が圏域全体に存在し，増加したこ
とにより県民の食に対する知識や意識の向上が図られた。

○地域包括ケアシステムの構築　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○健康づくり対策
○自殺予防対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○住民との協働による地域福祉体制の整備

主要施策・主要事業
【施策①】
　高齢者が疾病を抱えた状態でも，住み慣れた生活の場で療養
し，自分らしい生活を続けられるよう，地域における在宅医療・
介護関係機関が連携した，多職種協働によるサービス提供体制の
整備を推進する。

プラン評価（評価部会委員）

　入院医療から在宅医療への移行が円滑にできるよう，退院支援の仕組
みづくりを推進するとともに，南部圏域の在宅医療・介護連携推進にか
かる担当者会議（1回，参加者43名）及び研修会（2回　参加者延べ91
名）や，終末期医療に関する普及啓発（1回　参加者37名），医療・保
健関係者との連絡会（13回　参加者延べ125名）の開催により，連携体
制の構築に努めた。

徳島県南部圏域振興計画第５章
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担　　当

医療政策課

南部総合県民局
保健福祉環境部

南部総合県民局
保健福祉環境部

南部総合県民局
保健福祉環境部
長寿いきがい課
各市町

南部総合県民局
保健福祉環境部
長寿いきがい課

南部総合県民局
保健福祉環境部

【施策⑦】
　正しい「健・幸・食」情報を発信する「食のコンシェルジュ」
を拡大し，「食べること」から元気で活力ある地域づくりを推進
する。

  「食のコンシェルジュ」として登録された事業所・団体等が圏域内の全
市町に設置され，平成３０年度は12箇所増加し，６０箇所となった。こ
のことにより，身近な地域で正しい食情報に触れる機会が増え，食に対
する知識や意識の向上が図られた。

   自殺予防対策として，災害時自殺予防研修会や自殺対策関係職員スキ
ルアップ研修会を開催した。また，旧海部町が日本で最も自殺率の低い
町であるとの研究により見い出された自殺予防因子について，講演会や
出前講座等により普及啓発を行い，自殺予防サポーターを養成した。更
に自殺予防対策会議を開催し，関係機関との連携強化を図った。

【施策④】
　「自殺予防サポーター」の養成に努めるとともに，関係機関と
連携し地域における自殺対策を推進する。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

   県，各市町が事務局となって，教育機関，警察・消防，介護施設・事
業所等の連携協力のもと，認知症サポーターの養成を推進するととも
に，学生実習において認知症サポーター養成講座を実施するなど，若い
世代へ認知症に関する正しい知識を普及・啓発した。

【施策②】
　阿南中央病院と阿南共栄病院の統合により，新たに設立される
「阿南医療センター」を地域包括ケアシステムの中核拠点として
整備する。

【施策⑤】
　認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるよ
う，認知症サポーターによる見守りや支援を推進する。

【施策⑥】
　要援護高齢者等が住み慣れた自宅で安心して生活できるよう，
高齢者等の身体機能に応じた住宅改修等を促進する。

　日常生活に支障のある高齢者のため，住宅等改修経費の一部を助成す
ることにより，高齢者が安心して在宅生活を継続する居住環境の整備が
図られた。（平成３０年度助成件数　２件）

【施策③】
　長期の喫煙習慣が主な原因であるCOPD（慢性閉塞性肺疾患）
について情報提供を行い，受動喫煙防止や喫煙習慣の改善など健
康づくり対策を推進する。

   学校・事業所等への出前講座や各種イベントの機会を捉え，スモー
カーライザー，ハイ・チェッカー（簡易肺年齢測定器），パンフレット
等を活用した健康教育を行い，たばこによる健康への影響やCOPDの予
防・早期発見・治療につなげるための正しい知識の普及啓発を図った。
また，地域職域連携推進協議会等において関係者へCOPDの認知度の向
上や受動喫煙防止対策に関する情報提供を行った.

　阿南医療センターの建築工事を推進し，平成３１年３月に落成した。
（令和元年５月開院）
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担　　当

南部総合県民局
保健福祉環境部

【施策⑧】
　研修会の開催や市町等との実践訓練を通じて，災害時における
高齢者や母子などの要配慮者にやさしい避難所の設置・運営を推
進するとともに，快適なトイレ環境とエコノミークラス症候群予
防等を併せた「健康避難生活」の普及啓発を図る。（再掲）

　「妊産婦・乳幼児に配慮したモデル避難所運営訓練」の成果を活か
し，各市町での避難所開設・運営訓練等にて，一般避難所における母子
に配慮したスペースを設営し，避難体験を行うことで，要配慮者である
母子への配慮のポイントや必要性について理解を深めた（参加者延べ３
７1名）。
　また， エコノミークラス症候群予防と避難生活におけるトイレ環境の
改善を併せた健康避難生活応援事業研修会（参加者８０名）を開催した
り，出前講座（参加者延べ３６名）やイベント会場に出向き，災害時の
二次的健康被害や災害関連死の予防に向けた普及啓発を行った。
 さらに，高齢者や障がい者などの要配慮者を考慮した避難所運営を推進
するため，介護施設と連携し，中学生等に高齢者支援体験等を実施（参
加者４２名）するとともに，一般避難所運営に携わる関係者向けの研修
会（参加者９２名）や，福祉避難所運営に携わる施設職員等関係機関対
象の研修会（参加者５３名）を開催し，要配慮者支援対策についての理
解を深めた。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果
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市町名

各市町

●住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ
とができるよう，住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的
に提供される地域包括ケアシステムの構築を推進する。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●地域包括ケアシステムの構築に向けては，生活支援・介護予防につい
て住民が主体的に参加し，自らが担い手になっていくような地域づくり
が必要であることから，一般介護予防事業に重点を置き，住民主体によ
る介護予防活動の展開・継続に向けた支援を行っている。
　生活支援コーディネーターの配置並びに市内１４か所に協議体を設置
し，それぞれの地域におけるニーズや資源の把握等を行い，住民主体に
よるサービスの創出に向け取り組んでいる。
　包括的支援事業の強化を目的に，「基幹型地域包括支援センター」の
設置に向けた協議を行った（H31.４.１設置）。
　高齢者個人に対する支援の充実とそれを支える社会基盤の整備を目的
に，地域ケア会議の普及・定着に積極的に取り組んでいる。
（Ｈ３１．３月末時点）
・介護予防体操事業・・・いきいき１００歳体操　７６グループ
・高齢者サロン活動事業・・・あななんサロン　５４グループ
・通所型サービスB事業・・・ご近所デイサービス　6グループ
・訪問型サービスB事業・・・ご近所ヘルパー　利用者数延べ９０人
・地域ケア会議開催回数・・・４０回
（阿南市）

●住民主体となる地域づくりの母体となる，支え合いのまちづくりの勉
強会を立ち上げ協議体を設置した。那賀町SOS見守りネットワークシス
テムの実施，ICTの活用による他職種連携体制の構築，ケア会議等の充
実，平成30年度から開始する認知症集中支援チームの体制の構築等を行
い，地域基盤の強化に努めている。
。介護予防事業については，平成28年度から進めている「いきいき百歳
体操」をはじめ，予防施策に積極的に取り組んでいる。（平成28年度2
グループで立ち上げ，平成30年度末で４６グループとなっている。）
（那賀町）
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市町名
各市町

阿南市

牟岐町

●公的病院である阿南共栄病院と，災害拠点病院である阿南中央
病院が機能を継承しつつ統合し，新たに建設される「阿南医療セ
ンター」の施設整備事業に対して支援を行う。また，救急医療体
制の維持に必要な支援を行うとともに，医療スタッフの確保等，
永続的な医療提供ができるよう，安定した経営基盤の確保に向
け，必要な支援を行う。

●すべての住民が住み慣れた家庭や地域社会で共に助け合い，し
あわせに暮らすことができるよう，住民との協働のもとに地域福
祉の体制の整備を図るとともに，ノーマライゼーションの理念に
基づき，誰もが住みやすいまちづくりを推進する。

●平成２８年度に締結した補助金協定書に基づき，施設整備等に要した
費用について補助金の支出を行った。
　また，阿南共栄病院及び阿南中央病院に対して，医師確保や医師事務
の負担軽減についても補助を行った。

●住民との協働のもとでの地域福祉の体制整備については，権利擁護に
重点を置き，認知症や知的障がいなどで判断能力に支援を必要な人が，
住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようにするための支援及
び生活に困窮した方への自立に向けての支援を行なっている。平成30年
度においては，下記既存事業の実施の他，新たに法人後見事業を開始し
た。【実施主体：阿南市社会福祉協議会】
（既存事業）
　①日常生活自立支援事業　②生活福祉資金事業　③心配事相談等
【実施主体：阿南市社会福祉協議会】
　④生活困窮者自立支援事業
【実施主体：あなんパーソナルサポートセンター】

●町全体での見守り支援として，認知症サポーターの増加，生活
支援体制を整備するとともに，医療と介護の連携を推進し地域包
括ケアシステムの構築に向け内容の充実を引き続き図る。

●牟岐小学校・牟岐中学校・企業研修等において，認知症サポーター養
成講座を実施し，毎年町内全域にサポーターを増やしていく。

平成３０年度実施状況及び成果
●医療，保健，福祉の連携・調整を図り，住民の視点に立ったサービス
の提供に努めた。

市・町関連施策
●住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ
とができるよう，住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的
に提供される地域包括ケアシステムの構築を推進する。
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市町名

美波町

海陽町

●高台に移転した美波病院又津波への対策がされた医療保健セン
ターを活用し，美波町における総合的，継続的な保健医療福祉
サービス提供体制の確保を図る。

●医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
「地域包括ケアシステム」の構築を図るとともに，中山間地域に
おける「小さな拠点（集落活動センター）」の整備を検討する。

●地域包括ケアシステムの構築に向けての，介護予防については社会福
祉協議会内の地域包括支援センターと連携している。認知症の方が医
療・介護サービスを必要があるのに，受けたくない，家族が知られたく
ない等の理由でサービスにつながりにくい方を対象に，まずは，集いの
場を通して参加しやすくなるように，平成29年度から「おれんじの集
い」を1回／月開催。「認知症家族交流会」を３回／年開催。初期集中支
援チーム等でも対応している。また，町内の介護事業所等連携を図り
「研修会」を実施している。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
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【プラン５】こどもや女性など，みんなが安全，安心してくらせる地域づくり

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

くらしのサポーター認定者数 64人 100人 76人 83人 113人 118人

学校安全ボランティアの登録数 1,568人 2,000人以上 3,301人 2,529人 2,686人 2,244人

担　　当

南部総合県民局
地域創生部
保健福祉環境部
安全衛生課

南部総合県民局
地域創生部
消費者くらし政策課

教育委員会

　安全衛生課と連携し，食品製造業者や流通業者を対象とした監視活動
等，飲食店営業者を対象とした立入検査を実施するなど，産地偽装等の
不適正表示の防止に努めた。

　消費者くらし政策課と連携し，県民局管内の消費者と消費者情報セン
ターのネットワークの充実を図り，消費者被害の未然防止に努めた。

　全ての小学校区に学校安全ボランティアを配置し，危険箇所の確認や
立哨による交通指導など，登下校時の見守り活動を中心に取り組んだ。
これにより，幼児，児童，生徒の安全確保が図られ，地域での重大事
故・事件等は発生していない。

平成３０年度実施状況及び成果

【施策②】
　消費者と行政を結ぶ担い手である「くらしのサポ－タ－」の育
成を図り，消費者と行政のネットワ－クの充実に努める。

○食品表示Ｇメンの監視体制の充実強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○消費生活相談
○子ども，女性支援相談体制の充実・強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○関係機関と連携したＤＶ対策

【施策③】
　地域住民の積極的な参加による防犯・交通安全・防災の総合的
な学校安全ボランティア活動の支援を行い，幼児，児童，生徒の
安全確保を図る。

Ａ・Ｂ・Ｃ
　子どもの安全確保のため，各市町の要保護児童対策地域協議会を中心とし，連携体制を充実強化し，必要に
応じて個別ケース会議を開くなど，役割分担をして子どもを見守り出来る体制を整えた。
　女性のＤＶ等の相談や性暴力被害者支援について，警察や阿南市配偶者暴力相談支援センター等の関係機関
との連携により，一時保護や自立支援を行うとともに，若者から若者へと性暴力被害やデートＤＶ防止の啓発
を行い，「よりそいの樹とくしま南部」の広報周知に努めた。

プラン評価（評価部会委員）

【施策①】
　食品表示の監視指導の強化やリスクコミュニケーションの推進
とともに，全国に先駆けた食品表示の適正化等に関する条例の施
行により，製造流通過程の見える化を図り，県民の食に対する信
頼確保を図る。

主要施策・主要事業

徳島県南部圏域振興計画第５章

-21-



担　　当

南部総合県民局
保健福祉環境部

南部総合県民局
保健福祉環境部

男女参画・人権課

南部総合県民局
保健福祉環境部

【施策⑤】
　DVの早期発見や発生防止を図るため，講座やパネル展など啓
発活動を実施するとともに，阿南市配偶者暴力相談支援センター
やDV被害者等支援ネットワーク等関係機関との一層の連携を図
る。また，DV被害者の視点に立った相談・保護を実施し，自立
支援を促進するとともに，児童相談と連携し，DVのある家庭で
育つ子どもへの支援を図る。

　若年層を対象としたデートDV防止や性暴力被害防止の啓発用動画・
リーフレットを作成し，養成した「こころの居場所づくりメンター」
（22名）とともに，阿南高専文化祭や阿南市人権フェステイバル等での
広報啓発活動を実施した。
   また，阿南市配偶者暴力相談支援センターや関係機関との連携強化を
図るため，「DV被害者等支援ネットワーク会議・研修会」を開催し，
DV被害者の現状や支援のあり方について理解を深めた。
　さらにＤＶ家庭の母子については，児童相談担当と連携し，必要に応
じて情報共有を行いつつ，相談・保護・自立支援を実施した。

【施策④】
　妊娠・出産・子育てまでの切れ目のない支援を行うために，要
保護児童対策地域協議会を中心とした関係機関との連携を密に
し，子どもの安全を最優先にした対応を図る。

   各市町の要保護児童対策地域協議会を中心として，関係機関で連絡を
取り合いながら，子どもの安全確保や，支援につなげた。また，県と市
町の役割分担を明確にするとともに，児童や保護者に対する支援のあり
方に関する理解を深めることが出来た。

【施策⑥】
　配偶者等からの暴力の防止の視点に立って，若年層を対象に，
「デートDV防止セミナー」などの啓発を推進する。

  若年層を対象にデートＤＶやＤＶ等の防止に関して理解と関心を深めて
もらうために，高校２校で「デートＤＶ防止セミナー」を開催し，受講
者数１０２人であった。
ＤＶ防止についての理解が深まるとともに若年層へのデートＤＶ防止啓
発が図られた。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

【施策⑦】
　性暴力被害者支援センター「よりそいの樹とくしま（南部）」
の浸透を図るため，相談窓口の周知に努めるとともに，支援を担
う関係機関と連携してスタッフのスキル向上に取り組み，被害者
支援機能の強化を図る。

　性暴力被害の潜在化を防ぎ，迅速・的確な支援につなげるため，学校
や医療機関等の関係機関に対し「よりそいの樹とくしま（南部）」の広
報周知に努めた。
　また，性暴力被害者支援研修や全国研修会に積極的に参加し，相談に
対応する職員の資質向上と相談支援スキルの向上に努めた。
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市町名

各市町

●老人クラブ会員による，小学生の登下校時の通学路の不審者対
策及び交通安全のための，見守り活動とあいさつ運動を実施す
る。

●阿南市内小学校２２校中２０校において，老人クラブをはじめ地域の
協力を得て小学生の登下校時の見守り活動を行った。
（阿南市）

●老人クラブ会員による小学生登下校時の見守り活動とあいさつ運動を
実施。
（牟岐町）

●老人クラブ会員による，小学生の登下校時の見守り活動を行った。
（美波町）

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
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２　県南ならではの産業による地域づくり
（１）もうかる農林水産業の推進
【プラン６】世界にはばたく農畜産物のブランド化・６次産業化等の推進

プラン評価（事務局案） Ｂ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

きゅうりタウン構想による年収１千万円超の戸数 － 20戸 7戸 11戸 12戸 19戸

とくしま特選ブランド認定数（累計） 8件 30件 9件 19件 27件 28件

丹生谷地域での６次化商品開発数（累計） 23商品 34商品 28商品 30商品 32商品 34商品

ゆず・阿波尾鶏等の海外輸出量 10ｔ 30ｔ 18ｔ 18ｔ １９ｔ 28ｔ

担　　当

南部総合県民局
農林水産部

徳島県南部圏域振興計画第５章
○ブランド産地を支える基盤整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○次世代園芸の推進
○木頭ゆず・阿波尾鶏等の輸出，販路拡大，６次産業化の推進　　　　　　　　　　　　○ブランド米の取組

平成３０年度実施状況及び成果

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

　「きゅうりタウン構想」による年収１千万円超えの戸数については，次世代園芸実験ハウス等を活用した環境
制御技術の実証を行うとともに，新規就農者による養液栽培の１ha規模の団地（きゅうりタウン野江団地）が形
成され，目標とする成果指標の１千万円を得る農家が増加した。
　また，「木頭ゆず」を使った６次化商品として，新たに２品目を開発するとともに，県内初のGI（地理的表示
保護制度）取得により，輸出に向けたブランド化や６次産業化を推進することで，国内外でのブランド力が強化
された。
 「木頭ゆず」・「阿波尾鶏」等の海外輸出を促進するため，海外食品見本市への出展，料理人等に素材の良さを
アピールする試食会，販売促進イベントの開催等に取り組んだ結果，輸出量は28ｔとなった。

　長生西部地区において，４haのほ場整備工事を実施した結果，管内の
ほ場整備率が81.3％となり，ブランド産地を支える汎用性の高い農地の
整備が進んだ。
　また，国営付帯県営農地防災事業の那賀川今津地区・那賀川平島地
区・那賀川南岸地区において，用水路の改修工事を3,176ｍ行い，良質
な農業用水の安定供給が図られた。

主要施策・主要事業
【施策①】
　那賀川流域を中心とした汎用性の高い農地の整備や，良質な農
業用水の安定供給に努めることにより，ブランド産地を支援す
る。
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担　　当

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

   阿南管内の施設野菜（キュウリ，イチゴ，スダチ）では，天敵を導入
した効率的な病害虫防除対策や新たな品種に適した栽培管理等を推進す
るとともに，施設栽培のチンゲンサイ，葉ワサビ，細ネギの土づくり関
係で施肥改善や新しい肥料の検討等，技術改善に取り組んだ。
　海部地域の特産品である「促成キュウリ」を核とした｢きゅうりタウン
構想｣において，国補・県単事業を活用した新規就農者が営農するための
「次世代園芸技術施設」を整備し，平成30年度には海陽町に1ha規模の
団地が形成され，「海部きゅうり塾」修了生５戸が養液栽培に取り組む
など，「次世代園芸技術」の定着が進んだ。

　土地利用型ブランド品目の栽培面積拡大を図った結果，阿南・那賀地
域では37.3ha，海部地域では５haの作付面積となった。
　阿南・那賀地域では，集落営農組織に対し「なのはな」の栽培を推進
した。また，施設栽培では，ミニトマト，チンゲンサイの研修用ハウス
を整備するなど，担い手確保に取組んだ。
　海部地域では，「海部きゅうり塾」に続き，新たに「オクラ」と「な
のはな」を核とした「もうかる農業塾」を開講し，新規参入及び面積拡
大に取り組んだ。

【施策②】
　南部圏域の基幹農業である施設園芸において，次世代に向けた
生産・流通における構造改革を推進するとともに，「産地構造改
革計画」に基づき，ブランド品目及び育成品目等を対象に栽培，
販売，流通の支援により産地強化を図り，「もうかる農業」を実
現する。

【施策③】
　野菜類においては「野菜増産実施計画」に基づき，キャベツ，
ブロッコリー，にんじん等の土地利用型ブランド品目の面積拡大
を図り，次世代施設園芸（きゅうりタウン構想，次世代トマト生
産システム）等の施設栽培ブランド品目の省力化対策，高品質安
定生産を推進し，新規参入・移住就農を図る。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

　海部地域では，「きゅうりタウン構想」の実現に向け，「海部きゅう
り塾」による人材育成を図るとともに，養液栽培技術の導入や通信型複
合環境制御装置による「IoT技術導入」等を進め，新規就農者の効率的な
技術習得を図った。
　また，平成29年度に続き，平成30年10月18～19日に，全国初の取
組みとなる「きゅうり養液栽培サミット」を開催するなど，養液栽培の
技術確立を更に加速化させた。

【施策④】
　地方創生の実現に向け，海部郡の特産である施設きゅうり等を
核とした施設園芸を「海部の強み」として活かし，郡内への移住
促進による担い手確保や新規就農者の拡大をめざす「きゅうりタ
ウン構想」を，海部郡3町とＪＡかいふ及び県民局が一体となっ
て推進する。

【施策⑤】
　県民局管内の青果農産物について，生産面や品質面に特徴があ
り，付加価値が高い産品が，「とくしま特選ブランド」として認
定されている。平成２７年度からの制度統合により，６次化商品
も対象となったため，今後さらに農畜産物のブランド化，６次産
業化を推進する。

　平成30年度は，新たに１商品が「とくしま特選ブランド」に認定され
た。今後も，一次産品や６次産業化商品の認定取得を推進するととも
に，既存商品の認定更新（2年ごとに更新）に向け，支援を行う。

-25-



担　　当

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部
もうかるブランド推進課

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

　「木頭ゆず」の輸出体制を構築するため，輸出に対応した栽培管理指
導やミカンバエ未発生調査の支援，選果こん包施設での輸出検査の対応
強化を図った。また，「木頭ゆず振興協議会」が平成29年度に取得した
GI・「木頭ゆず」について，生産工程管理業務規程に則った管理を支援
し，GI登録を継続した。
　「阿波尾鶏」については，平成30年度の年間輸出量が香港向けを中心
に26tとなり，順調に増加している。地元企業がスープやカレーなどの
レトルト食品の商品開発による販売促進などから取扱量を着実に増やし
ており，阿波尾鶏関係の販売額は，前年対比152%と増加した。

【施策⑥】
　丹生谷地域で，ゆず輸出やイオンとの連携・６次産業化を更に
推進し，国内外ブランド力強化を図り，中山間地での「もうかる
農業」のモデルづくりに取り組む。

　「木頭ゆず」については，フランス「ジャポニズム2018」（日本へ
の旅行展）への出展でのＰＲ活動の実施や，フランス農業研究所のヤン
博士等を那賀町へ招へいして，ブランディング手法を学ぶ研修会を開催
するなど，更なる輸出強化を図った。
　また，６次産業化企業による新商品の開発・販売を促進するととも
に，中国・四国イオン会見本市（岡山市）でのＰＲ活動など，国内外で
木頭ゆずのブランド力の強化が進んだ。

【施策⑧】
　特別栽培や良食味米へのニーズが高まっていることから，阿南
市の特別栽培米（プレミアム阿波美人）や，美波町の特別栽培米
（乙姫米），耕畜連携による「かいふエコ農産物」としての米
（牟岐町ハナエチゼン，海陽町コシヒカリ）などについてブラン
ド化を推進する。

　阿南市の特別栽培米（プレミアム阿波美人）については，食味基準値
を上げるなどブランド化を推進し，美波町の特別栽培米（乙姫米特別栽
培米 18.4ha）は平成元年から取り組みが認められ，中国四国地域環境
保全型農業・有機農業推進連絡会議会長賞を受賞し，平成29年度には献
穀米として献上した。それを契機にブランド化を高めている。牟岐町の
ハナエチゼンについては，平成30年の栽培面積が6.6ha（平成29年
度：5.8ha，当初比114%）となり，栽培面積が大幅に拡大した。

【施策⑨】
　海部地域で，地元産肥料や堆肥を用いた資源循環型農業を推進
するため，かいふエコ農産物として栽培されている菜の花，牟岐
町ハナエチゼンの栽培推進とPR活動を行う。また，新たなかい
ふエコ農産物の開発に取り組む。

　かいふエコ農産物である「オクラ」・「なのはな」を核とした「もう
かる農業塾」を開講し，新規参入者の育成と面積拡大に取り組んだ。
　また，牟岐町のハナエチゼンについては，作付の推進により栽培面積
が拡大している。平成30年10月1４日には，牟岐町内のショッピングセ
ンターにおいて「牟岐産米を食べよう米まつり」を開催するなど，販売
促進に向けたＰＲ活動の支援を強化した。

【施策⑦】
　ブランド品目の「ゆず」の輸出定着に向け，県内初となる地理
的表示（GI）の活用や，「県民局，JA，生産者」が一体となっ
た輸出条件に対応できる産地づくりの推進を行う。また，「阿波
尾鶏」の輸出拡大に向けて，とくしま農林水産物等輸出促進ネッ
トワークと連携を図りながら，重点的な輸出先である香港での販
売促進や他国・地域への販路拡大を支援する。
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市町名

那賀町

牟岐町

●「日本へのクリエイティブな旅展2018」（フランス・パリ）に出展。GI認証
を活用し，木頭ゆずの青果及び果汁をUNESCOの加盟大使，職員，国連，大学
関係者等にPRを行い，他産地産ゆずとの差別化を図った。

●国内の最大級商談会，アグリフードEXPO東京2018，アグリフードEXPO大
阪2019，スーパーマーケットトレードショー2019，FOODEX
JAPAN2019に参加。商談による成約等，販路拡大及び企業の活性化を図っ
た。同時に那賀町及び木頭ゆずのPRも実施。

●高知県の若手生産者を招待し，那賀町内の若手ゆず生産者等と園地見学や意見
交換会を実施。ゆず栽培技術や知識，地域課題について話し合い，意欲向上を図
る。

●若手生産者グループを組織し視察や農業用機械の整備講習を開催し，担い手生
産者の育成を推進した。また，既存のゆず生産者へ「農業次世代人材投資事業」
等の諸施策を農協と連携して周知し後継者の掘り起こしを行った。

●林業分野では「林業体験３Days」を１０月に実施し，都市部からの新規就業
希望者（１４名）の体験就業を実施した。

●「木頭ゆず」の更なるブランド化を推進する為，フランスなど
海外において商談会への出展・ゆず産地PRを図るとともに，農
作業お助けセンターを核として，新たな雇用環境の仕組みづくり
を検討し，担い手の育成を図る。

●高校生・大学生等の新規就業者と都市等からの那賀町移住希望
者を対象に，町と連携する雇用業者が農林業新規従事者募集を実
施する。併せて，既存空き家屋等を雇用事業者が借り上げるシス
テムづくりを推進する。そして，借り上げた家屋を居住用に使用
するにあたって改修が必要な場合，町はその改修費用の補助を雇
用事業者に対して行う。これら施策により農林業新規雇用の増進
を図る。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果

●牟岐町ハナエチゼン栽培研究会，JAかいふ，徳島県と連携
し，とくしま安２GAPの取得などこれまで行ってきた「はなえ
ちぜん」のさらなるPRとブランド化，そして県外への販路拡大
を図る。

●牟岐の農業を守る会と株式会社泉源の商品である牟岐の米と魚
を用いた特産品の開発を行い，6次産業化による消費拡大及び販
路開拓を図る。また牟岐町特産品のブランド化を図る。

●牟岐の農業を守る会，JAかいふと連携し，牟岐で作付が行わ
れている7品種の米を「牟岐虹色米」としてブランド化を図る。
また新たな高収益作物としてモチ麦の生産・販売とモチ麦を使用
したお菓子や味噌の開発を行い消費拡大と販路開拓を図る。

●ハナエチゼンの買い取り金額増加は実現できており，収穫量も増加し
ている。関西方面のPRとして西宮のスーパーで試食販売を実施した。今
後も継続していくことでとブランドとしての確立を目指す。

●農林水産業が連携して初めての商品開発を行い，農業を守る会の米，
泉源の魚を使ったダシ，西又地域で作られた備長炭をセット販売を実
施。また，継続して商品化された「母ちゃんこんにゃく」，「母ちゃん
みそ」では専用ラベルを貼って販売を行っている。こんにゃくいもには
国内産の種イモを町内に植え替えて１～２年栽培したものを使用してお
り，今後は完全町内産のこんにゃくいもを使用できるよう検討中。

●「牟岐虹色米」は継続して，県内スーパーで販売しブランド化に努め
ており，新たに耕作放棄地解消に向けてモチ麦を生産し，上板町の製麺
所と連携し「もち麦うどん」の販売を行った。また，キャンパス事業を
活用して文理大学食物栄養学科と連携して新たな商品開発に取り組む。
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市町名

美波町

海陽町

●有機作物栽培の元気農業研究会（勉強会）の実施。海陽町野菜
のブランド化を行うとともに消費者へ向けた野菜の価値をPR
し，消費拡大，新規販売ルートの開発を目指す。

●商工会や観光協会，漁業協同組合，ＪＡかいふ，場合によって
は民間事業者や大学等とも連携を模索し，新たな技術や装置の試
験導入も試みながら，既存産品をベースとして或いはいくつかの
産品を組み合わせて新たな産品を創出し，販路開拓を試みる。

●四国大学と連携した道の駅日和佐の「駅弁・惣菜開発」について，１
２月の美波町商工祭で四国大学と町内２業者が考案した弁当を試験販売
し，すべて完売した。

●きゅうりタウン構想の取組として国・県補助事業を活用し4期生４経営
体のハウス4棟及び既存農家のハウス5棟を整備した。また，養液栽培用
の品種の開発に成功。養液栽培キュウリを関西のスーパーへ直接販売す
るルートを開拓。
勉強会の実施，栄養分析による高栄養化野菜の栽培への取り組みを行
う。
PR販売や品評会への出品を行い，周知等行う。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
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【プラン７】県南ならではの水産物のブランド化等の推進

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

かいふ水産ブランドの認定数（累計） 1魚種 6魚種 2魚種 4魚種 ５魚種 ６魚種

水産物出荷・流通施設の整備件数(累計） 3カ所 13ヵ所 8ヵ所 11ヵ所 13カ所 18カ所

水産関係の６次産業化の取組件数（累計） 1件 6件 4件 5件 8件 8件

種苗放流の実施件数（累計） 9件 50件 27件 34件 41件 47件

藻場造成箇所数（累計） 11箇所 20箇所 15箇所 16箇所 18箇所 20箇所

プラン評価（評価部会委員）

○海部水産物の品質管理等による産地強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○６次産業化の推進と藻類養殖業の導入による新たな産業の創出
○回遊魚を効率的に漁獲する「中層型浮魚礁」の設置

Ａ・Ｂ・Ｃ

徳島県南部圏域振興計画第５章

  平成30年度は，「とくしま海部水産物品質確立協議会」の取組みとして，新たに１魚種（レンコダイ）を｢かい
ふ水産ブランド(海部の魚)｣に認定し，アカムツについては，１尾500ｇ以上のものを「宍朱凛」と名付け，ポス
ター，魚体に貼付するためのシールを作製することにより，高品質な海部水産物として認知度と価格の向上が図
られた。
　出荷・流通施設の整備として，大敷水産有限会社のクレーン付きトラック，牟岐町漁協の海水水槽冷却装置設
備，椿泊漁協の計量所増設，伊島漁協のフォークリフト，エレトラック導入，福村漁協の冷凍・冷蔵施設整備を
支援し，漁獲物の品質向上，出荷調整による魚価の安定により漁家経営の向上を図った。
　６次産業化の取組みについては，伊島漁協の魚海藻干物の水産加工品について支援した。
　また，資源増大や漁場機能の回復を図る取組みとして，漁協･市町が実施するアワビなどの種苗放流やアオリイ
カ産卵礁の整備，有害生物(ヒトデ)除去に対して支援を行い，資源管理・漁場保全の取組による漁業の持続的な
発展を図るとともに，美波町日和佐地区（南），東由岐において，岩礁性の海藻を対象とした藻礁を設置した。
　以上の取組みにより，各指標について計画的に進捗している。
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担　　当

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部
美波町

南部総合県民局
農林水産部
美波町
海陽町

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部
生産基盤課

【施策①】
　海部郡の全12漁協，関係町等で組織する「とくしま海部水産
物品質確立協議会」を中心に，海部郡内の水産物の産地強化を支
援するとともに，ブランド化，６次産業化を推進し，漁家所得の
向上，漁協経営の安定を図る。

【施策⑤】
　自治体や漁協が実施する種苗放流および増養殖場整備など，資
源増大や漁場機能の回復を図る取組みを支援する。

　「とくしま海部水産物品質確立協議会」（H25設立，海部郡内12漁協
と3町及び南部県民局が連携）において，「海部の魚」として，これまで
の「冷凍アオリイカ」，「活け〆アカムツ」，「トコブシ」，「釣りタ
チウオ」，「ウツボ」に加えて，平成30年度に「レンコダイ」を認定し
た。
　アカムツについては，１尾500ｇ以上のものを「宍朱凛」と名付け，
ポスター，魚体に貼付するためのシールを作製して差別化と認知度向上
を図った。

【施策③】
　海藻類の養殖拡大を視野に入れ，徳島大学や企業と連携し，加
工品等の原料としての販路拡大を図る。

【施策④】
　漁協が主体となり，地元食材の販路開拓，低利用・未利用の素
材を用いた新商品の開発などを行い，６次産業化の推進を支援す
る。

　美波町の漁業者等で組織される「美波の海の恵み研究会」によるワカ
メの養殖試験を指導した。養殖試験で生産された生わかめ「明けの春
姫」を販売した。

　伊島漁協の漁業者に対して，漁獲した魚，海藻の干物について加工に
関する支援を行った。

　漁協･市町が実施するアワビなどの種苗放流やアオリイカ産卵礁の整
備，有害生物(ヒトデ)除去に対して支援を行い，資源管理・漁場保全の取
組による漁業の持続的な発展を図った。

【施策⑥】
　産卵場，稚魚の生育場および餌場となる藻場を造成し，水産資
源の増殖を図る。

　美波町日和佐地区（南），東由岐に岩礁性の海藻を対象とした藻礁を2
箇所設置した。特に海部地区の重要種であるアワビ類にとっては海藻が
餌料であることから藻場造成による資源増大の効果は高い。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

【施策②】
　漁協の冷凍冷蔵庫，活魚出荷施設など，出荷・流通施設整備を
支援し，品質向上による漁家経済の安定・向上を図る。

  大敷水産有限会社のクレーン付きトラック，牟岐町漁協の海水水槽冷却
装置設備，椿泊漁協の計量所増設，伊島漁協のフォークリフト，エレト
ラック導入，福村漁協の冷凍・冷蔵施設整備を支援し，漁獲物の品質向
上，出荷調整による魚価の安定により漁家経営の向上を図った。
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担　　当

南部総合県民局
農林水産部
生産基盤課

南部総合県民局
農林水産部

【施策⑦】
　回遊魚を滞留させる中層型浮魚礁を設置し，カツオ・マグロ漁
の効率化を図る。

　中層型浮魚礁は，牟岐町出羽島沖約30kmに４基設置され，平成30年
2月9日に運営を開始した。設置後，平成30年10月下旬から11月下旬
にかけてカツオが漁獲された。

【施策⑧】
　料理教室やＳＮＳなどによる情報発進を通じて魚食普及活動を
行っている椿泊地区の若手漁業者団体「魚っＳＵＮ's」を支援す
る。

　小学生や一般を対象にした魚食普及のための料理教室の開催（２回実
施）を支援し，参加者の魚介類や漁業への関心を高めることができた。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果
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市町名

牟岐町

美波町

海陽町

●12月16日に「とれとれ市」を開催。延べ約1,200人が来場した。新
商品については，ウツボの加工について食品加工会社と開発を進めてい
る。

●町内3漁協（浅川，鞆浦，宍喰）合同で「とれとれ市」（鮮魚
販売）を漁協主体により開催する。また，冷凍加工設備を使用
し，地元食材を学校給食に提供するとともに新商品と販売ルート
の開発を行う。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●広域浜プランの取組みのひとつである，アワビ輪採制事業で収
穫したアワビや，両漁協青年部で実証を進めているカキの養殖事
業による新商品やブランド化を模索する。

●アワビ輪栽制による初めての収穫が令和元年度となることから，ブラ
ンド化に向けて協議を進めていく。カキの養殖実証については，カキの
販売が可能となる海域指定は取得できていないが貝毒の影響により苦慮
している現状がある。

●町内漁協の一つ又は道の駅等にモデル的に細胞保存型特殊冷凍
装置を試験的に導入（当面はリースを想定）し，新商品の開発や
生鮮魚介類の有利販売を模索する。

●道の駅日和佐に設置した食品用急速凍結装置を使用するため，新商品
の開発や生鮮魚介類の有利販売を模索した。
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【プラン８】「森林大県・徳島」を牽引する林業の推進

プラン評価（事務局案） Ｃ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

県産材の生産量 13.6万㎥ 20万㎥ 13.4万㎥ 14.5万㎥ 15.2万㎡ 13.8万㎥
新林業生産システム導入数（先進林業機械）（累計） 18セット 28セット 22セット 23セット 24セット 24セット

主伐後の再造林面積 58ha 100ha 69ha 79ha 79ha 64ha

担　　当

林業戦略課

　平成27年度からスタートした「新次元林業プロジェクト」により，今後の木材生産の増大に向け，油圧式集材
機やハーベスタなどの主伐に対応した先進林業機械の導入など生産体制の強化を推進した。
　また，主伐後の造林経費の負担軽減を図るため，コンテナ苗木などを活用した再造林を進めるとともに,木質資
源の有効利用を推進するため, 木質バイオマス発電施設への供給体制の整備を図った。
　今後とも先進機械の導入や, 「とくしま林業アカデミー」及び「那賀高校森林クリエイト科」と連携した人材
育成を図り, 県産材生産量の拡大に努める。

徳島県南部圏域振興計画第５章

平成３０年度実施状況及び成果

○主伐対応機械の導入や木材供給体制の構築など生産・流通体・加工体制の強化　　　 ○主伐後の再造林について
○森林資源の利活用の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○環境負荷の低減と地域材の利用拡大
○林業アカデミーによる人材育成

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

【施策①】
　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」を推進する。

　平成27年度からスタートした「新次元林業プロジェクト」では，
平成36年度の木材生産量を60万m3に高める取組みを行っており，
平成30年度は，林業生産の基盤となる高性能林業機械の導入
（県全体累計66セット（H30目標：6６セット））や林内路網の
整備はもとより，「とくしま林業アカデミー」により即戦力となる
13名（H29：13名）の林業技術者を育成するとともに，人材育成
の拠点施設（林業人材育成棟）を建築し，更なる増産に繋げる。

主要施策・主要事業
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担　　当

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

平成３０年度実施状況及び成果
【施策②】
　「ウッドソリューションセンター」を中心に，事業地確保によ
る主伐等の推進に向けた取組みを展開する。

【施策③】
　これまで取り組んできた搬出間伐に加え，主伐による県産材の
増産を図るため，先進的な林業機械の導入や効率的な路網の整備
等により，生産性の向上を図るとともに，主伐後の再造林も積極
的に行い，森林資源の循環利用と持続的な林業を展開する。

【施策⑥】
　那賀町の森林資源を有効利用するため，製材端材や林地残材等
の「未利用バイオマス」を総合的に利活用する。那賀町バイオマ
スタウン構想の取組みを支援する。

　㈱那賀ウッドにおいて，ウッドプラスティックの公共土木用製品の販
売や民間向けの商品開発が行われるとともに，その原材料となるチップ
原木を集積する「木の駅プロジェクト」への支援を行った。

【施策④】
　「那賀町森林管理サポートセンター」が，県産材の増産や雇用
拡大が図られる組織として活動できるよう支援する。

【施策⑤】
　主伐後の造林経費の負担軽減を図るため，植栽時期を選ばず，
年間を通じて植栽が可能となる次世代苗木（コンテナ苗）を活用
した造林を推進する。

　林業における様々な課題を解決する「ウッドソリューションセン
ター」について，美波管内では，平成28年度に海部森林組合内に「海部
ソリューションセンター」を設置し，主伐を中心とした事業地確保に取
り組んでいる。那賀管内では，「那賀町森林管理サポートセンター」に
よる境界明確化や機械化推進など，主伐実施に向けた取り組みを行っ
た。

　新林業生産システムについては，美波管内で先進的な林業機械６台を
導入するとともに，作業路網の開設など，生産性向上に向けての効率化
が図られた。また，伐採後の再造林を積極的に行うなど，森林資源の循
環利用に向けて取り組んだ。

　サポートセンターには，森林資源の充実に伴った木材生産や新たな森
林管理に向けての強化が求められており，那賀町61haの公有林化やド
ローンを活用した森林管理など，木材の増産や雇用創出に繋がる取り組
みを支援した。

　伐採後の造林面積について，コンテナ苗による造林が行われており，
裸苗からコンテナ苗へ，低コスト造林への移行が進みつつある。

【施策⑦】
　那賀町が取り組む林業関連施設が集積する「新林産業パーク」
の創設に対して支援を行う。

　「新林産業パーク構想」で計画された「那賀町林業ビジネスセン
ター」が，平成２９年４月からスタートし，さらに平成３０年４月に
は，「那賀町林業テクノスクール」がスタートするなど，林業の拠点と
なる施設の整備や活動に対して支援を行った。

主要施策・主要事業
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担　　当

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

市町名

那賀町

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果

【施策⑩】
　平成３１年度から創設される「新たな森林管理システム」の構
築を支援するとともに，「森林環境税（仮称）」及び「森林環境
譲与税（仮称）」の積極的な活用を図るなど，「林業の成長産業
化」に向けた取組みを強化する。

　南部圏域では，「徳島県南部地域林業成長産業化協議会」を設立し，
「林業成長産業化モデル事業」を活用して，管理できない森林や条件不
利森林を集約し，林業事業体に管理を引き継ぐシステムなど，「徳島型
の新たな森林管理システム」の構築に繋がる仕組みづくりについて，関
係当局と連携して検討を重ねた。
　また，３月には管内森林所有者を対象に「森林経営管理システム（森
林経営管理制度）」の特別相談会を開催した。

●木粉を材料とした二次製品の販路拡大に向けた市場調査等を支
援する。

●木づかいあんしん住宅支援事業により，町産材の活用を推進す
る。

●高校生・大学生等の新規就業者と都市等からの那賀町移住希望
者を対象に，町と連携する雇用業者が農林業新規従事者募集を実
施する。併せて，既存空き家屋等を雇用事業者が借り上げるシス
テムづくりを推進する。そして，借り上げた家屋を居住用に使用
するにあたって改修が必要な場合，町はその改修費用の補助を雇
用事業者に対して行う。これら施策により農林業新規雇用の増進
を図る。（再掲）

●市場調査等により(株)那賀ウッドで製造された木粉から二次製品とし
て，木粉簡易トイレ（災害時等の吸着剤）など新商品を開発し販売を
行った。

●木づかいあんしん住宅支援事業により４件の補助申請があり，町産材
の活用を行った。

●林業分野では「林業体験３Days」を１０月に実施し，都市部からの新
規就業希望者（１４名）の体験就業を実施した。

【施策⑧】
　平成28年４月に開講した「とくしま林業アカデミー」の現地
県南実習地（フォレストキャンパス那賀）の活用や研修内容の充
実を図り，担い手確保対策を推進する。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

【施策⑨】
　南部地域において，製材端材，林地残材及び竹材を活用したバ
イオマス発電を促進するとともに，必要となる木材・竹材の供給
体制の整備を推進し，「カーボンニュートラル」による環境負荷
の低減と地域材の利用拡大を図る。

　平成２８年７月に，阿南市で木質バイオマス発電施設が稼働したこと
から，新次元林業プロジェクトにより，事業地の確保や林業機械の導入
など，「木質バイオマス発電」の原材料となる木材の供給体制の強化に
努めた。
　また，竹材については，継続して生産方法の検討や需要先となるバイ
オマス発電に係る検討を行った。

　林業アカデミー研修生を対象に，伐採技術の研修等をフォレストキャ
ンパス那賀で実施するとともに，林業事業体へのインターンシップを
行った結果，アカデミー卒業生13名のうち，南部地域で5名が森林組合
や林業事業体へ就業した。
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市町名

牟岐町

美波町

海陽町

●樵木林業研究会とともに今後の活用に向けた地盤づくりの検討を行
う。

●徳島県南部地域林業成長か協議会を設立し，相談窓口を開設した。ま
た，森林所有者に対して周知パンフレットを送付，制度周知のため説明
会を行った。

●海陽町産材活用住宅建築推進事業費補助金対象を拡充し，町産
材の活用を推進する。

●本年度は住居４軒，倉庫2軒の活用があり，建築契約金額約94,597千
円が町内建築者等で建築された。

●徳島県木造住宅研究会事前復興ワーキング等の協力を得なが
ら，山河内・玉厨子公園の未利用部分に加工木材備蓄循環施設
（簡易な木造重ね梁構造の長屋倉庫群をイメージ）の整備を検
討，実験施設を整備する。

●平成２９年３月に完成した山河内の美波町木材流通備蓄倉庫は，普段
は製材業者が利用するが，南海トラフ巨大地震等の災害が発生した場合
には，優先的に仮設住宅建設用の木材を供給してもらう旨の協定を締結
している。備蓄量については，年に一回報告をしてもらっている。

●日本森林学会の林業遺産として登録された樵木林業を，樵木林
業研究会と連携して技能継承による取り組みを実施し広葉樹の活
用を図る。

●森林環境譲与税並びに森林環境税を活用した新たな森林経営管
理を促進し，環境保全へとつながる間伐・択伐を推進する。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
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（２）ひとと環境に優しい産業振興
【プラン９】資源循環型農業の推進

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

資源循環型農業の取組み農家数（4ヵ年累計） 155戸 1,000戸 262戸 527戸 797戸 1,084戸

阿波尾鶏に給与する飼料用米栽培面積 － 65ha 79ha 72ha 78ha 73ha

担　　当

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

プラン評価（評価部会委員）

　海部地域で生産された有機質肥料（海部エコ肥料）を活用した資源循
環型農業を推進するため，ナノハナやオクラ等を中心に栽培推進を行う
とともに，牟岐町においては，｢牟岐の農業を考える会｣が持続可能な農
業を目指すことを目的に，ハナエチゼンを中心とした牟岐町産米をＰＲ
するイベントを開催した。

○かいふ版耕畜連携によるかいふエコ農産物の生産拡大　　　　　　　　　　　　　　 ○飼料用米の栽培推進

Ａ・Ｂ・Ｃ

　「かいふエコブランド農産物」の栽培推進によって，耕畜連携による資源循環型農業の浸透が進んだ結果，定
着しつつある。
　阿波尾鶏に給与する飼料用米の栽培面積については，ＪＡ等関係機関との連携強化を図ることにより，目標を
上回る結果となった。

徳島県南部圏域振興計画第５章

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

　「かいふ新規就農者支援協議会」（H27.7.21設立）において，地域
農業を熟知している指導農業士などによる「チューター」が，新規就農
者等の悩みや営農上の疑問をマンツーマンで対応する「新規就農チュー
ター支援事業」を活用し，平成30年度は２組のサポート隊を結成し，新
規就農者の自立支援を行った。

【施策①】
　県南部圏域において，海部地域で生産された有機質肥料（海部
エコ肥料）を活用した資源循環型農業を推進し，耕畜連携による
「エコブランド農産物」の栽培拡大を図る。

【施策②】
　資源循環型農業の維持拡大を図るため，新規就農者や農業以外
からの就農希望者の技術力向上のため，「かいふ新規就農者支援
協議会」の設立やサポート隊結成により支援体制を整備するとと
もに，海部青年農業者会を核に，農業基礎研修等を行い，新規就
農者の独り立ちを支援することにより栽培拡大を図る。
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担　　当

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

【施策⑤】
　県南部圏域において生産された飼料用米を給与した阿波尾鶏を
増加させるため，飼料用米の生産を推進し，地域内流通システム
を構築する。

　かいふエコ農産物である「オクラ」・「なのはな」を核とした「もう
かる農業塾」を開講し，新規参入者の育成と面積拡大に取り組んだ。
　また，牟岐町のハナエチゼンについては，作付の推進により栽培面積
が拡大している。平成30年10月1４日には，牟岐町内のショッピングセ
ンターにおいて「牟岐産米を食べよう米まつり」を開催するなど，販売
促進に向けたＰＲ活動の支援を強化した。

　県南部圏域において生産された飼料用米を給与した阿波尾鶏を増加さ
せるため，関係機関と協力して「南部地域飼料用米地域内流通検討会」
（H26.12.15設立）を設立した。平成30年度は，関係機関との連携活
動や巡回指導等を行うことにより，阿波尾鶏に給与する飼料用米の栽培
面積を73ha確保できた。

　海部郡のキュウリ産地において，中核を担う先進農家の土壌管理に関
する「匠の技」に学び，地元の有機質肥料を積極的に活用による耕畜連
携による資源循環型農業を推進した。

【施策④】
　海部地域で，地元産肥料や堆肥を用いた資源循環型農業を推進
するため，かいふエコ農産物として栽培されている菜の花，牟岐
町ハナエチゼンの栽培推進とPR活動を行う。また，新たなかい
ふエコ農産物の開発に取り組む。（再掲）

主要施策・主要事業
【施策③】
　地方創生の実現に向け，海部郡の特産である施設きゅうり等を
核とした施設園芸を「海部の強み」として活かし，郡内への移住
促進による担い手確保や新規就農者の拡大をめざす「きゅうりタ
ウン構想」を，海部郡3町とＪＡかいふ及び県民局が一体となっ
て，資源循環型農業を推進する。

平成３０年度実施状況及び成果
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【プラン１０】地域の資源を活かし育む取組み

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

地産地消協力店舗数（累計） 43店舗 48店舗 46店舗 47店舗 47店舗 50店舗

南阿波グルメの販売金額 1,500万円 5,000万円 2,276万円 3,211万円 3,945万円 5,137万円

平時・災害時リバーシブルに活用できる「阿波尾鶏」加
工品の開発数（累計）

2商品 8商品 4商品 5商品 ６商品 9商品

担　　当

南部総合県民局
農林水産部

Ａ・Ｂ・Ｃ

「四国の右下・まけまけマルシェ」や「四国の酒まつり」など地域内外で行われる食イベントを通して，南阿波
丼や南阿波スイーツなどの販売ＰＲを行い「南阿波グルメ」の販売拡大に取り組んだ。
　県南部の地産地消協力店については，目標を上回る50店舗が登録され，特産農畜水産物の販売や積極的な活用
の推進に繋がった。
　さらに，平時・災害時リバーシブルに活用できる「阿波尾鶏」加工品については，地元企業において新たに３
商品が開発され，累計値では目標を上回る９商品となった。

プラン評価（評価部会委員）

【施策①】
　かいふエコ農産物や阿波尾鶏等，地元農畜水産物の消費拡大に
ついて，生産者と消費者の交流など，地元農畜水産物の魅力を
知ってもらう取組みを実施し，地産地消を推進する。

平成３０年度実施状況及び成果

　かいふエコ農産物ブランドと栽培拡大を図るため，南部圏域の農作物
を積極的に活用する「地産地消協力店」等を中心に，農産物や農産加工
品の魅力を消費者に直接ＰＲするなど，地産地消を推進した。

主要施策・主要事業

徳島県南部圏域振興計画第５章
○地産地消の推進                                                               ○南阿波グルメの販売金額の拡大
○平時・災害時にリバーシブルに活用できる「阿波尾鶏」加工品の開発
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担　　当

南部総合県民局
地域創生部

南部総合県民局
地域創生部
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

市町名

阿南市

【施策②】
　南部圏域の魅力ある素材を活用した南阿波グルメの販売拡大を
図るため，道の駅日和佐を拠点とし開催する「四国の右下・まけ
まけマルシェ」や阿南市活竹祭，ナカまつりなどの地域イベン
ト，県内外の百貨店での催事・見本市等におけるPR活動を強化
する。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

【施策③】
　南阿波丼をはじめとする南阿波グルメを手軽に味わっていただ
くため，地域企業との連携や農商工連携活動を強化することで，
新たな加工商品の開発や販売拡大に取り組む。

　美波町が取り組む道の駅総菜プロジェクトと連携し，地元の食材を利
用し四国大学や地域の飲食店が考案した弁当を開発し，美波町商工祭に
おいて販売ＰＲするなど新商品開発に取り組んだ。
  「牟岐の農業を守る会」が取り組む「牟岐米まつり」の開催などの牟岐
産米のＰＲ活動や，「牟岐虹色米」や「もち麦」を用いた新たな加工品
の開発や販売拡大等の支援を行った。
　四季美谷温泉が商品化した南阿波丼「ナカシカ丼」をはじめ，鹿肉を
使った新たな地域資源の商品化を推進するとともに，県南部の道の駅等
での販売拡大のためのＰＲ活動等を支援した。

　「四国の右下・まけまけマルシェ」について，道の駅日和佐での開催
に加え，ナカまつりや商工祭など地域イベントと連携した出張マルシェ
を展開するとともに，新たに「四国の酒まつり」イベントに参加し，南
阿波グルメの販売ＰＲに努めた。

【施策④】
　地域企業と連携し，平時・災害時にリバーシブルに活用できる
「阿波尾鶏」加工品の開発を推進する。

　災害時等の非常時にでも直ぐに食べられる商品として，アルファ米と
阿波尾鶏入りご飯の素を混合した『まさか飯』，阿波尾鶏の肝をベース
に鳴門の塩で味付けし，清流海部川の水を使用したグルテンフリーのう
まみ調味料『阿波尾鶏　鶏乃醤』，阿波尾鶏の削り節にこんぶの粉末を
加えうまみを増した『阿波尾鶏　地鶏だし塩』を開発し，「徳島ビジネ
スチャレンジメッセ」等で試食ＰＲを行った。

●「活竹祭」において阿南の特産品販売をするなど阿南のＰＲに
努める。また，「竹」をテーマにしたイベントを開催し，産業の
発展と振興及び地域全体の活性化を図る。

●「食」をテーマとして，本年度は本市の肉グルメのお店が大集合。ま
た，生鮮野菜や獲れたての魚介類の販売など，地元食材のＰＲ支援を
行った。
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市町名

那賀町

牟岐町

美波町

●牟岐の自然を守り，次世代継承のため，地元住民，団体などに
よる連携のもと，自然と共存するまちづくりに向けた環境保全活
動，地域の活性化に繋がる活動を推進する。

●整備されていない広葉樹林帯から備長炭を作り，特産物，消臭
用材，濾過材，災害時燃料として利活用を推進する。また，木酢
液についても利活用を模索する。

●千年サンゴ周辺の生物環境調査２回，サンゴ食害生物の駆除活動を２
回実施し，サポーター会員向けに広報ペーパーの発行を行った（年１
回）。また，シュノーケリング体験を実施した（年１回）。

●西又地区で備長炭を作り，商品化している。また，町有林の択伐を実
施，備長炭を災害時用燃料として町に寄贈した。木酢液については，防
虫や野菜の促進栽培に繋がることから活用を検討している。

●漁協，JA，道の駅，商工会や観光協会等と連携し，既存商品
のブラッシュアップに努めると共に，美波ブランド産品認証規定
を検討し，その基準に沿った新たな産品の創出や「美波の詰め合
わせ」として推奨できる組み合わせ商品等の形成に取り組む。

●商工会や観光協会が核となって取り組む物産のＰＲ活動や，県
内外の地域産品フェアへの参加，百貨店，商店街等での催事・見
本市等における販売促進事業の支援を行う。

●道の駅日和佐の付帯施設を充実し，「四国の右下・まけまけマ
ルシェ」や，道の駅日和佐を活用した他のイベント等の発展を目
指す。

●「美波の詰め合わせ」施策事業として，美波の誉れ化粧箱を制作し，
販売準備を整えた。

●美波町商工会は，平成３０年９月９日大阪ホテルニューオータニで行
われた徳島県人会近畿連合会総会，１１月２７日～２８日には大阪天神
橋筋商店街で物産ＰＲを行った。県内では７月２１日徳島ヴォルティス
徳島県民デーへの出店やはなはるフェスタ等県外客が来るイベントに出
店した。

●道の駅日和佐において，「四国の右下まけまけマルシェ」を開催し
た。多目的休憩施設（イベント時には店舗にもできる）は販売ブースと
して利用し，仮説ステージではフラダンスやものまね芸人によるステー
ジイベントを開催した。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●鹿肉加工商品を開発販売しブランド化することにより地場産業
として定着化させ地域の雇用創出を図る。

●ハラール認証を活用し，全国規模の展示商談会に出展しハラール対応
シカ肉の需要等の調査に取り組んだ他，四季美谷温泉でジビエイベント
を開催した。また「うまいよ！ジビエ料理店」として新たに1店舗を県に
申請することにより，町内認定店は４店となりジビエ料理等のＰＲを推
進した。
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市町名

海陽町

●食と健康のつながり，食の大切さを学ぶ「薬食同源」を推進す
るため，食育キャラクター（海陽戦隊ゲンキレンジャー）による
子どもへの食育啓発，関係機関とともに小学生を対象とした栽培
体験授業や思春期の子どもを持つ保護者を対象とした食育講演会
の実施。また，地元の主婦を対象として料理研究家を招き，地元
食材を使った料理等の開発や広報誌・HPで旬の農水産物とその
レシピの紹介を行う。

●農水産物の直産市の開催や学校給食・保健福祉施設等における
地域食材の積極的利用，地産地消協力店・生産者の登録・HPで
の紹介を行う。

●就学前児に対して管理栄養士・保健師・保育士等が連携して，食育
キャラクター（海陽戦隊ゲンキレンジャー）を活用した食育啓発に取組
み，食の大切さや生活リズム，食品の3色分類について継続した指導を
行っている。

●農産物の収集家支援業務を実施している「元気隊」が学校給食や病院
等と連携し，地域食材を積極的に利用している。

●栽培体験授業で定植，除草管理，収穫を体験し農作物について知り，
興味を持ってもらう授業を元気農場で行った。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
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【プラン１１】ＬＥＤを核とした産業の振興

プラン評価（事務局案） Ｂ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

LED新製品開発支援件数（県全体・累計） 52件
155件

（175件）
90件 138件 168件 187件

LED応用製品の海外市場開拓数（県全体・累計） － 10カ国 5か国 6か国 10か国 １１カ国

「海外見本市」への出展企業数（県全体・累計） － 20企業 4企業 8企業 18企業 26企業

「国内展示会」への年間出展企業数（県全体） 23企業 50企業 44企業 44企業 46企業 ４０企業

担　　当

南部総合県民局
県土整備部

新未来産業課

　県管理道路において，道路照明灯のLED化を１３９基実施した。
（完成：阿南４6基，那賀３１基，美波６２基）

　本県ＬＥＤ関連企業の新分野の製品開発の加速化や製品の付加価値向
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，国内
外の大規模展示会への出展支援などに取り組んだ。

徳島県南部圏域振興計画第５章
○ＬＥＤ製品の利用推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○ＬＥＤなどを活用した新たな観光開発

【施策②】
　「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する。

【施策①】
　省エネルギー対策を推進するため，県管理道路における道路照
明灯等のLED化を推進する。

主要施策・主要事業

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

　本県ＬＥＤ関連企業の新分野の製品開発の加速化や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，国内外の大規模展示会への出展支援などに取り組んだ。
　また，ＬＥＤ応用製品の販路拡大のため，国内展示会への出展支援について，４６企業の支援を行った。
　以上の取組みにより，目標達成に向け概ね順調に推移している。

平成３０年度実施状況及び成果
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担　　当

新未来産業課

新未来産業課

新未来産業課

市町名

阿南市

牟岐町

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●阿南市における「LED 光のまちづくり」の各種施策について
研究・検討する。

●阿南高専と連携して設置したインキュベーションセンターにお
いて，LED製品など新たな技術を開発する企業等を支援する。

●インターネット動画サービス等により，「青色LED発祥の地
阿南」「光のまち 阿南」を世界に発信することで，新しい利用
の方向性を求める。

●「光のまちステーションプラザ」を核としたLED体験・体感の
充実を図る。

●阿南市内にある水銀防犯灯のＬＥＤ型防犯灯への交換を検討す
る。

●阿南市インキュベーションセンターに入所中の３社（うち１社は２９
年度中に退室）において，新技術の研究を進めるとともに，「光のまち
阿南」を世界に発信するための意見交換会等も開催している。また，最
新情報の入手のために県企業支援課との連携に努める。

●光のまちステーションプラザ及び活竹祭会場において，小学生を対象
にLED学習，工作教室を開催するなど，LEDを使った物づくりに興味が
わくよう取り組んだ。

●平成３０年度はＬＥＤ防犯灯５３灯を新設した。
平成２８年度までに阿南市内の蛍光灯型防犯灯を全灯ＬＥＤへと交換
し，水銀灯型防犯灯を除く市内防犯灯のＬＥＤ化を完了した。

平成３０年度実施状況及び成果

　ＬＥＤ応用製品を県が率先して購入し，県立施設等に導入すること
で，品質の高さを実証・PRし，販路拡大を図った。

【施策⑤】
　とくしまオンリーワンＬＥＤ製品認証制度による認証製品を，
県内外の大規模展示会に出展・ＰＲするなど，県産ＬＥＤ応用製
品を全国発信する。

●LED街路灯等導入促進事業により，町内防犯灯をLED防犯灯
へ変更する。

●街路灯の５６７灯をＬＥＤに取り替えた。

主要施策・主要事業

　ＬＥＤ応用製品の販路拡大のため，国内展示会への出展支援を行うと
ともに，県内大規模展示会における認証書交付式の実施や，認証製品の
県ホームページへの掲載など，発信・PRを行った。

【施策④】
　県内企業が開発したＬＥＤ応用製品を県の機関が率先して購入
することにより，製品の信頼性を高め，販路拡大につなげる。

【施策③】
　国際規格に基づく「ＬＥＤ測光試験所」対象試験分野の拡大に
取り組み，市場競争力の高い県産製品の開発を加速させる。

　国際規格・ＩＳＯ１７０２５を満たす「ＬＥＤ測光試験所」として，
電球型LEDランプ及び直管LEDランプの「光源色試験」に追加登録する
とともに，ＬＥＤ照明器具全般に対する信頼性の高い評価体制を活用
し，市場競争力の高い県産製品の開発加速を図った。
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市町名

海陽町

●町内にある防犯灯を，新設又は更新するものから，順次ＬＥＤ
型防犯灯へと転換する。

●老朽化による新設については，LEDに変更した。
市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
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３　交流がひろがる地域づくり

【プラン１２】豊かな自然や歴史文化を活かした体験型観光の振興

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

着地型・体験型観光による入り込み客数（4カ年累計） － 10,000人 2,403人 5,856人 9,950人 15,268人

一般社団法人四国の右下観光局の日本版ＤＭＯ候補法人
への登録

－ 登録 － － － 登録

担　　当

南部総合県民局
地域創生部

【施策①】
　「四国の右下」における観光客の受入態勢を再構築し，地方
創生の切り札であり，訪日外国人観光客の増加による成長が期
待できる「観光産業」により地域の活性化を図るため，観光地
域づくりの舵取り役を担う日本版ＤＭＯの母体となる一般社団
法人四国の右下観光局を平成３０年３月に設立し，７月に日本
版ＤＭＯ候補法人として登録された。今後は，更なる観光振興
に取り組むとともに，日本版ＤＭＯ登録を目指す。

　一般社団法人四国の右下観光局は，日本版ＤＭＯ法人登録に向け，KPI
の達成状況やPDCAサイクルの確立などの登録要件をクリアするため，
「四国の右下・魅力倍増」推進会議による評価や自己評価を行うととも
に，県南の観光地域づくりの舵取り役としてインバウンド対応と広域観
光の推進などの取組みを強化した。

(1) 圏域の自然とその恵みの体感による観光振興

徳島県南部圏域振興計画第５章
○着地型・体験型観光とインバウンド受入体制の推進　　　　　　　　　　　　　　○「四国の右下」の魅力を体感できる着地型観光商品の開発
○南阿波グルメやアウトドアスポーツを融合させた体験型観光の推進

主要施策・主要事業

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

　「四国の右下・魅力倍増」推進会議や一般社団法人四国の右下観光局と連携し，地域別のワーキンググルー
プを通じて観光素材の磨き上げや新たなコンテンツの開発等に取り組むとともに，キャッシュレス決済やWi-Fi
環境の整備などインバウンド拡大に向け観光・宿泊施設や飲食店等での受入れ態勢を強化した。
　また，JR四国や観光協会等と連携し，駅からウォークやモニターツアーの企画を通じて体験型観光を推進
し，県南への誘客促進を図った。

平成３０年度実施状況及び成果
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担　　当

南部総合県民局
地域創生部

南部総合県民局
地域創生部

市町名

阿南市

牟岐町

●農業，漁業，教育研修の体験型観光プランメニューを実施す
る。

●牟岐の農業を守る会と連携して，スイートコーンの収穫がで
きる体験事業を実施する。

●観光協会や観光ガイドの会と連携して出羽島（重要伝統的建
造物群保存地区）や遍路道などを活用した着地型観光プランメ
ニューを企画し，歴史的文化価値の継承や保存と経済循環を図
る。

●南阿波よくばり体験でのホームステイ型民泊や自然体験・漁業体験・
農業体験・味覚体験・歴史文化体験等で大手旅行会社と連携して教育旅
行（修学旅行・宿泊学習等）の実施。８６回（前年度６３回），延べ
３，７８３人（前年度３，９９６人）の受入れ，内，民泊１８回（１，
７７９人），体験６８回（２，００４人）。

　一般社団法人四国の右下観光局を核とし，JR四国や一般社団法人東洋
町観光振興協会等と連携し，サーフィンやDMVを観光コンテンツと活用
するとともに，地域の体験プログラムと組み合わせた周遊プランについ
て検討するなど着地型観光商品の開発を推進した。

平成３０年度実施状況及び成果
●関西地区８社で「メディアキャラバン」を実施し，ＡＭＡ地域の春の
観光情報と食を中心にＰＲを行った。
　観光PRイベントにおいて，ご当地グルメ朝食フェアを実施し，京都市
内のホテル２店舗でAMAの食材を使ったご当地グルメと「京都　銀ゆ
ば」の総料理長が考案した３市の食材を使ったオリジナルメニューを朝
食として1,700人に提供した。

【施策②】
　観光や伝統文化などの地域資源を活用し，その魅力を体感す
る着地型・体験型観光の振興を図るため，一般社団法人四国の
右下観光局において，着地型体験型観光推進のキーパーソンと
なる人材や新たな「民泊」の担い手を育成する観光マネジメン
ト塾の開催や，南部圏域の魅力であるアウトドアスポーツ，観
光・文化体験等を組み合わせ，インバウンドにも対応した着地
型・体験型観光を推進することで，「四国の右下」のファンづ
くりを進め，交流人口の拡大につながる取組みを推進する。

  「四国の右下・魅力倍増」推進会議と新たに設立された一般社団法人四
国の右下観光局などと連携し，地域資源を観光素材とした旅行商品を企
画する研修会や観光地域づくりを進めるセミナー等を開催するととも
に，宿泊施設での受入，体験プログラムの提供やガイドの養成など地域
の観光を支える人材の育成に取り組んだ。また，スポーツイベント参加
者や同伴者などが県南の魅力ある体験プログラムを利用できるよう，四
国の右下観光局ホームページに体験プログラム予約サイトを整備し，体
験型観光を推進した。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

【施策③】
　一般社団法人四国の右下観光局の活動を強化するとともに，
ＪＲ四国や観光協会，高知県東部圏域等と連携し，地域の魅力
を存分に活かした新たな着地旅行商品を企画する。

市・町関連施策
●ＡＭＡ（Ａ阿南市，Ｍ室戸市，Ａ安芸市）を広くアピールす
るために，ＡＭＡ地域の観光ＤＶＤ及び紹介ＣＭを制作しＰＲ
する他，広域観光ルートの開発，旅行会社，雑誌社に対し活動
状況等の情報発信を行う。また，定住自立圏観光圏を形成し
て，圏域の魅力等を紹介する。
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市町名

美波町

海陽町

●地域資源を生かした着地型観光開発として，海，山，川，歴史・文化
を切り口に，美波町観光協会が「由岐 田井ノ浜満喫ツアー」，「日和佐
の秋祭りと薬王寺特別内拝ツアー」，「冬の美波町体験ツアー」3件のモ
ニターツアーを実施した。

●南阿波よくばり体験推進協議会では，特に利用者からの評価も高い
SUP体験について，大型のSUP（モンスターSUP）を導入し，SUP体
験の内容充実に努めたほか，民泊受け入れ家庭を新たに1軒確保すること
ができた。
　
●観光協会が着地型，体験型の観光に取組み，滞在時間の増加，新たな
観光客の誘致を行った。また，観光案内所へ英語力の高い人材を２名配
置し，町内の飲食，宿泊施設での英語表示拡充など，外国人観光客の対
応力向上に努めた。

●「山村留学」受け入れに向けた課題検討や受け入れ体制の検討を行っ
た。

●地域資源と既存の移住交流支援施設や体験施設を生かした着
地型観光（体験ツアー）を進めるとともに空き家，空き家店舗
等の利活用を模索し，よくばり体験拠点等を拡充する。

●南阿波よくばり体験推進協議会の取り組み拡充に努力すると
ともに，町内農林漁家民泊の受入態勢，体験メニューや組織の
充実等に取り組む。

●着地型観光（体験ツアー）の推進に際して，観光協会やボラ
ンティアガイド会とも連携し，外国人対応力の向上に努める。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果

●豊かな自然と地域資源（ストック）を活かして，教育機関と
連携し，「山村留学」による小中学生の受け入れを実施する。
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【プラン１３】世界に誇るアウトドアフィールドの提供

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

世界に通じるアウトドアスポーツイベント数 － 6スポーツ 2スポーツ ３スポーツ ５スポーツ ６スポーツ

トップアスリートプロデュースによる「四国の右下・ア
ウトドアスポーツ」参加者数

－ 1,000人 600人 763人 1,012人 ９３７人

ワールドマスターズゲームズ2021関西の競技開催に向
けた体制整備

－ 推進 － － 推進 推進

南部健康運動公園陸上競技場の整備 ㉗事業着手 整備中 事業着手 工事着手 整備中 整備中

橘港小勝・後戸地区の緑地整備 緑地整備工事中
ソフトボール場の3

面供用
工事推進中 2面供用 整備中 ㉚完成

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

　ドイツカヌー連盟と「東京２０２０オリンピック事前キャンプ基本協定」が締結され，那賀町での事前キャ
ンプや地域住民との交流プログラム実施が決定した。また，ワールドマスターズゲームズ２０２１関西を見据
え満足度の高いスポーツイベントを開催することで，参加者数の拡大を図った。
　南部健康運動公園においては，陸上競技場の運営棟兼観客席を完成させ，トラック，フィールド等の基盤工
事に着手した。
　橘港小勝・後戸地区においては，ソフトボール場第３面の工事が完成した。

徳島県南部圏域振興計画第５章
○２０２０年東京オリンピックのキャンプ地やワールドマスターズゲームズ２０２１関西の競技開催に向けて
○トップアスリートプロデュースによるアウトドアスポーツイベント開催　　　　　　○「アウトドアスポーツの楽園」を世界に発信
○野球などのスポーツによる振興　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○生涯スポーツの拠点づくり
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担　　当

県民スポーツ課
南部総合県民局
地域創生部

南部総合県民局
地域創生部

南部総合県民局
県土整備部

【施策③】
　圏域における生涯スポーツの拠点づくりのため，南部健康運
動公園や橘港小勝・後戸地区において，スポーツ・レクリエー
ション振興を目的とした陸上競技場や緑地等の整備を進める。

　南部健康運動公園においては，陸上競技場の運営棟兼観客席を完成さ
せ，トラック，フィールド等の基盤工事に着手した。
　橘港小勝・後戸地区においては，ソフトボール場第３面の工事が完成
した。（平成31年３月３1日供用開始）

  「四国の右下」ロードライド２０１８のゲストライダーとして招いたア
テネオリンピック日本代表（マウンテンバイク）の竹谷賢二氏を講師と
し，スイム・ラン・バイクについて学ぶ「トライアスロンクリニックin
四国の右下」を開催した。また，「ワールドマスターズゲームズ２０２
１関西」の地元機運を高めるため小学生を対象とした「四国の右下サー
フィンスクール」を開催した。

【施策②】
　本県ゆかりのトップアスリート等を講師とした「トライアス
ロンスクール」開催によるワールドマスターズゲームズ２０２
１関西の出場機会の創出や，小中高校生を対象としたサーフィ
ン体験教室の開催による「四国の右下」ならではのスポーツレ
ガシーの創出を行う。

平成３０年度実施状況及び成果

　２０２０年東京オリンピック｢カヌー｣のキャンプ地誘致について，ド
イツカヌー連盟と「東京２０２０オリンピック事前キャンプ基本協定」
を締結し，那賀町での事前キャンプとキャンプ期間中に住民との交流プ
ログラム実施に至った。
　ワールドマスターズゲームズ2021関西については，公式競技として
カヌースラローム（那賀町），トライアスロン・アクアスロン（美波
町）が，オープン競技として軟式野球（阿南市），サーフィン（海陽
町）が開催されることとなっており，一般社団法人四国の右下観光局や
市町等と連携しながら，宿泊をはじめ地域での受入れ態勢の整備等につ
いて検討した。

【施策①】
　東京２０２０オリンピック正式種目である「野球」における
キャンプ地誘致に向けた活動を促進するとともに，ワールドマ
スターズゲームズ２０２１関西の競技となった「トライアスロ
ン」，「アクアスロン」，「カヌー（スラローム）」，「サー
フィン」において，市町及び関係機関と連携し，大会の開催に
向け情報発信や機運の醸成により大会運営に携わる人材育成・
組織づくりなど，受入態勢整備を進める。

主要施策・主要事業
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担　　当

にぎわいづくり課

市町名

阿南市

●７月１日から８月下旬まで，恒例の海水浴場（北の脇海水浴
場，淡島海水浴場）の開設を行い，集客に努めるとともに観光
地引き網事業や蒲生田海岸での親子シーカヤック体験事業への
支援など，海自然の魅力の情報発信に努める。また，若者同士
の情報交換の場として，市のイメージアップや若者層の定住人
口増加をめざし，羽ノ浦健康スポーツランド内のスケートボー
ド場，阿南市屋内多目的施設（あななんアリーナ）をPRし，多
くの若者の交流を図る。

●西日本生涯還暦野球大会，あかつき野球大会，野球のまち阿
南少年野球全国大会，５００歳野球大会等の開催充実，イベン
トとしてオールスター戦プロ野球ＯＢオールスターゲームin阿南
の誘致開催，阿南市屋内多目的施設（あななんアリーナ）を利
用しての社会人野球や大学野球部の合宿，県外高校野球合宿の
誘致受入を行う。また，野球と観光をセットにした「野球観光
ツアー」の実施，大会や情報発信などにより，周辺を含めた地
域の活性化を図る。

●海水浴場のPRを行い開設した結果，淡島海水浴場では約４，０００人
（７月１日から８月２０日），北の脇海水浴場では約３７，０００人
（７月１日から８月２５日）を集客することができた。さらに観光地引
き網事業やあなんマリンフェスティバル事業への支援など，海自然の魅
力についても情報発信することができた。また，若者同士の情報交換の
場として，市のイメージアップや若者層の定住人口増加を目指し，羽ノ
浦健康スポーツランド内のスケートボード場等をＰＲした結果，スケー
トボード場では約２,２００人，阿南市屋内多目的施設（あななんアリー
ナ）では約１５,１００人の利用があり，多くの若者の交流を図ることが
できた。

●第１１回西日本生涯還暦野球大会（２９チーム），第６回野球のまち
阿南少年野球全国大会（３５チーム），第４回徳島県５００歳野球大会
（１７チーム）等をＪＡアグリあなんスタジアムで開催。また，本市で6
月に台湾ベースボールフェスティバルを開催し，台湾の台中市社会人野
球チームが徳島県を訪れ，インディゴソックスとの交流試合や野球教室
などが実施され，2020年東京オリンピックの台湾代表チームの事前
キャンプ地誘致に向けた事業となった。
　合宿では，中国北京の小学生，中学高校の受け入れや三菱重工広島硬
式野球部，選抜高校野球大会北信越代表の啓新高校の合宿を受け入れを
行った。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果

　平成１７年度から県観光協会と連携を図り，旅行代理店との情報交換
を実施するなど，大会やスポーツ合宿の誘致活動を進めてきた。
　また，県外からのスポーツ合宿の問い合わせに対するワンストップ
サービスを実施し，スポーツ施設と宿泊施設に観光を組み合わせたプラ
ンの提案を行うとともに，初めて合宿で来県した団体等に対し，直接合
宿所へ出向き，県の特産品の差し入れにより，本県の魅力を発信，想い
出づくりのサポートを行っている。

(南部圏域対象実績)南部健康運動公園，美波町立日和佐総合体育館，まぜ
のおかオートキャンプ場
　県外宿泊件数　13件　県外宿泊人数　2,348人

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果
【施策④】
　南部健康運動公園等を活用し，社会人や学生の団体が行うス
ポーツ合宿を誘致する。
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市町名

那賀町

牟岐町

美波町

●大浜海岸においてスイム，サンラインを活用したバイク，日和佐川沿
いを走るランを組み合わせた「第1９回ひわさうみがめトライアスロン」
を開催し，エイジの部に６１９人，リレーの部に２６チーム７７名が出
場した。また，2018桜街道・夢マラソンを平成30年4月8日に開催
し，576人が参加した。

●２０２１に開催するワールドマスターズゲームズにおいて，これまで
実施したことのないパラ部門やスプリント競技の実施に向け，コース選
定や運営について視察及び関係機関と意見交換をおこなった。

●林業者の伝統を活かした「木頭杉一本乗り大会」を７月に開
催する。川口ダム湖でのカヌー，木製サップでのレース開催。
南つるぎ登山道の魅力情報発信に努める。

●南阿波よくばり体験推進協議会や観光協会，観光事業者と連
携し，県南の海，山，川でのアウトドアスポーツ体験の魅力を
発信する。（星空観察，クルージング，SUP,シャワークライミ
ングなど）

●阿南高専の留学生と連携して，インバウンド（訪日外国人）
の受入態勢整備に向けた取り組みを推進する。

●南阿波よくばり体験での自然体験・マリンスポーツアウトドア・漁業
体験・農林業体験・味覚体験・歴史文化体験等の受入れ数，教育旅行１
４校，１，４２５名，個人客３組，７８名。

●阿南高専の留学生と連携し，観光協会のコーディネートによりＦＷを
実施し，町内外７０ヶ所の案内マップの作成と指差しブックを町内５
０ヶ所に配布。

●昭和30年代まで木頭杉の搬出手段であった丸太流しの技術をイベント
として行った。今回で3１回を迎え講習会及び大会を実施することによ
り，伝統技術の継承と伝搬をはかり「那賀川の清流」を広くアピール
し，多くの人に河川の保全，森林保護の関心を持ってもらうことが出来
た。参加人数県内外から1５５名，イベントとして歌謡ショー，水中宝探
し，名人芸披露 。

●春と秋のイベント開催に併せて，川口ダム湖において木製サップ体験
を実施した。

●南つるぎ地域活性化協議会の活動を助成することにより，各種イベン
ト開催や登山道の整備活動，環境保全活動を通じた南つるぎ登山道の魅
力情報発信に寄与した。

●人と自然のふれあいを大切に，桜街道・夢マラソンやうみが
めトライアスロン大会を多くのアスリートを美波町に迎えて開
催し，美波町や南部圏域のアウトドアフィールドを知り，体感
する契機としてもらう。

●ワールドマスターズゲームス２０２１関西を見据え，様々な
関係者と連携を強化し，外国人対応力の向上に努める。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
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市町名

海陽町

●平成31年2月17日に第11回海部川風流マラソンを開催し，1,637人
の方が完走した。

●四国アイランドリーグ徳島インディコソックスによる公式戦を7月28
日に開催した。

●まぜのおかオートキャンプ場にて音楽イベントや中・高校生向けITプ
ログラミングキャンプなどを実施した。

●「海部川風流マラソン」の開催，「まぜのおかオートキャン
プ場」・「海陽町海洋自然博物館」での各種イベント・行事を
拡充・充実し，交流人口の拡大を図る。

●「蛇王運動公園（野球場）」における四国アイランドリーグ
等の大会開催を誘致する。

●「まぜのおかオートキャンプ場」・「蛇王運動公園」・「B＆
G海南海洋センター」などの複合的スポーツ・レジャー施設の機
能を最大限に利用した，企業・大学などのイベント・スポーツ
合宿等の積極的な誘致活動やＰＲ活動を行う。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
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【プラン１４】豊かな自然の恵み「食」による交流の促進

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

「四国の右下・まけまけマルシェ」等による集客数 － 4万人 3.8万人 3.5万人 3.9万人 4.1万人

担　　当

南部総合県民局
地域創生部

南部総合県民局
地域創生部

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

　「四国の右下・まけまけマルシェ」について，道の駅日和佐を拠点とし，ナカまつりや商工祭など地域イベ
ントと連携しながら開催することで，南阿波丼をはじめとする「南阿波グルメ」に加え，阿波尾鶏やサザエな
ど地域特産品の販売ＰＲを行うなど，魅力あるイベントとすることで集客増につながった。

徳島県南部圏域振興計画第５章

【施策②】
　南部圏域への入り込み客数を拡大するため，ご当地グルメを
開発し，店舗の販売力の向上等を通じ地域内外での浸透を図
る。

【施策①】
　南部圏域の魅力ある素材を活用した南阿波グルメの販売拡大
を図るため，道の駅日和佐を拠点とし開催する「四国の右下・
まけまけマルシェ」や阿南市活竹祭，ナカまつりなどの地域イ
ベントや県内外の百貨店での催事・見本市等におけるＰＲを強
化する。

　「四国の右下・まけまけマルシェ」や商工祭など地域イベントにおい
て，南阿波丼や南阿波スイーツといった「南阿波グルメ」の販売拡大を
図った。また，新商品開発に向け道の駅総菜プロジェクトと連携し，地
域の食材を活用した弁当の開発に取り組んだ。

　「四国の右下・まけまけマルシェ」について，道の駅日和佐を拠点に
開催したほか，阿南市，那賀町，海陽町で行われた商工祭など地域イベ
ントと連携した「出張マルシェ」を開催することで，南阿波グルメや地
域特産品等の販売ＰＲを強化した。

○「まけまけマルシェ」の開催によるにぎわいづくり　　　　　　　　　　　　　　　○南阿波グルメの発信力強化による地域内外への魅力浸透

平成３０年度実施状況及び成果主要施策・主要事業
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市町名

阿南市

牟岐町

●「アワビまつり」において，漁協と連携してアワビをはじめ
とする地元鮮魚・魚介類の販売や海を活かしたPRを実施するこ
とで，交流人口の増加を図る。

●農協や牟岐の農業を守る会と連携してスイートコーンや米の
収穫体験を通じて，農産物の販売やBBQ大会を実施すること
で，地場産品のPRと交流人口の増加を図る。

●牟岐町の遊び，食，宿泊などの体験ツアーを実施し，食だけ
でなく体験観光と合わせた交流事業を実施する。また，インバ
ウンド対応を行い，多様な方々に参加していただけるような取
組を行う。
　
●牟岐町の産物を他町の宿泊施設を備えた食事提供施設で，料
理提供と産品生産者の紹介を行い産品の販売拡大と牟岐町の認
知拡大を目指す。

●牟岐町の地元産物（出羽島は天草，牟岐はユズなど）を活用
したアイスクリームの製品の製造と販売を町外の大学生と町内
の生産者，販売者が行う。また，製造したアイスクリームを町
内外のイベントで販売し，地場産品のＰＲと食を通した交流の
場を作る。

●「アワビまつり」において，漁協と連携してアワビをはじめとする地
元鮮魚・魚介類の販売や海を活かしたPRを実施し，２日間で約１，００
０人の来場があった。

●牟岐の農業を守る会と連携してスイートコーンの収穫祭を開催し，町
内外の親子３０名で賑わい，体験を通じて，地場産品のPRと交流人口の
増加を図った。

●食・遊びなどを網羅した体験ツアーをふるさと回帰・移住体験で実
施，伝統文化の行灯食づくり体験，重伝建指定された出羽島の散策，島
の遊覧やＳＵＰ体験を実施。阿南高専の留学生と連携して，地元飲食店
や宿泊施設などを英語表記したパンフレットを作成し，県内留学生が観
光コンテンツを体験するなどインバウンド対応の体験観光メニューも実
施。

●神山町の宿泊施設で，牟岐町の農林水産物を活用した鮮魚カフェ，居
酒屋，直産市，水族館，工芸品展示を実施。本交流により繋がった方々
がアート展に出展したり来島したりで，認知度拡大以上の成果となっ
た。また，宿泊施設では継続して牟岐町の情報を提供していただいてい
る。

●オニドーナツの団体によりユズを利用したアイスクリームの商品開発
を実施，地元の姫神祭等で販売。

市・町関連施策
●「活竹祭」において阿南の特産品販売をするなど阿南のＰＲ
に努める。また，「竹」をテーマにしたイベントを開催し，産
業の発展と振興及び地域全体の活性化を図る。　（再掲）

●「食」をテーマとしたイベントとして，本年度は本市の肉グルメのお
店が大集合。また，生鮮野菜や獲れたての魚介類の販売など，地元食材
のＰＲ支援を行った。

平成３０年度実施状況及び成果
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市町名

美波町

●道の駅日和佐の物産館入り口脇に，町内飲食店等のアンテナ
ショップ，町内での新規開業を目指す人による試験的営業，調
理師学校等の生徒による腕試し的利用等，ワンデイシェフ的な
利活用が出来るチャレンジショップを整備し，集客の向上に加
え，飲食関係事業等の新たな展開を模索する。

●定住促進対策条例，小規模事業起業支援制度等の有機的連携
を通じ，空き家や空き店舗等の再生による小さな経済の創出と
集積による地域活性化を模索する。

●平成30年度については，チャレンジショップの利用は３件のみであっ
た。利用が少ないため，広報等利用促進の周知が必要である。

●定住促進対策条例及び小規模事業起業支援制度を利用し，１件ではあ
るが門前町の空き家を改修し，薬膳ラーメン屋がオープンした。また，
交流人口の町内の滞在時間増についても一役を買っている。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
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（２）「四国の右下」ファンづくりによる交流人口の拡大
【プラン１５】「四国の右下」の効果的な魅力発信

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

観光情報サイト「四国の右下みぎあがり」のユーザー数
51,725
ユーザー

80,000
ユーザー

53,914
ユーザー

70,275
ユーザー

75,390
ユーザー

141,589
ユーザー

担　　当

南部総合県民局
地域創生部

　アウトドアスポーツや食イベントの開催にあわせ，Ｗｅｂサイトや
SNSを活用しタイムリーな情報発信を行った。
　なお，Webサイトについては一般社団法人四国の右下観光局に運営を
まかせるとともに，サイトの改修を行い多言語に対応することで，情報
発信の強化に努めた。
　また，香港やフランスのブロガーなどを招へいしたファムツアーにお
いて，藍染め体験や太龍寺，海洋自然博物館マリンジャムなど観光施設
等をＳＮＳで発信した。

【施策①】
　四国の右下」の魅力の効果的な情報発信を行い，ファンづく
りを推進するため，一般社団法人四国の右下観光局において，
情報の一元化や地域の魅力を体感することができる商品企画，
プロモーションを行うとともに，東京２０２０オリンピック・
パラリンピック競技大会及びワールドマスターズゲームズ２０
２１関西を見据え，YouTuberなど新たな媒体の活用を行う。

徳島県南部圏域振興計画第５章
○地域力を発揮した「四国の右下」のファンづくりを進める

平成３０年度実施状況及び成果主要施策・主要事業

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

　観光情報ポータルサイト「四国の右下みぎあがり」を改修し，一般社団法人四国の右下観光局での運営に変
え，情報の一元化を図るとともに，県南で開催されるスポーツや食イベントをはじめ，魅力ある県南の観光素
材について発信の頻度やより関心を高める動画を活用するなどコンテンツの充実を図った結果，ユーザー数が
飛躍的に増加し，「四国の右下」のファンづくりにつながった。
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市町名

阿南市

那賀町

牟岐町

美波町

●町内のドローンフライトスポットをまとめた「那賀町ドローンマッ
プ」のデジタルアース版を首都大学東京と共同研究を実施し，インター
ネット上に公開。今後順次，掲載スポットを追加した。

●牟岐町の魅力発信イベントを県内外のイベントに合わせて実施。大学
等との教育連携事業，ふるさと回帰に繋がる交流事業，物産販売での魅
力発信事業などイベントに合わせて情報提供を実施。ＨＰなどでの情報
発信ではない，直接，人との交流を通して伝えることでその後の継続し
た連携事業に繋がった。
●牟岐町の情報を掲載したパンフレットとＨＰ，ＳＮＳの作成と運営を
行い，様々な方々に情報提供をした。また，牟岐町出身で関西にお住い
の方々に情報提供ふるさと回帰ツアーを実施した。その後も，ＨＰ，Ｓ
ＮＳなどでの情報発信と継続した交流は続きており，今後は牟岐町にゆ
かりのある方々の全国組織づくりの取り組みを進める。

●那賀町「徳島ドローン特区」として，那賀町の山，谷，川，
ダム，豊かな自然を活用した空撮アテンドのワンストップサー
ビスの実施や四季を通じて撮影記録し，ホームページ上で公
開，集客を募る。

●牟岐町の自然や産業など，魅力を町外へ発信することによ
り，交流人口の増加を目指すとともに，教育や文化，産業の新
たな発見と充実をめざし地域の活性化を図る。

●関西圏を中心とした牟岐町出身者に対して，牟岐町の情報を
掲載したパンフレットを配布する。あわせて，作成するHP，
SNSの情報ツールを活用していただけるようサポーターの仕組
みをつくり，故郷回帰ツアーなどの情報を発信し，牟岐町を訪
れる取り組みをする。

市・町関連施策

●外国人観光客誘致促進のため，観光案内所への通訳者の配
備，Ｗｉ-Ｆｉ環境整備，多言語案内板整備を実施する。

●道の駅日和佐にある恵比須洞温泉の設備を改良して温泉水自
動販売機を新設して個人販売を可能にするとともに，町内温泉
入浴客増加を目指す。

●地方創生交付金を財源として，観光案内所へ英語力の高い人材を２名
配置した。町内の飲食，宿泊施設での英語表示拡充など，外国人観光客
の対応力向上に努めた。

●災害時における外国旅行者への情報発信，情報端末への充電環境の提
供を行うため，観光案内所に非常用発電装置を設置した。

●温泉水自動販売機については，工事費が想定の倍近く必要であること
が判明したことから，設置を再検討することとした。

●道の駅公方の郷なかがわ，光のまちステーションプラザでの観光パン
フレットの配付。
　ホームページ（あまナビ）のリニューアルにかかるシステム構築を阿
南高専に依頼し，ホームページの設計書が完成した。

●道の駅公方の郷なかがわ，光のまちステーションプラザでの
観光パンフレットの配布及び映像施設を利用した観光情報の発
信，YouTubeによる動画配信サイトの利用，ＡＭＡ（あま）ナ
ビ等による動画情報の発信を行うとともに，ＡＭＡ観光ＰＲイ
ベントの実施により，四国東南部への集客を図る。

平成３０年度実施状況及び成果
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市町名

海陽町

●町のキャラクター「ふるるん」を用いて県内外のイベント等
に積極的に参加し，海陽町の魅力等のPRを行う。

●町内の観光スポット・宿泊施設・飲食店案内のパンフレット
等を作製し，道の駅等で配布するとともに，ホームページに掲
載する。また，外国語版のパンフレット作成について検討す
る。

●「ふるるん」が県内１５ヵ所，県外２ヵ所，計１７ヶ所のイベントに
参加し，海陽町のPRを行った。
　
●町内の観光スポット・宿泊施設・飲食店案内のパンフレット宿泊観光
マップを道の駅・観光協会案内所等で配布した。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
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【プラン１６】「四国の右下」の新たな魅力づくり

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

「四国の右下・まけまけマルシェ」等による集客数（再
掲）

－ 4万人 3.8万人 3.5万人 3.9万人 4.1万人

「道の駅日和佐」周辺施設を「サテライトステーショ
ン」としてネットワーク化
「道の駅日和佐」を拠点に自然体感事業
「四国の右下・まけまけマルシェ」の「道の駅日和佐」
での開催

―
―
―

4施設
年間4回
年間5回

―
年間4回
年間5回

４施設
年間4回
年間4回

（雨天中止１回）

４施設
年間4回

年間10回

４施設
年間4回
年間４回

（雨天中止２回）

（川口ダム自然エネルギーミュージアムの整備） － ㉘整備・活用 － ７月整備・活用 活用 活用

徳島県南部圏域振興計画第５章
○「まけまけマルシェ」と各種イベントの同時開催による魅力アップ
○「道の駅サテライトステーション」の重点展開～「道の駅日和佐」の魅力アップ～
○「スマート回廊」における先端技術・科学体験の展開

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

　道の駅日和佐を核としたサテライトステーションへの周遊を促すため，一般社団法人四国の右下観光局が運
営するＷｅｂサイトでの動画を活用した情報発信に取り組むとともに，道の駅日和佐や各種イベントにおいて
南阿波グルメや地域特産品の販売ＰＲを行う「四国の右下・まけまけマルシェ」を開催することで，誘客促進
を図った。
　  平成２８年度に整備した川口ダム自然エネルギーミュージアムを核として，その周辺施設による「スマー
ト回廊」と連携して活用した。
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担　　当

南部総合県民局
地域創生部

南部総合県民局
地域創生部

南部総合県民局
地域創生部
牟岐町
美波町

企業局

【施策②】
　阿佐東線に２０２０年導入予定のＤＭＶを活用し,鉄道ファン
をはじめとする新たな誘客による,阿佐東線の利用促進と地域の
にぎわいづくりに取り組みます。

　阿佐東線において，「あさてつワクワク体感ツアー」や「阿佐鉄フォ
トコンテスト」などのイベントを開催するとともに，お花見列車や風鈴
列車などの企画列車の運行等により，ＤＭＶ導入に向けた機運の醸成や
阿佐鉄の利用を促進した。
　また，ＤＭＶを観光コンテンツとして活用し誘客促進につなげるポス
ターを製作し，ＪＲ四国の駅をはじめ公共施設，観光施設等においてＰ
Ｒした。

【施策③】
　「道の駅日和佐」の機能強化とともに，多様な地域の魅力を
備えた周辺施設を「道の駅サテライトステーション」として配
置し，「道の駅」を起点に観光客が「回遊」し，「滞在性」も
高まる仕組みづくりを進める。

　「道の駅サテライトステーション」の4施設（南阿波サンライン第1展
望台・日和佐うみがめ博物館「カレッタ」・ぽっぽマリン・モラスコむ
ぎ）と周辺観光スポットを紹介する動画について，一般社団法人四国の
右下観光局が運営するWebサイトで情報発信した。また，星空観察会や
「四国の右下」ロードライド２０１８において，南阿波サンラインの魅
力発信に努めた。

【施策④】
　川口ダム自然エネルギーミュージアム「川口エネ・ミュー」
とその周辺施設が連携し，自然エネルギー活用，先端のデジタ
ル・ロボットテクノロジーや科学展等の体験による賑わいづく
りに取組みます。

  自然エネルギーの大切さを学び，先端技術に触れるため，平成２８年度
に整備した川口ダム自然エネルギーミュージアムを核として，その周辺
施設による「スマート回廊」と連携して活用した。
　平成２９年度は，１８，３３２人に来館・体験いただいた。

【施策①】
　「四国の右下」ご自慢の特産品等を販売ＰＲする「四国の右
下・まけまけマルシェ」について，道の駅日和佐での開催に加
え地域イベントと連携した「出張マルシェ」を開催し，発信力
や集客力を高めることで，県南部におけるにぎわいづくりと誘
客促進を図る。

主要施策・主要事業

　道の駅日和佐での開催に加え，ナカまつり（那賀町）や海陽町商工産
業祭（海陽町）などの地域イベントと連携した出張マルシェを開催し，
南阿波丼や阿波尾鶏など県南の特産品の販売ＰＲを行った。

平成３０年度実施状況及び成果
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市町名

牟岐町

美波町

●牟岐の自然を守り，次世代継承のため，地元住民，団体など
による連携のもと，自然と共存するまちづくりに向けた環境保
全活動，地域の活性化に繋がる活動を推進する。

市・町関連施策
●千年サンゴ周辺の生物環境調査２回，サンゴ食害生物の駆除活動を２
回実施し，サポーター会員向けに広報ペーパーの発送を行った（年1
回）。また，シュノーケーリング体験を実施した（年1回）。

●産直館の北側と南側にバックヤードを増設し，魚加工場や野菜仕分け
場として整備した。また，新商品開発として四国大学と連携して弁当を
開発し，美波町商工祭で販売を行った。
 

●田井ノ浜では，7月16日に美波町観光協会とJR四国が連携し，降車し
た方の中から次の列車の駅長を務めていただく「その時駅長」を開催し
た。

平成３０年度実施状況及び成果

●道の駅日和佐にチャレンジショップ，温泉水自動販売機，
「四国の右下・まけまけマルシェ」等イベント支援用付帯設
備，自転車ラック等を新設し，誘客促進を図る。
　また，美波バーガーⅡやひじき入りパン，美波丼など，地元
食材を用いた新商品の開発に取り組み，道の駅日和佐や由岐ふ
れあいホール「ぽっぽマリン」などでの販売を行う。

●田井ノ浜，恵比須浜，沿岸域や沖合ダイビングスポット，日
和佐川中・上流域など，改善や拡充の余地を有する空間を再調
査し，観光協会や関係住民等と連携しながら集客スポットとし
て再生又は創出する。
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（３）交通体系の整備促進
【プラン１７】広域交通体系の整備促進

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

四国横断自動車道（小松島～阿南）の整備 工事施工中 工事促進中 工事促進中 工事促進中 工事促進中 工事促進中

地域高規格道路（桑野道路）の整備 調査設計中 事業促進中 用地買収着手 用地買収促進 用地買収促進 用地買収促進

地域高規格道路（福井道路）の整備 調査設計中 事業促進中 調査設計中 用地買収着手 用地買収促進 用地買収促進

地域高規格道路（海部道路）の整備 調査中 事業促進中 調査中 調査中 調査・設計中 調査中

担　　当

南部総合県民局
県土整備部

南部総合県民局
県土整備部

　四国横断自動車道の小松島～阿南間について，用地買収及び工事を促進した。
　阿南安芸自動車道の桑野道路及び福井道路について，調査設計及び用地買収を促進した。海部道路につい
て，新規事業化に向けて，都市計画決定を行うとともにに，「インターチェンジ」と一体的に整備される「地
域防災公園」への「アクセス道路」の調査・設計を進めた。
　平成３１年４月，海部野根道路新規事業化

平成３０年度実施状況及び成果

　四国横断自動車道の徳島JCT～阿南間について，用地買収及び工事を
促進した。

　阿南安芸自動車道の桑野道路，福井道路については，調査設計及び用
地買収を促進した。
　海部道路については，新規事業化に向けて，都市計画決定を行うとと
もに，「インターチェンジ」と一体的に整備される「地域防災公園」へ
の「アクセス道路」の調査・設計を促進した。

主要施策・主要事業
【施策①】
　近畿及び四国内の交流基盤となる四国横断自動車道（徳島Ｊ
ＣＴ～阿南間）の整備を促進する。

【施策②】
　高規格幹線道路と一体となって，高速交通ネットワークを形
成する地域高規格道路，阿南安芸自動車道（桑野道路，福井道
路，海部道路）の整備を促進する。

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

徳島県南部圏域振興計画第５章
○四国横断自動車道，地域高規格道路の整備促進
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市町名

海陽町

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●｢四国の８の字ネットワークのミッシングリンクの解消｣に向
け，平時の救急救命や災害発生時における｢命の道｣として必要
な｢海部道路｣について，早期事業化を関係町・県と連携し，国
に要請する。

●海部道路の早期事業化に向けて要望活動等を行った結果，「海部野根
道路」として海陽町多良～東洋町野根間約１４．３ｋｍにおいて新規事
業化された。
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【プラン１８】域内交通体系の整備促進

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

一般国道55号阿南道路（４車線化）の整備 工事施工中 ㉛完成 工事促進中 工事促進中 工事促進中 工事促進中

一般国道55号牟岐バイパスの整備 工事施工中 工事促進中 工事促進中 工事促進中 工事促進中 工事促進中

主要地方道阿南小松島線黒河バイパスの整備 工事施工中 ㉗供用 ㉗供用 ㉗供用 ㉗供用 ㉗供用

一般国道195号出合大戸バイパスの整備 工事施工中
供用

（㉙供用）
工事推進中 出合ゆず大橋完成 供用 ㉙供用

一般県道日和佐牟岐線　海部病院アクセス道路の整備 工事施工中 ㉘完成 工事推進中 ㉘完成 ㉘完成 ㉘完成

担　　当

南部総合県民局
県土整備部

南部総合県民局
県土整備部

【施策②】
　一般国道５５号牟岐バイパスの整備を促進する。

平成３０年度実施状況及び成果

　那賀川大橋周辺の令和元年度４車線化完成に向けて工事を促進した。

　用地買収や橋梁下部工などの工事を促進した。

主要施策・主要事業
【施策①】
　一般国道５５号阿南道路那賀川大橋周辺２．１ｋｍの４車線
工事を促進する。

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

　一般国道５５号阿南道路の那賀川大橋周辺の４車線化を，令和元年度完成に向け促進した。一般国道５５号
牟岐バイパスは，用地買収や橋梁下部工などの工事を促進した。

徳島県南部圏域振興計画第５章
○一般国道，県道等の整備推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○地域公共交通の維持，活性化
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担　　当

南部総合県民局
地域創生部
次世代交通課
海陽町

市町名

阿南市

牟岐町

美波町

海陽町

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果
【施策③】
　阿佐東地域へ，国が一定の評価を示し実用化が可能となった
ＤＭＶの導入や鉄道活性化に向けた取組みを促進する。

　ＤＭＶの愛称やデザインを公募し「未来への波乗り」「すだちの風」
「阿佐海岸維新」を選定したほか，第１号車両の完成記念イベントを開
催するなどＤＭＶ導入に向けた機運醸成を図った。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果

※テュアルモードビークル（ＤＭＶ）とは，列車が走るための軌道と自動車が走るための道路の双方を走ることができる車両のこと。

●民間バス事業者が運行する，市中心部と那賀川・羽ノ浦両町
を結ぶ循環バス「ナカちゃん号」の運行支援を行う。

●阿南市地域公共交通協議会を開催し，運行計画について協議するとと
もに，国庫補助（地域公共交通確保維持改善事業）を活用し，運行事業
者に対して市補助金を交付し，路線の確保維持を行った。
　・平成30年度利用者数　10,613人（前年度比11.8％減）

●７５歳以上の高齢者を対象としタクシー料金助成制度継続及
び徳島バス南部への補助を継続することで，地域住民の生活交
通の確保を図る。

●日常的な交通体系の整備にあわせ，観光的な交通体系（レン
タルサイクリング・シータクシー）を模索・検討する。

●７５歳以上の高齢者に対しタクシー料金の助成事業を実施。
　・配布率　４５．１％（配布者５２７人）
   ・使用率　５７．３％

●徳島バス南部の協力により運行ルートを海部病院経由に変更。

●住民の生活交通の確保と美波町の交通体制の構築を図るた
め，美波病院と日和佐診療所間の連絡バスを運行するととも
に，公共交通空白地帯の足の確保のためタクシー料金助成制度
等の拡充等地域にあった公共交通体制の構築を検討する。

●美波病院と日和佐診療所間の連絡バスの運行及び交通空白地帯におけ
るタクシー利用料金助成を行った。

●人口減少が進む現状において，関係町・県と連携し，持続可
能なJR・阿佐海岸鉄道・徳島バス南部・町営バス等の公共交通
ネットワークの再構築を検討する。

●阿佐東線において，利用促進を目的としたイベント等を実施した。

●ＤＭＶ導入に向け，DMVわくわくイベントの実施など，気運の醸成を
図る取組みを行った。

●阿佐東地域の公共交通機関や関係自治体による企画切符の販売等，利
用促進を図った。
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（１）美しく豊かな自然環境の保全と利活用
【プラン１９】地域の環による自然保護活動と利活用

プラン評価（事務局案） Ｂ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

ビーチコーミング参加者数 － 200人 208人 217人 220人 211人

「海からのめぐみ」を活用したまちづくり参加者数 － 1,900人 1,890人 1,300人 1646人 2118人

千年サンゴ保全活動参加者数 95人 100人 115人 119人 59人 50人

どんぐりプロジェクトによる育苗本数（累計） 43,000本 58,000本 49,000本 52,000本 55，000本 58,000本

みなみから届ける環づくり会議における協働型環境保全
実施回数

3回 3回 3回 ３回 ３回 ３回

担　　当

南部総合県民局
保健福祉環境部

４　自然とともに歩む地域づくり

徳島県南部圏域振興計画第５章
○自然を活かした魅力の創出と地域活性化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○広葉樹の種子による育苗・植栽の推進
○みなみから届ける環づくり会議との連携

主要施策・主要事業
【施策①】
　環境保全意識の向上を図るため，海岸漂着物の除去及びビーチ
コーミングを行うことにより，海の環境について学び考えること
を推進する。

平成３０年度実施状況及び成果

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

　地域団体等と連携しながら，室戸阿南海岸国定公園域の海岸環境の保全啓発や「千年サンゴ」等の保全・活用を進
めることで，美しく豊かな県南の自然の魅力を発信し，地域活性に繋げた。
  また，体験型環境学習等により，次世代の環境保全意識の向上を図った。
　引き続き，地域と連携して情報発信を行うとともに，体験を通した環境への気づきと保全意識の向上を図る。

　美波町において「ビーチコーミング＆磯の生きもの観察会」を実施す
るとともに，家族連れや子どもたちを対象に海岸漂着物を利用したクラ
フト体験や，環境クイズ・漂着ゴミに関する啓発パネル展示を行い，海
の環境について学ぶ機会を創出した。
・ビーチコーミング＆磯の生きもの観察会参加者　　　　６６名
・阿南市こどもフェスティバルにおけるクラフト体験　１４５名
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担　　当

南部総合県民局
保健福祉環境部

南部総合県民局
保健福祉環境部

南部総合県民局
地域創生部

南部総合県民局
保健福祉環境部

南部総合県民局
保健福祉環境部

　日本ユネスコ・プロジェクト未来遺産登録となった「千年サンゴ」の
保全活動を継続するとともに，阿南市活竹祭や徳島とくとくターミナル
において４Ｋ動画・ＶＲ体験を活用した魅力発信を行い，地域活性化に
繋げた。

【施策④】
　牟岐大島の「千年サンゴ」などの豊かな自然環境の保護や伝統
文化を活かした地域づくりを図るため，県職員によるボランティ
アグループ「四国の右下☆ＲＹＵＧＵ隊（ＳＭＲＣ）」の活動を
推進する。

　日和佐八幡神社秋期例祭「ちょうさ」担ぎ手としての参加や，ロード
アドプト登録を行った上で南阿波サンラインの清掃活動を行う等の活動
により，自然保護活動や伝統文化を活かした地域づくりを推進した。

【施策⑤】
　地元の自然林から広葉樹の種子を採取し，育てた苗を水源地な
どへの植栽に利用する「どんぐりプロジェクト」を推進し，地域
植生の再生及び県土の保全を図る。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

　地元の自然林から採取した種子を育苗し，地元高校生による植樹を行
うことで，生物多様性の確保と環境保全意識の向上を図った。

【施策⑥】
　みなみから届ける環づくり会議では，水環境の保全，住民参加
型の森づくりやボランティア活動証明制度の試行など，協働型環
境保全活動に取り組む。

　産民学官協働で，若年層の水環境保全への関心を高めるため，主に小
学生を対象とした体験型環境学習を実施した。
　また，地域の環境保全活動へ高校生等のボランティア参加を促すため
に「ボランティア活動証明制度」を策定するとともに，活動回数等によ
り表彰する規定を設けた。

【施策②】
　美しく豊かな環境を次世代に継承するため，地元の団体等と連
携し，豊かな海からのめぐみを活用した持続可能なまちづくりを
推進する。

　牟岐町，地域団体等で構成する「千年サンゴと活きるまちづくり協議
会」と連携した親子シュノーケリング体験（３９名）の実施や，あすた
むらんどサイエンスフェア等における「海のめぐみ」の情報発信ブース
運営（1,000人）で，海の魅力を発信するとともに，環境保全意識を高
め，自然とともに生きるまちづくりの推進を図った。
　また，牟岐町で開催された「海岸保全・海ごみ対策フォーラム」にお
いて海岸漂着物ブースを出展し，海岸漂着ゴミの現状について参加者
（450人）の理解を深めた。

【施策③】
　日本ユネスコ・プロジェクト未来遺産登録となった「千年サン
ゴ」の保全活動の強化（学生ボランティアダイバーの育成等）を
図るとともに，４Ｋ動画・ＶＲ体験の活用による魅力発信によ
り，地域活性化に繋げる。
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【プラン２０】青（みず）と緑（もり）が彩る自然環境・生態系の保全

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

合併処理浄化槽による処理人口 28,848人 32,000人 29,735人 30,586人 30,370人 30,706人

公的管理森林面積（累計） 850ha 3,000ha 1,383ha 2,080ha 2,592ha 3,472ha

「徳島県田園環境配慮マニュアル」に基づく事業計画策
定地区数（累計）

8地区 13地区 11地区 12地区 14地区 15地区

担　　当

南部総合県民局
保健福祉環境部

徳島県南部圏域振興計画第５章
○各種汚水処理施設の普及促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○公有林化の推進
○とくしま南部森林（もり）づくりの推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○「徳島県豊かな森林を守る条例」に基づく森林の適切な保全管理
○自然環境に配慮した公共工事の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○圏域に生息する動植物の啓発，保全

平成３０年度実施状況及び成果

　浄化槽の適正な維持管理を推進するため浄化槽教室を６回開催し，浄
化槽の役割やその維持管理の重要性を啓発した。
　また，大型商業施設において浄化槽キャンペーン等による浄化槽適正
管理の意識啓発を行うとともに，維持管理に関する指導を随時実施し
た。

　浄化槽教室の開催や子どもたちを対象にした川の水質調査等により水環境問題の啓発を行い，環境保全意識
の向上を図った。
　農業農村整備事業，公共土木工事の実施では，自然環境に配慮した工事を推進した。
　南部圏域の豊かな自然環境を保全するため，間伐等による森林整備や，公有林化による森林の適切な保全・
管理が順調に進んでいる。
　また，新規に事業を予定している農業農村整備事業２地区の事業計画作成において，「徳島県田園環境配慮
マニュアル」に基づく，動植物の生育環境に配慮した事業計画を策定した。

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

主要施策・主要事業
【施策①】
　浄化槽の適正な維持管理を推進するため，浄化槽教室の開催，
浄化槽キャンペーン等による意識啓発に加え，維持管理に関する
指導を実施する。
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担　　当

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部
県土整備部

南部総合県民局
保健福祉環境部

南部総合県民局
地域創生部

【施策④】
　農業農村整備事業，公共土木工事の実施では，自然環境に配慮
した工事を推進する。

　農業農村整備事業の新規１地区において，自然環境調査に基づいた環
境配慮事業計画を策定すると共に，継続中の県営事業７地区で自然環境
に配慮した工事を推進した。
　県土整備部所管事業において，「美しい山河を守る災害復旧基本方
針」に基づき，河川護岸で巨石積工法の施工や，道路河川兼用護岸で
ポーラスコンクリートブロック（粗面ブロック）積工法の施工をする
など，自然環境に配慮した工事を実施した。

【施策⑤】
　みなみから届ける環づくり会議の水質ワーキンググループによ
り，小中学生などを対象に，水環境に関する環境教育を実施す
る。

　夏休みに小学生と保護者を対象に，阿南市内の河川で水質調査や現状
観察を行う「川の調査探検」を２回実施した。
　阿南市こどもフェスティバルで，紙すきや排水の浄化の体験を通じて
水環境を考えるブースを出展した。

【施策⑥】
　牟岐大島の「千年サンゴ」などの豊かな自然環境の保護や伝統
文化を活かした地域づくりを図るため，県職員によるボランティ
アグループ「四国の右下☆ＲＹＵＧＵ隊（ＳＭＲＣ）」の活動を
推進する。（再掲）

　日和佐八幡神社秋期例祭「ちょうさ」担ぎ手としての参加や，ロード
アドプト登録を行った上で南阿波サンラインの清掃活動を行う等の活動
により，自然保護活動や伝統文化を活かした地域づくりを推進した。

【施策②】
　水源林をはじめとする環境や防災面で重要な森林について，所
有者の管理放棄や目的が明らかでない森林買収などに対応するた
め，公有林化（県版保安林，県・市町有林化等）を進め，適切な
保全を図る。

　県有林化等推進事業や企業局の森づくり支援事業等により，徳島県が
約23ha（阿南市細野町），那賀町が約61haの森林を取得したほか，徳
島森林づくり推進機構による分収林の買取等で176ha（南部）の買取，
県版保安林として45ha（那賀町・海陽町）の指定を行うなど，森林の公
有林化や公的管理が進んだ。

【施策③】
　造林・下刈・除伐・間伐・路網等の森林整備を推進し，健全で
豊かな森林の維持造成を図る。

　南部圏域において，造林の実施に加え，下刈や間伐，さらに作業道開
設などの適切な森林整備を進めることにより，公益的機能の維持増進が
図られ，健全で豊かな森林づくりが促進された。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果
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市町名

阿南市

牟岐町

海陽町

●海陽町産材活用住宅建築推進事業費補助金の対象を新築住宅だ
けでなく，増築・店舗・倉庫等にも対象を拡充し，町産材の活用
を促進することにより，町産材の流通を活性化し，未管理森林の
発生を防止し，健全で豊かな森林の維持・造成を図る。

●「海陽町海部川保全条例」・「海陽町ふるさとの水を守る条
例」の制定により，きれいな水環境の実現を図る。

●竹ヶ島海中公園自然再生協議会を通じてエダミドリイシの採
卵，稚サンゴ育成と移植及びサンゴ育成モニタリング調査の実施
による保全・再生活動を行う。

●本年度は住居4軒のほか拡大分の倉庫についても2軒実施があった。

●年2回海部川アドプト事業でゴミの回収等を行い，きれいな水環境を守
る取組や啓発を行った。毎年，水質調査も実施している。
　
●竹ケ島海中公園自然再生協議会を中心として，エダミドリイシの採
卵，稚サンゴ育成と移植及び育成モニタリング調査を実施し，毎年小学
生を対象にサンゴの移植作業を行い，環境保全・自然再生活動に取り組
んでいる。

●「阿南市生物多様性ホットスポット」である伊島のササユリ保護活動
について，阿南高専と連携し，伊島ささゆり保全の会の運営によりササ
ユリ生育地保護ボランティア（２回，36名）を受け入れ，企業等からの
活動支援を増やし，ササユリ生育調査を実施，科学的な情報の収集を行
うことができた。
また，第6回生物多様性フォーラム（一般参加者約１0０名）では，活動
紹介・課題共有等，阿南市全体の生物多様性の未来に向けた議論を行う
ことができた。
　また，阿南市の豊かな生物多様性を計画的かつ適切に保全し，その持
続的な利用によって本市の活性化を図ることを目的として生物多様性あ
なん戦略（仮称）の策定をめざして検討した。

●牟岐の自然を守り，次世代継承のため，地元住民，団体などに
よる連携のもと，自然と共存するまちづくりに向けた環境保全活
動，地域の活性化に繋がる活動を推進する。（再掲）

●千年サンゴ周辺の生物環境調査２回，サンゴ食害生物の駆除活動を２
回実施し，サポーター会員向けに広報ペーパーの発送を行った（年1
回）。また，シュノーケーリング体験を実施した（年1回）。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●「阿南市生物多様性ホットスポット」選定地の保全・活用の仕
組みづくりについて関係者及び関係団体等と共に検討し，課題を
共有する。
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【プラン２１】鳥獣害対策の推進，野生生物の適正管理

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

ニホンジカ捕獲頭数（県下全体） 9,954頭 6,300頭以上 12,578頭 14,013頭 12,752頭 12,717頭

狩猟免許新規合格者数（累計） 47人 350人 205人 286人 333人 380人

集落ぐるみで鳥獣害対策に取り組むモデル集落数（累
計）

－ 10集落 3集落 ４集落 7集落 12集落

担　　当

鳥獣対策・ふるさと創造
課

徳島県南部圏域振興計画第５章
○「適正管理計画」に基づく適正管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○集落ぐるみで取り組む鳥獣害対策の推進

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

主要施策・主要事業
【施策①】
　 ｢徳島県ニホンジカ適正管理計画｣の達成のため，指定管理鳥
獣捕獲等事業により県が主体となってシカの適正捕獲を推進す
る。

　平成30年度は，那賀町花瀬地区において，研修会の開催や集落点検を実施し，野生鳥獣の追い払いに向けた
取組みや複合柵モデル園地の設置を行うなど，集落全体で被害対策に取り組んだほか，阿南市福井町辺川地区
では，侵入防止柵を設置し，被害対策への労力を削減することで農業者の所得向上を図った。
　また，海陽町櫛川地区では，若い担い手を中心とした鳥獣被害対策の体制整備を進めたほか，海陽町久尾地
区では侵入防止柵の設置，美波町赤松地区・西河内地区では鳥獣被害対策の研修会を開催し，集落ぐるみで被
害対策に取り組むモデル集落の育成が図られた。
  狩猟免許試験の休日実施，関係者が多く集まる鳥獣対策協議会及び市町広報誌などを通じ狩猟免許の取得に
ついて広報することにより，新規合格者の確保を図った。

平成３０年度実施状況及び成果

　生息状況調査に基づき，生息密度が高いとの結果が得られた剣山系を
はじめとする「高標高地」や「鳥獣保護区」で捕獲を行うこととしてお
り，平成30年度は剣山系地域や阿南･海部海岸地域など，県下6地域で捕
獲事業を実施し，647頭のニホンジカを捕獲した。
【参考】平成30年度ニホンジカ捕獲頭数(県下全体12,717頭）内訳
　　狩猟：2,190頭，有害鳥獣捕獲：9,880頭
　　指定管理鳥獣捕獲等事業：12,717頭
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担　　当

鳥獣対策・ふるさと創造
課

南部総合県民局
保健福祉環境部

南部総合県民局
農林水産部

市町名

那賀町

平成３０年度実施状況及び成果

　休日の狩猟免許試験を年３回実施するとともに，県猟友会主催による
「狩猟免許試験初心者講習会」（県内８回，うち南部管内１回）及び市
町の広報誌を活用した狩猟免許に関する広報により，新規合格者４７名
を確保した。

【施策②】
　「阿波地美栄」の消費拡大やＰＲを推進するとともに，未利用
資源の利活用を推進する。

【施策③】
　新規の狩猟免許所持者を確保するために，年３回，休日に狩猟
免許試験を実施する。また，県猟友会が実施する狩猟初心者を対
象とした研修会への講師派遣や市町の狩猟関連イベント時に狩猟
免許について広報することにより，狩猟者の確保に努める。

　ジビエの普及定着と需要拡大を図るために，四季美谷温泉において，
４月29日に「木沢の春新緑祭」で鹿肉ジビエを普及するとともに，１０
月８日に「きさわ鹿の森ジビエフェスタ」を実施し，「阿波地美栄」の
ＰＲ活動を行った。
また，木沢シカ肉加工施設に加え中川食品がハラール認証を取得した。

主要施策・主要事業

【施策④】
　侵入防止柵の設置などのハード整備とモンキードッグ育成や緩
衝帯の設置などのソフト対策を組み合わせ，住民が主体となって
集落全体で取り組む鳥獣害対策を推進する。

　那賀町花瀬地区では，鳥獣害防止対策の研修会，集落点検の実施，隠
れ家となる藪等の伐採を行った。また，動物駆逐用煙火の使用に向けた
講習会の実施や，複合柵を普及していくために複合柵モデル園の設置を
行った。
　阿南市福井町辺川地区では，野生鳥獣の出没状況の見回りや追い払い
等での多大な労力を軽減するために侵入防止柵を設置し，農業所得の向
上を図った。
　海陽町櫛川地区では，若い担い手が中心となり，既存の侵入防止柵の
点検や集落マップ作成等を行い，集落で被害対策を行う仕組みを構築し
た。また，海陽町久尾地区では侵入防止柵を設置し，美波町赤松地区・
西河内地区では鳥獣被害対策の研修会を開催した。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●鹿肉加工商品を開発販売しブランド化することにより地場産業
として定着化させ地域の雇用創出を図る。（再掲）

●ドローンの活用により，鳥獣被害への対応等地域課題の解決に
向けた実証実験を行う。

●四季美谷温泉でジビエイベントを開催，また徳島市内での狩猟イベン
トにてPR，内容として鹿肉の美味しさ，ヘルシーさ等を普及活動をし
た。また全国で1号となる，広域地域の広域捕獲が可能となるジビエジュ
ニアを導入。今後の鹿肉の処理頭数（食用）の増加が期待される。
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市町名

美波町

海陽町

●有害鳥獣の計画的な駆除及び集落単位での防護施設の整備等を
図る。

●有害鳥獣捕獲実績（サル59頭・シカ603頭・イノシシ175頭）
計（837頭）

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●県猟友会が実施する研修会や狩猟免許受験費用の一定額を助成
することで，新規狩猟免許取得者を確保し，有害鳥獣駆除従事組
織の持続に努める。

●駆除班員の手薄な地域等について，近隣市町駆除班からの応援
を受けることができるような仕組み作りを模索する。

●美波町単独事業として，初心者講習会費及び受験費用の一部として，
希望者１名に上限額9,500円を補助したほか，鳥獣進入防止柵設置事業
として材料費の半額補助については6件，補助交付額528,000円で，資
材別事業量は，電気柵の本器が1台，電気柵693m，金網柵572mで
あった。
　
●駆除班員の手薄な地域については，平成３０年度も地域の駆除班員が
捕獲活動範囲を広げて駆除活動を行った。
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（２）自然エネルギーの利活用
【プラン２２】自然エネルギーの「宝庫」の利活用

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

木質バイオマス発電 －
㉘

6,000kw
推進中 6,220kw 6,220kw 6,220kw

担　　当

南部総合県民局
農林水産部

自然エネルギー推進室
南部総合県民局
保健福祉環境部

徳島県南部圏域振興計画第５章
○未利用木質資源等を活用したバイオマス発電の推進と木材の供給体制整備　　　　　 ○豊富な太陽光を活用した，「持続可能な漁港」の実現

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

　平成２８年７月から，阿南市において「木質バイオマス発電施設」が本格稼働した。

【施策②】
　沿岸地域の豊富な自然エネルギーを有効活用するため，太陽光
や小型風力発電，省エネ設備等を積極的に導入し，「持続可能な
漁港」の取組みを支援する。

　平成２７年度に導入した太陽光発電（３基）及びLED照明灯（２３
灯）について，平成30年度も太陽光発電やLED化によるCO2削減と合
わせ，漁港の電気料金の低減や照明が明るくなったことによる作業の効
率化などの成果があがった。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果
【施策①】
　南部地域において，製材端材，林地残材及び竹材を活用したバ
イオマス発電を促進するとともに，必要となる木材・竹材の供給
体制の整備を推進し，「カーボンニュートラル」による環境負荷
の低減と地域材の利用拡大を図る。

　平成28年７月に，阿南市で木質バイオマス発電施設が稼働したことか
ら，新次元林業プロジェクトにより，事業地の確保や林業機械の導入な
ど，「木質バイオマス発電」の原材料となる木材の供給体制の強化に努
めた。
　また，竹材については，継続して生産方法の検討や需要先となるバイ
オマス発電に係る検討を行った。
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担　　当

企業局

市町名

那賀町

海陽町

●那賀町も加入している技術研究組合LIPSにおいて関西化学機械製作
(株)が製造したナノセルロース・リグノフェノール複合体（LNCC）のサ
ンプル製造を行い，応用製品の開発を行っている企業にLNCCサンプル
品の供給を行った。

平成３０年度実施状況及び成果市・町関連施策

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

●町内の未利用地（工場跡地・土砂採石場跡地）等への企業によ
る大規模太陽光発電施設の誘致や，住民への住宅用太陽光発電シ
ステム設置費用の助成制度などにより，「地域自立型クリーンエ
ネルギー」の導入を促進する。

●住宅用太陽光発電システム設置費用の助成を行い，クリーンエネル
ギー導入を促している。

【施策③】
　自然エネルギー活用の大切さを啓発するため，水力及び太陽光
等の発電や環境学習の拠点となる施設を整備し，「とくしま自然
エネルギー探検隊事業」などで活用する。

　自然エネルギーの普及促進と次代を担う子どもたちの科学に関する関
心を高めるため，環境やエネルギーに関する学習の場として平成２８年
度に整備した「川口ダム自然エネルギーミュージアム」を活用し，太陽
光・水力・風力・木質バイオマス発電設備の見学，水素の活用，最新の
デジタル技術を用いた映像等の体験学習などに積極的に取り組んだ。

●地域の活性化とコミュニティーの再生を図るため「地域自立型
クリーンエネルギー発電事業」の可能性を調査する。

●三重大学舩岡教授が発明した相分離変換システムのパイロット
プラントを整備しリグノフェノール及びセルロース・ナノファイ
バーの製造実験を行う。
　製造されたリグノフェノール及びセルロース・ナノファイバー
は石油製品に替わる応用製品などに使用するため試験製造を行
う。
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【プラン２３】災害に強い自立・分散型エネルギーの推進

プラン評価（事務局案） Ｂ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

移動式水素ステーションの整備 － 1箇所 － － － －

防災拠点や避難所への次世代エコカーによる電力供給の取組市町村数 － 1市4町 1市2町 1市4町 1市4町 1市4町

担　　当

自然エネルギー推進室
南部総合県民局
保健福祉環境部

自然エネルギー推進室
南部総合県民局
保健福祉環境部

　南部地域において，これまで18か所（県有施設８か所，町有施設９か
所，民間施設１か所）の庁舎，病院，学校等に太陽光発電，蓄電池等を
導入し，災害時における防災拠点や避難所の機能強化を図った。

　平成27年度に導入した移動式水素ステーションの機動性を活かして，
「活竹祭」や「四国の右下食博覧会」とタイアップした南部圏域におけ
る実証運用を行い，将来の水素ステーションの整備に向けた需要喚起の
ため，水素エネルギーの有用性，優れた環境性について啓発活動を実施
した。

【施策②】
　地球温暖化対策の切り札となる未来のエネルギー「水素」を積
極的に活用するため，水素ステーションの整備を促進する。

主要施策・主要事業
【施策①】
　 防災拠点や避難所に，エネルギー供給の自立，分散に適し，
災害に強い特性を有する，太陽光パネルや蓄電池といった「自然
エネルギー」関連設備の整備を推進する。

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

　平成27年度に導入した移動式水素ステーションの機動性を活かして，「活竹祭」や「四国の右下食博覧会」
とタイアップした南部圏域における実証運用を行い，将来の水素ステーションの整備に向けた需要喚起のた
め，水素エネルギーの有用性，優れた環境性について啓発活動を実施した。
　知事・市町村長会議や市町村環境・廃棄物担当者会議などの場においても，公用車の次世代エコカーへの更
新や，それを用いて防災拠点や避難所等へ電力を供給するための機器の導入を要望し，機運の醸成を図った。

徳島県南部圏域振興計画第５章

平成３０年度実施状況及び成果

○拠点施設等の機能強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○水素ステーションの整備
○災害時電源確保モデルの展開
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担　　当

南部総合県民局

自然エネルギー推進室

　これまで，海陽町まぜのおかで開催された「徳島県総合防災訓練」
（Ｈ２８）や，美波町で開催された「四国の右下食博覧会」（Ｈ２９）
など，南部地域において，燃料電池自動車の展示を行うとともに，電力
供給のデモンストレーションを行った。
　知事・市町村長会議や市町村環境・廃棄物担当者会議などの場におい
ても，公用車の次世代エコカーへの更新や，それを用いて防災拠点や避
難所等へ電力を供給するための機器の導入を要望し，機運の醸成を図っ
た。

【施策③】
　電気自動車など次世代エコカー（EV,FCV,PHV等）の優れた
蓄電池や発電機能を災害時の非常用電源として有効活用するた
め，県及び市町村の公用車を次世代エコカーに更新するととも
に，それを用いて防災拠点や避難所等へ電力を供給する取組
（V2Hの設置等）を推進する。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果
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５　支えあい次世代につなぐ地域づくり
（１）ひとを呼び，育む地域づくり
【プラン２４】若い世代の移住，定住の促進，新しいライフスタイルの展開

プラン評価（事務局案） Ｂ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

移住者数 30人 350人 317人 407人 615人 666人

４５歳未満の移住者数 26人 250人 215人 305人 476人 531人

サテライトオフィスの誘致（累計） ６社 30社 15社 19社 24社 25社

コワーキングスペース「ミナミマリンラボ」の設置・運
営

－ 運営 － － － 運営

インターンシップ参加者数 － 年間延べ300人 － － 293人 237人

担　　当

南部総合県民局
地域創生部
各市町

徳島県南部圏域振興計画第５章
○移住・定住の促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○サテライトオフィスの誘致・深化
○実践的インターンシップの実施による創業人材の育成・誘致　　　　　　　　　　　 ○「四国の右下」版ＣＣＲＣの構築

　「移住コーディネーター」を育成するため，市町担当者や移住支援員
に対し，「移住アドバイザー」による移住研修会（１３回），移住関係
相談（１０８回）を実施した。

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

　平成２７年度に設置した「『四国の右下』若者創生協議会」として，県民局と圏域内市町が一体となり移
住・定住・交流促進，サテライトオフィス誘致に取り組んだ。
　圏域を網羅する「移住アドバイザー」を配置し，市町移住相談員のスキルアップと連携強化を推進した。
　サテライトオフィス開設に関心のある企業に対し，ワンストップで対応するコンシェルジュを配置し，サテ
ライトオフィスに関する相談，視察受入れ等に一元的に対応したほか，ＳＯ企業を中心に多様な主体が連携し
た研究会を立ち上げ，新たなビジネス創出や地域課題解決に取り組んだ。
　都市部大学生による実践的インターンシップ実施により，人材育成と交流人口拡大を図るとともに，地域お
こし協力隊や新規事業に取り組みたい方を対象にローカルベンチャースクールを実施し，地域資源を活用し自
らしごとを創出する人材育成に努めた。

主要施策・主要事業
【施策①】
　市町や移住者受入れに積極的な住民団体へのアドバイザー機能
を充実させ，「移住コーディネーター」の配置を促進する。

平成３０年度実施状況及び成果
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担　　当

南部総合県民局
地域創生部
各市町

南部総合県民局
地域創生部
地方創生推進課
各市町

南部総合県民局
地域創生部
地方創生推進課
各市町

南部総合県民局
地域創生部

　移住・定住に関する一元的な情報発信，サテライトオフィス誘致推
進，移住者定住のための起業に向けた研修会や，主に都市部の学生を対
象とした南部圏域企業におけるインターンシップを実施し移住に向けた
交流の推進等を実施した。

【施策④】
　全国屈指の光ブロードバンド環境や地域資源を活かし，さらな
る企業の誘致や新たな雇用の創出を図るため，「『四国の右下』
若者創生協議会」に，ワンストップで視察相談・案内に対応する
総合相談窓口（コンシェルジュ）を設置するとともに，オフィス
開設に関心のある企業に対する認定制度の活用や，圏域アクティ
ビティを組み合わせた視察ツアーの実施を行う。

○総合相談窓口としてコンシェルジュを配置し，SO企業・検討企業に対
して相談対応，受入れ支援を行った。
　・視察受入れ：６２団体，４１２人
○南部圏域独自のサテライトオフィス認定制度を活用し，費用面・情報
面の支援を行い，検討企業の進出，進出済みSO企業等の定着を後押しし
た。
　・新規認定企業数：２社
○首都圏で，進出検討企業と受入自治体のマッチングイベントを開催
し，圏域をPRした。また，関心を示した企業に対して，圏域の魅力を実
感していただくため，希望に沿ったきめ細やかな視察（ツアー）を実施
した。
　・イベント開催：４回，２７２社参加
　・視察実施（ツアー）：９社

【施策②】
　人材環流と地域活性化を図るため，人口減少・過疎高齢化への
処方箋として，県，市町で「『四国の右下』若者創生協議会」を
設置し，「サテライトオフィスの誘致拡大」と「若い世代にター
ゲットを絞った戦略的な移住・定住」を促進する。

【施策⑤】
　学生の起業マインドの育成と企業が抱える課題の解決を目的と
して，都市部と県内の大学生等を対象に実践的インターンシップ
を実施することで，創業人材の育成・誘致を図り，人材環流と地
域活性化を推進する。

　南部圏域企業（阿南市・那賀町・牟岐町・美波町・海陽町）の５社に
おいて計８名の大学生が約4週間，番組企画等の実践的インターンシップ
を行い，企業の課題解決に取組んだ。

【施策③】
　農林水産総合技術支援センター水産研究課美波庁舎に設けたコ
ワーキングスペース「ミナミマリンラボ」等において，サテライ
トオフィス，大学，地元企業，地域住民等が連携して地域課題解
決等の取組みを促進する。

SO企業をはじめ，大学，農林水産業者，地元企業等多様な主体の交流・
連携を促し，地域における「新たなビジネスの創出」と「地域課題の解
決」へのシーズを生み出すことを目的に，「『四国の右下』右上がり研
究会」を１０月に立ち上げた。ミナミマリンラボ（美波町）で３回，コ
ワーキングスペース城山荘（海陽町）で５回の研究会を開催した。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

-80-



担　　当

労働雇用戦略課

担　　当

南部総合県民局
地域創生部
長寿いきがい課

南部総合県民局
地域創生部
地方創生推進課
各市町

【施策⑥】
　ワーク・ライフ・バランスの向上や勤務形態の多様化に適切に
対応するため，全国トップクラスのブロードバンド環境を活用
し，テレワーク実証の場として，在宅勤務等の補完や共同利用型
サテライトオフィスとしての機能を有する「テレワークセン
ター」を設置するとともに，「テレワーク実証実験」による導
入・実施時の課題を踏まえ，県内へのテレワークの普及を図る。

　「テレワークセンター徳島」では，テレワーク業務ができる「コワー
キングスペース」等を備え，個人・企業の方々が利用できる環境を整備
し，専用サイトによる情報発信やシンポジウムの開催など，普及啓発に
向けたイベント等を実施するとともに，雇用型テレワークの普及を図る
ため，テレワーク導入希望企業等からの相談対応，助言を行う「テレ
ワークコーディネーター」の養成及び企業への派遣など，認知度を上げ
る取組を推進し，普及啓発に取り組んだ。

【施策⑧】
　美波町を舞台にサテライトオフィス誘致の創成期を描く映画
「波乗りオフィスへようこそ」のショートムービー等を活用し，
首都圏で県南の豊かな自然と新しい働き方をＰＲすることを通
じ，主要都市に本社を置く企業における南部圏域へのサテライト
オフィス進出の機運を醸成する。

主要施策・主要事業 平成２９年度実施状況及び成果

　平成３１年４月以降の全国規模での劇場公開に向け，首都圏と地元美
波町などにおいて映画完成披露上映会などを実施し，1,４00名以上にＰ
Ｒを実施した。
【参考】
　H31.2.16美波町（美波町コミュニティホール：約２００名）
　　  　2.17阿南市（阿南市文化会館夢ホール：約４００名）
        　2.28東京都港区（スペースFS汐留：約１５０名）
        　3.10徳島市（徳島国際映画祭・あわぎんホール：約６００人）
       　 3.11大阪市淀川区（第七藝術劇場：約１００名）

【施策⑦】
　市町と連携し，地域住民自らが主体となり地域での課題解決に
ついて検討するワークショップの開催と併せ，南部圏域の移住関
係情報の発信をHP・SNSや都市部の移住フェア等で行い，本県
ゆかりの高齢者の移住を推進する。

  「県南地域づくりキャンパス事業」において，大学と地域が連携して防
災に関するワークショップを開催したほか，都市部での移住フェア，Ｈ
Ｐ・ＳＮＳによる移住に関する情報発信を行い，高齢者をはじめとする
本県ゆかりの方の移住促進に努めた。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果
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市町名

阿南市

那賀町

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●移住交流支援センターの設置による，Ｕ・Ｉ・Ｊターン者等の
受入れの整備。

●利活用可能な空き家物件情報の把握に努める。また，定住自立
圏共生ビジョンの取組内容に基づき，那賀町・美波町と連携して
空き家情報のデータベース化及び民間団体との連携体制を検討し
た上で情報の共有に努める。

●かもだ岬温泉保養施設内「かもだカフェ」の支援，富岡商店街
での「阿南まちゼミ」への支援など，地域住民の活躍と交流によ
り，地域の魅力を発信する。

●平成２７年度に移住交流支援センターを設置以降，移住に関するワン
ストップ窓口として，相談業務，移住フェアやセミナーへの出展，移住
関連サイトやSNSを活用した情報発信等を実施している。平成２９年度
からは，移住促進コーディネーターを配置し，移住前から移住後まで
トータルでサポートする体制を構築した。

●四国の右下若者創生協議会委託の移住促進コーディネーターや市内の
移住支援団体，地域おこし協力隊等と連携し，各市町の空き家情報を収
集し，情報共有を図っている。平成２９年度からは，移住相談者の希望
物件情報を事前に登録し，宅地建物取引業協会と連携して，マッチング
を行う情報提供サービスの運用を開始した。

●かもだ岬温泉保養施設「かもだカフェ」の支援，富岡商店街等での
「阿南まちゼミ」，「あなんまちマルシェ」への支援など，地域住民の
活躍と交流により，地域の魅力が発信できるような環境整備等に努め
た。

●那賀町における移住交流人口増加を図るため，移住交流推進地
としてブランド化させる，プロモーション活動を実施する。ま
た，那賀町地域おこし協力隊による新規移住交流推進事業を計
画・実施する。

●移住者の増加を図るため，那賀町での田舎暮らしの魅力を情報
発信するとともに，ＵＩＪターンの移住希望者に対し，移住に係
る障害の低減と増加する空き家屋の有効活用を進めるべく，売買
及び貸借費用の低減補助を行う。また各地域組織団体等での空き
家屋の紹介，移住者生活支援等の支援方法を検討する。

●那賀町への移住希望者に対し，那賀町での田舎暮らしを体験す
ることの出来る，「お試しハウス」を整備する。既存の田舎家屋
を借り上げ，体験生活が出来るよう改修する。ここで生活体験を
してもらうことにより，具体的な魅力を実感しＵＩＪターン希望
者の増加を促進する。

●JOIN主催の移住・地域おこしフェアにブースを出展し，那賀町をPR
するとともに，地域おこし協力隊募集を実施した。また，那賀町地域お
こし協力隊による県内外での那賀町PR活動を実施した。

●那賀町の魅力発信と移住情報の提供のため，那賀町移住交流支援セン
ターのホームページを制作。空き家情報や移住相談会情報，イベント情
報などを提供した。空き屋居住のために障害となる家財道具の処分費補
助など支援を行い賃貸借時の負担軽減をはかった。
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市町名

牟岐町

美波町

海陽町

●空き家バンクの掘り起こしのため，各地域で説明会を実施。１４件の
空き家の登録と１４件の利用者登録があった。また，１名が移住コー
ディネータの資格を取得した。

●空き家改修及び家財道具等の撤去，処分に係る経費を補助する事業
で，３件の回収支援を実施した。

●空き家等の実態調査及び所有者の売買・賃貸希望等を調査し，
「空き家バンク」（仮称）を創設し，不動産業者と連携しなが
ら，移住希望者に情報を発信するとともに，住宅改修や起業に係
る各種助成制度を創設し，移住の促進を図る。

●全国屈指のブロードバンド環境や公共遊休施設・空き家・空き
店舗などの地域資源を活かすとともに，誘致（起業）に係る各種
助成制度を創設し，サテライトオフィス進出企業の誘致を積極的
に行う。
　更に，サテライトオフィス先進地の神山町のサテライトオフィ
ス集積施設に本町のサテライトオフィスを設置し，興味を持つ企
業等に対し，情報提供・情報交換等を行い，本町への誘致につな
げる。

●１７件の空き家調査を行い，１７件の物件を「空き家バンク」に登録
した。「空き家バンク」では，１４件の契約が成立した。
また，空き家改修支援補助金制度では１３件，起業支援に係る助成制度
では５件の実績があり，移住・定住の促進につながった。

●東京・大阪などにおいて新規企業者の誘致活動を行い，視察等の数社
の受入を行った。

●移住交流センターによる移住希望者のニーズにあった空き家情
報の提供やお試し滞在施設の活用など移住交流（ウェルかめ）
コーディネーター及び地域づくり団体と連携し，移住の推進を図
る。

●コミュニティビジネスの創出のためのノウハウや育成のための
助成を継続し，支援を行う。

●移住交流支援センターと移住アドバイザー等との連携により，移住相
談会への積極的に参加し移住の推進に努めた。

●コミュ二ティビジネス創出の助成を実施した。

●空き家バンクの内容（件数，種類）の充実と，HP,パンフレッ
トなどで情報発信を行う。あわせて，空き家及びその地域でのモ
デルとなるライフスタイルの提案と受入地域のコーディネーター
を育てる。

●住宅改修に係る助成制度を創設し，移住促進を図る。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
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【プラン２５】農林水産業をはじめとする地域産業を支える担い手の育成・新規就業支援

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

新規就農者数（累計） 17人 100人 43人 57人 72人 86人

労働力確保サポートバンク雇用契約件数（累計） 34件 600件 148件 316件 446件 567件

農業系大学生等のインターンシップ受入人数（累計） 1名 120名 27名 64名 90名 98名

新規きゅうり農家を育成する「海部きゅうり塾」の入塾
生数（累計）

－ 24名 － － 22名 24名

新規林業就業者数（累計） 12人 60人 29人 38人 55人 61人

小中高校に対する森林・林業学習の実施（単年） 4件 10件 8件 9件 10件 11件

新規漁業就業者数（累計） 11人 60人 35人 48人 62人 74人

Ａ・Ｂ・Ｃ

　農業関係では，農業次世代人材投資事業等の活用による就農意欲向上と就農後の定着支援により，新規就農
者が増加しつつある。今後は，「海部きゅうり塾」やJAあなんと連携した「けんなんニューファーマー育成講
座」の取組みにより，新規就農者の増加が見込まれる。
　　また，阿南・那賀の労働力確保サポートバンクでは，求職者向け農作業研修会や求人農家向け雇用労務管
理研修会を開催するとともに，登録者数の拡大に取り組んだ結果，H27～H30年度４カ年の累計が567件と推移
し，ブランド産地の生産力を支える労働力の１つとして定着している。
　また，管内各地で農業系大学生等のインターンシップ受け入れが行われ，就農に向けたきっかけづくりがで
きた。
　林業関係では，「緑の雇用」事業の活用や，充実した林業就業体験や林業技術研修を実施した結果，担い手
の確保や育成が進んでいる。さらに「とくしま林業アカデミー」での即戦力となる人材の育成や，那賀高校
「森林クリエイト科」，徳島大学「生物資源産業学部」など教育機関が充実したことによって，担い手の確保
が期待できる。
　さらに，水産関係では，新規業業就業者数についても目標値達成に向け順調に推移しており，「とくしま漁
業アカデミー」と連携した「即戦力となる人材」の確保が期待できる。

プラン評価（評価部会委員）

徳島県南部圏域振興計画第５章
○新規就農者の育成・支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○新規林業従事者の育成・支援
○新規漁業就業者の育成・支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○海部きゅうり塾の開講
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担　　当

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

【施策③】
　農村活性化を目指す地域住民団体が地域外からの移住就農受入
れ推進などの取組を積極的に実施している例が見られるため，就
農誘致モデルの構築等によりそれらの活動に対する支援を行う。

　阿南農業支援センター，市町，農協等関係機関が連携した「あなん未
来の農業づくり協議会」を設立し，モデル事例として加茂谷地区の活動
を一体的に支援するとともに，都市圏での就農誘致活動やその後のフォ
ローアップ活動（地域の体験ツアーの開催や個別就農相談）を行った。

【施策④】
　農作業の労働力不足を支援する産地エリアを丹生谷地域から阿
南市まで拡大するとともに，新たな人材確保に向けた公募方法の
検討を行うなど，阿南市・那賀町の各品目の実態に応じた労力補
完システム（労働力確保サポートバンク）を構築する。

　農作業マニュアルの作成や農作業研修会の開催等により，求職者の資
質向上に取り組むとともに，求職者を呼び込む情報発信を行うことで，
阿南市，那賀町の品目に応じた労働力の確保に寄与した。
　求職登録者数は前年並みで推移するとともに，半年以上の長期契約者
数が前年より増加するなど，労力補完システムの地域への定着が進ん
だ。

　新野西部地区（阿南市新野町）の徳信地域（川亦・貞信周辺）を対象
に，「農事組合法人徳信の里」の設立を支援し，平成30年8月20日に設
立された。
　また，加茂谷地区（阿南市吉井町）を対象に，「農事組合法人吉井未
来」の設立を支援し，平成30年９月５日に設立された。
　両法人とも，農業経営者サポート事業の経営相談所の専門家の支援
や，農業経営法人化支援事業を活用している。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

【施策②】
　新規就農者や就農希望者の技術力向上を図るため，「かいふ新
規就農者支援協議会」を中心に支援体制を強化するとともに，
「海部青年農業者会」を核に，農業基礎研修等を行う。

　新規就農者や農業以外から就農希望者の技術力向上を図る「かいふ新
規就農者支援協議会」（H27.7.27）において，新規就農者をマンツー
マンで指導する「チューター」を委嘱し，２組の個別指導を強化した。
また，海部青年農業者会を中心とした経営研修会を開催し，農業経営技
術の向上を図った。

【施策⑤】
　担い手の高齢化，後継者不足の対応策として，地域農業の生産
性向上や農業生産活動の維持を図るため，営農の全部又は一部を
協動で行う集落営農組織の育成・確保を推進する。

　UJＩターン者等に対して広報活動や情報提供によって，新規就農への
意欲を喚起した。地域の担い手を育成するため，就農後の定着を図り地
域の担い手を育成するため，農業次世代人材投資事業（旧 青年給付金事
業）を実施した。農業次世代人材投資事業受給者に対して，簿記研修
会，経営研修会，地元農業青年クラブ員との情報交換会（阿南ニュー
ファーマーフォーラム等）を開催した。
　またＪＡ部会活動や個別の要望に応じて技術指導を行った。

【施策①】
　ＵＪＩターン者等に対して新規就農への意欲喚起と就農後の定
着を図り，青年就農者の大幅な拡大を図るため，青年給付金事業
を実施する。
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担　　当

南部総合県民局
農林水産部

農山漁村振興課
南部総合県民局
農林水産部

教育委員会

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

【施策⑨】
　若手林業従事者「山武者」との連携により大学・高校生の就業
体験を実施し，新規就業者の確保を図る。

　「山武者」と連携し，「森林クリエイト科」への体験学習や大学生な
どを対象に「リアル林業体感３ＤＡＹＳ」を開催し，新規就業者確保へ
の取り組みを行った。

【施策⑩】
　豊かな森林を将来にわたって守り引き継ぐため，将来の森林・
林業を担う人づくりとして，若手林業従事者「山武者」や「もり
もり」と連携を図り，小中高等学校の児童・生徒を対象とした
「森林・林業体験学習」を実施する。

　「山武者」や「もりもり」等と連携し，鷲敷中学校や海陽中学校等の
生徒及び教職員（418名）に対して，高性能林業機械を使用した林業体
験学習や苗の植え付け体験等を実施した。

【施策⑧】
　豊かな森林資源の未来を創造し，次代の循環型成長産業を担う
人材を育成するため，県立那賀高校「森林クリエイト科」におい
て，林業教育を基盤とした新たなキャリアパスシステムを構築
し，推進する。

　平成31年3月卒業の1期生19名のうち，徳島県及び兵庫県職員（林
業）3名を含む12名が林業関連産業へ就職し，人材育成において一定の
成果を得た。徳島森林管理署，南部総合県民局及び那賀町との連携・協
力のもと，資格取得講習及び出前授業を引き続き実施し，林業教育の充
実を図った。また，レーザー加工機等の設備を有効に活用し，地元木材
加工会社と連携して，商品開発に取り組んだ。

【施策⑥】
　県内外在住の学生等に対して，インターンシップ事業等を通じ
て農家体験研修を契機とした農家との交流を進め，県内での就農
に向けた支援を行う。

　県内外在住の学生８名（阿南管内４名，美波管内４名）を受け入れ，
インターンシップ事業等で農家体験研修を実施した結果，農業に対する
理解が深まり，就農に向けたきっかけとなった。

【施策⑦】
　土地改良施設や農地等の保全及び農山漁村地域の活性化の推進
に対し，理解と熱意を有する地域のリーダーとなる「ふるさと水
と土指導員」の育成とその活動を支援する。

　農山漁村地域の活性化を図るため，那賀町，牟岐町及び美波町の５名
の「ふるさと水と土指導員」が実施する地域活動（耕作放棄地への植栽
による景観保全，都市の子供達による農業体験活動，耕作放棄地解消に
よる農業体験交流の場づくり等）を支援した。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

【施策⑪】
　県内外の高校生・大学生等に対して，徳島県の林業への関心を
呼び起こし，林業を就職先の一つとして認識してもらい，林業労
働力の確保を行う。また，「山武者」の感性を最大限に活かした
就業体験（インターンシップ）を実施することにより，特に，那
賀高校「森林クリエイト科」に対し，森林・林業に関する知識や
技術の習得を支援する。

　「山武者」と連携し，地元高校生への体験学習や県内外の社会人・大
学生などへの「リアル林業体感３ＤＡＹＳ」を開催することによって，
徳島県の林業に対する理解を深めるとともに，森林・林業に関する知
識・技術の習得を支援した。
　また，那賀町林業ビジネスセンターにおいて，資格の取得を目指した
室内研修や実技研修が行われるなど，即戦力となる人材育成を目的とし
た取組に対しても，支援を行った。
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担　　当

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

　平成28年度からの漁業の担い手対策として，就業希望者と漁協との
マッチングを行う｢漁業就業マッチングセンター｣の支援，青年漁業者を
支援する漁協に対して助成を行う｢青年漁業者就業支援事業｣を実施し
た。平成30年度は，「とくしま漁業アカデミー」における５名の卒業の
内，４名が南部圏域の地先で漁業に就業しており，南部圏域全体では12
名が新規漁業就業した。

【施策⑰】
　県内高校生を対象に，漁協と連携して，海士や小型定置網の実
践的な体験漁業に取り組むことによって，漁村地域における就業
希望者の積極的な受け入れに向けた意識の醸成を図る。

　科学技術高校生を対象として，日和佐地区（一本釣り漁業），鞆浦地
区（大敷網漁業），宍喰地区（小型定置網漁業）で34名（延べ数）が漁
業を体験し，体験後に高校生と漁業者が意見交換を行った。
　こうした取組みにより，若者の漁業に対する理解を深めるとともに，
漁業の担い手確保に向けた意識の醸成が図られた。

　森林組合連合会が実施する「緑の雇用事業」を活用して，新規林業就
業者への知識や技術などの林業研修を実施し，林業事業体への就業者の
定着を図った。（Ｈ30年度は22名を支援）

【施策⑬】
　平成28年４月に開講した「とくしま林業アカデミー」の現地
県南実習地（フォレストキャンパス那賀）の活用や研修内容の充
実を図り，担い手確保対策を推進する。（再掲）

　林業アカデミー研修生を対象に，伐採技術の研修等をフォレストキャ
ンパス那賀で実施するとともに，林業事業体へのインターンシップを
行った結果，アカデミー卒業生13名のうち，南部地域で5名が森林組合
や林業事業体へ就業した。

【施策⑭】
　那賀町の和食県有林を活用し，高校，大学及び行政の連携のも
と，森林体験や学習の場となる体験林｢フォレストキャンパス那
賀｣を創出することで，将来の担い手の確保や森林に対する意識
の醸成を図る。

　将来の担い手の確保のため，那賀高校，教育委員会，那賀町，県など
関係者が連携して，「那賀高校森林クリエイト科」を主体とした実技研
修等を「フォレストキャンパス那賀」を活用して実施した。

【施策⑫】
　林業事業体を中心に，新規林業就業希望者の受け入れを支援す
る。
　また，新規林業就業者の定着を促進するため，研修を通して，
林業に関する知識や技術を習得させるとともに，高性能林業機械
等の操作ができるオペレータを養成する。

【施策⑮】
　県民が木材の良さやその利用の意義を学ぶ教育活動である「木
育」を推進するため，木とふれあい，木に学び，木でつながるこ
とができる「木育の拠点」を整備する。

　南部地域では，阿南市（牛岐城趾公園管理事務所の「あなんテレワー
ク推進センター」内や，トヨタカローラ徳島 阿南店内）と那賀町（地域
子育て支援センター内）に，「木育の拠点」が整備されている。
　また，平成29年4月に設置された那賀町の「林業ビジネスセンター
内」にも，木とふれあい・木に学ぶ「木育広場」が設置された。

【施策⑯】
　「とくしま漁業就業マッチングセンター」の開設や，誰もが学
べる「とくしま漁業アカデミー」の開講等を通じ，地域漁業の未
来を担う青年漁業者を確保・育成する。
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担　　当

南部総合県民局
農林水産部

市町名

那賀町

牟岐町

海陽町

●牟岐の農業を守る会と連携し，比較的若い農家を中心とした集
落営農による農地維持を検討，モチ麦など今後高収益が見込まれ
る作物の栽培や収穫体験による農山漁村の活性化，担い手の育成
を図る。

●牟岐町は「択伐矮林更新法」と呼ばれる樵木林業が営まれてお
り，炭（備長炭）などが生産されている。林業遺産に登録された
ことからも，伝え残す文化として，事業承継を目指しながら学び
の場として体験活動を実施しながら，担い手の育成を進める。

●約60a（内，遊休農地30a）において，もち麦の栽培を実施し，
ショッピングセンターの産直コーナーで販売した。また，JAかいふ女性
部において，もち麦味噌を試作した。さらに，亀井製麺所と連携して，
出羽島アート展において，もち麦うどんを販売した。

●徳島文理大学と連携し，炭焼きのPV動画を作製した。また，移住・定
住の呼び込みとして情報発信し，約5名の移住希望者の体験受入を実施し
た。さらに，シラタマ活動（牟岐小，牟岐中）やNPO法人ひとつむぎ，
徳島大学など若い世代に炭焼き体験を実施した。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

●海陽町元気になる「和」条例の基本理念の１つである「活力あ
る地域づくり」実現するため，「海陽町集落右上がり事業」によ
る，農水産物の出荷支援等の農水業振興と同時に買い物弱者対策
及び高齢者の見守りサービスを行い，農山漁村の活性化を図る。

●全国の希望者を対象に，短期（1週間）～中期（1ヶ月）間程
度，一次産業に従事し，就業体験（インターンシップ事業）を行
い，一次産業の後継者不足の解消と，移住・定住の促進を図ると
ともに，起業に係る各種助成制度を創設し，新規就業者に対する
支援を行う。

●対象者を６５歳以上から農林水産物を生産されている方に変更し，参
加者６1名，売上高7,774千円となった。

●新規就業者の確保，育成，支援事業として「みらいの担い手育成事
業」を実施し，平成３０年度では５名が利用した。

【施策⑱】
　促成きゅうり栽培に取り組む新規就農者を育成するため，ＪＡ
や地域の篤農家と連携し，実践的な技術指導を行う「海部きゅう
り塾」において，次世代のモデルとなる新規就農者の自立を支援
する。

　平成30年度は，「海部きゅうり塾」の５期生として，移住による就農
希望者２名を受入れ，座学と実践的な技術指導を実施した。平成30年度
末現在では，県内外から就農希望者24名を受入れ，16名（13経営体）
を就農へと導くことができた。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●高校生・大学生等の新規就業者と都市等からの那賀町移住希望
者を対象に，町と連携する雇用業者が農林業新規従事者募集を実
施する。併せて，既存空き家屋等を雇用事業者が借り上げるシス
テムづくりを推進する。そして，借り上げた家屋を居住用に使用
するにあたって改修が必要な場合，町はその改修費用の補助を雇
用事業者に対して行う。これら施策により農林業新規雇用の増進
を図る。（再掲）

●林業分野では「林業体験３Days」を１１月に実施し，都市部からの新
規就業希望者（８名）の体験就業を実施した。
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【プラン２６】若い世代の結婚，子育てを支える地域づくり

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

認定こども園設置数（累計） 4ヶ所 14ヶ所 13ヶ所 13ヶ所 1４ヶ所 14ヶ所

放課後児童クラブの設置数（累計） 18 25 21 23 26 29

病児・病後児保育実施市町数 １市１町 １市４町 1市2町 1市2町 1市2町 1市２町

中高校生を対象としたライフプラン教育の実施回数（累
計）

18回 80回 55回 68回 79回 93回

担　　当

次世代育成・青少年課

次世代育成・青少年課

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

  放課後児童クラブのニーズを踏まえ，開設に係る助成等を行った。この
ことにより，安心して子育てができる環境整備が図られた。

○保育環境の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○病児・病後児保育の実施
○出逢い・交流の場づくり，婚活支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○安全安心な妊娠・出産への支援

　阿南市の新野こどもセンターの開設（平成31年４月）を支援した。
　このことにより，質の高い幼児教育を提供できる環境整備が図られ
た。

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ

  学校保健と連携し，中高生を対象に高校文化祭や出前講座等の機会を利用して安全安心につながる心と体の
健康づくりに関する普及啓発・情報提供を行い，若い世代からのライフプラン教育の推進が図られた。

徳島県南部圏域振興計画第５章

【施策①】
　すべての子どもに適切な保育を保障し，質の高い幼児教育を提
供できる認定こども園の設置を促進する。

【施策②】
　昼間に保護者が家庭にいない児童に適切な遊びと生活の場を確
保する放課後児童クラブの拡充を推進する。
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担　　当

次世代育成・青少年課

次世代育成・青少年課
南部総合県民局
保健福祉環境部

次世代育成・青少年課

南部総合県民局
保健福祉環境部

次世代育成・青少年課

次世代育成・青少年課
南部総合県民局
保健福祉環境部

【施策④】
　人生経験の豊富な高齢者が子育て支援に参加することで，子ど
もやその親と世代間の交流が促進され，地域の子育て力の強化が
図られることから，圏域内の子育て活動を実施しているシニア団
体を支援するとともに，高齢者向けの研修会を実施する。

　シルバー大学校において，シニアを対象とした「子育て支援講座」を
実施し，シニアの子育て支援への積極的な参加の促進を図った。
　（講座修了証交付者２０名）
　また，子育て支援活動を行うシニア団体・個人を「おぎゃっと２１」
で表彰し，活動の普及，啓発に努めた。表彰を受けた団体の意欲やシニ
アの生きがいの増進にも寄与した。

【施策⑤】
　多子世帯における経済的負担のさらなる軽減のため，第3子以
降の保育所・幼稚園等保育料無料化制度を拡充する。

  第３子以降の保育所・幼稚園等の保育料無料化制度を平成２７年度に創
設し，昨年１０月から「３歳から５歳児の第２子」へ拡充を行った。平
成２８，２９，30年度は，構成する１市４町全域で取組が実施された。
このことにより，多子世代における経済的負担の軽減が図られた。

【施策⑥】
　乳幼児等の疾病の早期発見と早期治療を促進するとともに，安
心して子どもを産み育てられるよう，市町が実施する子どもはぐ
くみ医療費助成事業に対して助成する。

　管内1市4町に助成を行い，子どもの健全な発育の促進と，安心して子
どもを産み育てられる環境の整備に努めた。

【施策⑦】
　病児・病後児保育事業の推進とあわせ，看護協会及びファミ
リー・サポート体制等との連携による，病児・病後児サポート事
業の実施により，病児，病後児の受入れ環境の整備を支援する。

　病児・病後児保育事業を行う１市２町に対し補助を行った。
このことにより，安心して子育てができる環境整備が図られた。

【施策⑧】
　「とくしまマリッジサポートセンター（略称：マリッサとくし
ま）」を活用した取組みや，地域の特色を活かした魅力ある婚活
イベントを実施するなど，市町と連携し若者の出逢いの機会を増
やし結婚を支援する。

　マリッサとくしまの応援企業・団体と連携したイベントを開催したほ
か，地域の特色を活かした出逢いの場を提供する市町等実施事業に対す
る支援を行った。

  ・イベント開催（南部圏域）　６回
  ・市町等への支援　　　　　   １件

【施策③】
　短期のパートタイム就労など，子育て家庭の様々なニーズに合
わせ，より一層利用しやすくなるよう，一時預かりサービスの拡
充を図る。

　保護者の勤務形態の多様化に伴うニーズに応じた一時預かりサービス
を提供する市町に対し補助を行った。
　このことにより，安心して子育てができる環境整備が図られた。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果
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担　　当

南部総合県民局
保健福祉環境部

南部総合県民局
保健福祉環境部

市町名

那賀町

牟岐町

美波町

【施策⑩】
　中高校生を対象に安全安心な妊娠・出産につながる心と体の健
康づくりに関する基本的な正しい知識の普及啓発，情報提供等を
行い，若い世代からのライフプラン教育を推進する。

   高校生を対象に妊娠・出産・性感染症について講演会等を開催し，高
校文化祭において妊婦体験，子育て疑似体験コーナーやエイズ・性感染
症コーナーを設置し正しい知識の普及啓発に努めた。
  また，たばこやアルコールの出前講座により，心と体の健康づくりにつ
いて健康教育を行うなど，若い世代からのライフプラン教育の推進に努
めた。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●那賀町における子育て支援施策について網羅した広報誌を作成
し，町内在住子育て世帯だけでなく，町外にも情報発信し那賀町
の子育てにおける魅力を伝える。

●特別支援連携協議会を中心に関係機関と連携し，幼少時から就
労に至るまでの特別支援教育体系の強化を図る。

●子育て支援事業としてファミリーサポートセンター事業を推進
するとともに，事業の中で子供たちと地域住民との交流の場を設
ける。

●特別支援連携協議会を中心に，個々のケースについても専門機関より
意見を聞き支援につないでいる。中学校までしかない本町であるが，高
校卒業後の見守り支援体制づくりも図っている。

●ファミリー・サポート・センター事業の活動件数は１件。事業周知拡
大のため保育園や保育園入園前の親子が利用する「あそびの広場」にて
広報活動を実施。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果
【施策⑨】
　不妊治療の経済的負担の軽減を図るため，医療保険が適用され
ず，高額の医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一
部を助成する。

　医療保険が適用されない体外受精・顕微授精に要する不妊治療費の一
部助成を行い，経済的負担軽減を図った。
　・平成30年度助成件数　1１６件

●那賀町ホームページ上で地域子育て支援センターの毎月の予定表を掲
載した。他課の作成の移住者向けパンフレットに子育て支援施策の情報
を掲載し「安心して子育てができる町」のＰＲを行った。母子手帳取得
時に利用できる母子手帳アプリにより，妊娠期から出産後の情報発信を
行った。

●子育て世代包括支援センターの設置に向けた検討を進める。

●多様な出産・子育て支援制度の充実と情報発信を行う。

●母子保健事業と，医療・福祉・こども園・学校・地域等各関係機関と
協働・連携し，切れ目のない支援に努めた。

●子どもはぐくみ医療費助成を実施し，子育て支援制度の情報発信を
行った。
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市町名

海陽町

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●保育料の第３子以降の無料化を実施する。

●少子化に対応した保育サービスを提供するため，保育所の統合
を進める。

●ファミリーサポートセンターを設置する。

●海陽町婚活実行委員会（コンカローレ海陽）主催による，地域
資源を活かした婚活イベントを開催し，独身男女に出会いの場を
提供し，婚姻率の向上を図ることにより，移住・定住化を促進す
る。

●平成30年10月1日より保育料，幼稚園使用料第２子以降の無料化を実
施している。

●平成２８年４月より宍喰地区保育所２園を１園とし，円滑に保育を実
施している。

●平成２７年７月１日，かいようファミリーサポートセンターを開所し
た。平成３１年３月現在会員数２０９名，活動件数４６件。

●南阿波定住自立圏共生事業として，阿南市・那賀町・海部郡３町の共
催による婚活イベントを海陽町で１回開催し，８４名が参加。６組の
カップルが成立した。
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（２）まちを創生し，次世代につなぐ地域づくり
【プラン２７】ひとが輝き，まちを支える地域づくり

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

ＮＰＯ法人数 31団体 40団体 35団体 38団体 ３８団体 ３８団体

農地や農業用水などを保全するため共同活動に取り組む
地区面積

1,333ha 2,700ha 2,770ha 3,047ha 3,075ha 3,077ha

大学と連携した建物悉皆調査地区数（累計） － ８地区 2地区 6地区 ８地区 11地区

担　　当

南部総合県民局
地域創生部

南部総合県民局
地域創生部

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果
【施策①】
　ＮＰＯ法人等の充実した活動の展開及び地域住民の社会貢献活
動への参加・参画の促進を図り，ＮＰＯ法人等市民活動団体の活
性化と官民協働・連携の推進を図る。

　県民環境政策課，とくしま県民活動プラザと連携し，県民局管内のＮ
ＰＯ法人等の活動の支援や活性化への支援を図り，官民協働・連携の推
進に努めた。

【施策②】
　地域おこし協力隊の活動を支援し，意欲ある都市住民のニーズ
に応えながら，地域力の維持・強化を促進する。

　地域おこし協力隊の定着を促進するため，ローカルベンチャースクー
ルを実施し，今後の活動の展開や任期終了後の事業プラン作成を支援し
た。

　地域おこし協力隊の今後の活動の展開や任期終了後の事業プラン作成を支援し，地域への定着を促した。
　徳島大学及び海陽町と連携し，海陽町宍喰地区において建物悉皆調査を行い，建物のデータと学生の所見を
得ることで，伝統的な町並みを活用した地域活性化策の提案や地域防災の取組みを進めた。
　元気高齢者づくりを推進するための県健康福祉祭において，南部サテライト大会を実施することにより，南
部地域の高齢者がより身近に参加できる機会を提供した。
　農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮のための共同活動（農地・農業用施設等の保全）に対し，交付
金の支援を行うことにより3,077haの地域資源の保全が図られた。

Ａ・Ｂ・Ｃ

○地域コミュニティの活性化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○地域おこし協力隊の活動の推進
○障がい者の自立支援の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○農村地域における地域資源保全管理のための共同活動の支援
○とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊の活動の推進　　　　　　　　　　　　　　 ○交流拠点や防災施設としての活用の推進
○大学や住宅対策総合支援センター等と連携した，空き家・遊休施設の利活用の推進

徳島県南部圏域振興計画第５章

プラン評価（評価部会委員）
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担　　当

障がい福祉課

農山漁村振興課
南部総合県民局
農林水産部

農山漁村振興課
南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
地域創生部

南部総合県民局
地域創生部

　「障がい者が繋ぐ地域の暮らし『ほっとかない』事業」として，障が
い者が海部郡内の高齢者等を対象とし，移動販売車「おたっしゃです
カー」により，授産製品等の移動販売を行うとともに，見守り活動を
行った。
　平成３０年度は，既に事業を実施している法人において，対象地域を
広げ，販売地域を拡大した。

【施策④】
　農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮にあたり，農地・
農業用水等の保全のための地域の共同活動により行われる取組み
や，中山間地域等における農業生産活動を推進する取組み等を支
援する。

【施策⑤】
　過疎化や高齢化に悩む農山漁村集落と，社会貢献・地域貢献の
一環として農山漁村地域を応援したい企業・大学・ＮＰＯ法人等
（協働パートナー）との間を県が取り持ち，農山漁村の活性化に
係る活動を支援する。

　「とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊事業」により，応援を求め
る農山漁村集落と協働パートナーとの協働による農山漁村地域の維持保
全活動（13回，198人参加）を支援し，農山漁村地域の活性化と都市住
民等との交流が図られた。

【施策⑥】
　大学や住宅対策総合支援センター等との連携による建物調査を
実施し，空き家，遊休施設の移住・定住や起業支援及び防災対策
などへの利活用を図る。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果

　多面的機能支払交付金を活用し，3,077ｈａの農地に対する農業の多
面的機能の維持・発揮のための地域協動活動を支援した。
　また，中山間地域等直接支払交付金を活用し，758ｈａの農地に対す
る営農活動を支援した。
　これらの活動支援により「まちを支える地域づくり」を推進した。

　徳島大学及び海陽町と連携し，海陽町宍喰浦地区周辺において建物悉
皆調査を行い，建物のデータと学生の所見を得ることで，伝統的な町並
みを活用した地域活性化策の提案や地域防災の取組みを進めた。

【施策⑦】
　南部総合県民局，市町，民間団体が連携・協働する「地域協働
センター」において，地域の優れた個性と魅力を活かすための地
域づくりを総合的に推進する。

  南部地域協働センター運営委員会でH３０年度重点的に取り組む次の２
つのテーマを設定し，プロジェクト担当を置き，市町等と連携し取り組
んだ。
１「移住・定住の推進」に関すること
・創業人材の育成と誘致
・戦略的な情報発信
・移住相談体制の充実
２「インバウンドの推進」に関すること
・スポーツツーリズムにおけるインバウンド
・遍路等におけるインバウンド
・教育旅行におけるインバウンド
・インバウンド推進のための効果的な情報発信

【施策③】
　障がい者が高齢者等に対し，食品等の販売や見守り活動を行う
ことにより，働く意欲と特性に応じ活躍できる場を創出し，地域
に貢献できる活動を推進する。
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担　　当

長寿いきがい課
南部総合県民局
保健福祉環境部

市町名

阿南市

那賀町

主要施策・主要事業

●NPO法人との連携を図りながら，ボランティア活動の活性化
を図るための情報提供や，活動支援を行う。

●利活用可能な空き家物件情報の把握に努める。また，定住自立
圏共生ビジョンの取組内容に基づき，那賀町・美波町と連携して
空き家情報のデータベース化及び民間団体との連携体制を検討し
た上で情報の共有に努める。（再掲）

●ボランティア活動や地域づくり活動の活性化を図るために，情報提供
や活動支援を行った。また，「ふるさとづくり基金」を活用し，４団体
に対して市補助金を交付した。

●平成２７年度から定住促進課内に「移住交流支援センター」を設置
し，移住に係るワンストップ窓口として機能している。
　四国の右下若者創生協議会委託の移住促進コーディネーターや，市内
の移住支援団体，地域おこし協力隊等と連携し，各市町の空き家情報を
収集し，情報共有を図っている。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果

●コミュニティの維持・活性化のほか，産業の振興や後継者育成
など地域にあった活動を実施するまちづくり協議会に対して必要
な支援を行い，地域の特性を活かしながら，住みよいまちづくり
を目指すことを推進する。

●高校生・大学生等の新規就業者と都市等からの那賀町移住希望
者を対象に，町と連携する雇用業者が農林業新規従事者募集を実
施する。併せて，既存空き家屋等を雇用事業者が借り上げるシス
テムづくりを推進する。そして，借り上げた家屋を居住用に使用
するにあたって改修が必要な場合，町はその改修費用の補助を雇
用事業者に対して行う。これら施策により農林業新規雇用の増進
を図る。（再掲）

●ドローンの活用による地域課題の解決に向けた実証実験を実施
する。

●コミュニティ助成事業を活用し，横石公民館を解体・新築工事を行う
とともに，町内のコミュニティ団体に対しテント・机・椅子購入補助を
実施した。また，町内まちづくり協議会１２団体に対しての補助を行っ
た。

●林業分野では「林業体験３Days」を１１月に実施し，都市部からの新
規就業希望者（８名）の体験就業を実施した。

　

●ドローンを活用した災害時における孤立集落化の防止及び孤立集落化
した場合の支援活動の実証実験を実施した。また，山林の３Ｄ化による
材積調査の実証実験も実施した。

平成３０年度実施状況及び成果
【施策⑧】
　県健康福祉祭において地域における高齢者が参加しやすい環境
を整備するとともに，高齢者の生きがいと健康づくりをさらに推
進し，より多くの「元気高齢者づくり」を目指すため，「県南
部，県西部サテライト大会」を開催する。

　高齢者の生きがいと健康づくりのスポーツの祭典として，県内に広く
定着している県健康福祉祭を，県南部地域の高齢者がより身近で参加し
やすい大会とするため，南部サテライト大会を実施した。
・日時：平成30年10月6日ほか
・会場：那賀川河川敷明見グラウンドほか
・参加者数：773人（種目：グラウンド・ゴルフほか）
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市町名

牟岐町

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●出羽島集落において，重伝建事業による町並み保存と空き家の
多角的有効活用を並行して先行実施し，行政・地域・地域住民の
受け入れ体制整備を推進する。

●地域活性化センターの名称で交流の拠点として整備を進める。

●大学との共同研究により，建築に携わる学生の人材育成を兼ね
て空き家の利活用を進める。

●伝統的建造物の保存修繕２棟及び景観調和のための外観修景１棟を実
施し，町並みの保存及び景観整備を進めた。修理した伝統的建造物の中
には施主による活用が想定されているものもあり，保存修理事業が空き
家や活用への足掛かりとなる将来の展望を感じられるものとなった。

●重伝建の選定に伴い，古民家を活用した交流施設「波止の家」で，毎
月1回，島民・移住者・交流者により交流の場を開催し，島の今後を考え
る取り組みを実施している。また，食事提供（カフェ）の実施により，
島民と来島者の交流の場として活用されている。

●河内地域活性化センター内に観光協会の事務局が設置され，牟岐町の
観光ＰＲや活性化の基地として，また交流の場として活用している。

●元民宿の空き家についての利活用を徳島大学建築サークルＡＵＴに依
頼し，耐震研修ＷＳや地元ものづくり団体とのＷＳにより建築に係る人
材育成を実施した。
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美波町

●少子高齢化が進行する地域において，介護予防をはじめ地域の
見守り等に取り組む地域づくり団体を支援する。また，既存公共
施設（美波町高齢者福祉センター）を改修し，高齢者をはじめ子
ども等が気軽に集い，地域で支え合う拠点整備に取り組む。

●地域コミュニティの維持，活性化のための地域おこし協力隊事
業や地域づくり団体への各種支援を実施すると共に長期にわたる
活動の実証や検証を行う。

●移住交流センターによる移住希望者のニーズにあった空き家情
報の提供やお試し滞在施設の活用など移住交流（ウェルかめ）
コーディネーター及び地域づくり団体と連携し，移住の推進を図
る。（再掲）

●地域資源と既存の移住交流支援施設や体験施設を生かした着地
型観光（体験ツアー）を進めるとともに空き家，空き家店舗等の
利活用を模索し，よくばり体験拠点等を拡充する。

●地元住民と検討を重ねた結果，防災機能を持つ施設（ヘリポー
ト及び防災兼用文化伝承施設）として整備する。

●町民に限定しない産業施策及び地域活性化施策等に関する提案
制度を定着させることにより，町や地域に愛着や関心を持つ人々
と行政や各種団体等とのつながりや輪を広げ，視野の広い各種提
案を受け，議論や模索を行う中で，町や地域の持続可能性を高め
る。

●遊休化していた美波町由岐老人福祉センターの１階部分を活用して，
飲み物や軽食を振る舞って独居高齢者らの憩いの場とし，介護予防対策
等を行う「まったりカフェ・みなみ」を開いている。

●地域おこし協力隊を町内各種団体等に２名配置し，地域活性化に取り
組んだ。また，地域づくり団体での６件の事業に対し助成を行い地域活
動の後支えを行った。

●移住交流支援センターと移住アドバイザー等との連携により，移住相
談会への積極的に参加し移住の推進に努めた。

●地域資源を生かした着地型観光開発として，海，山，川，歴史・文化
を切り口に，美波町観光協会が「由岐 田井ノ浜満喫ツアー」，「日和佐
の秋祭りと薬王寺特別内拝ツアー」，「冬の美波町体験ツアー」3件のモ
ニターツアーを実施した。

●大規模災害時には自衛隊や医療支援団体などの後方支援拠点施設の位
置づけを併せ持つ防災兼用文化伝承施設「赤松防災拠点施設」におい
て，伝統文化継承活動など地域住民の活力向上に活用した。

●美波町内発型産業振興及び地域活性化事業等提案については，３０年
度はテーマを絞らずに募集をしたが応募がなく，再募集についても応募
がなかった。

-97-



市町名

海陽町

●空き家等の実態調査及び所有者の売買・賃貸希望等を調査し，
「空き家バンク」（仮称）を創設し，不動産業者と連携しなが
ら，移住希望者・サテライトオフィス進出希望企業に情報を発信
するとともに，各種助成制度を創設し，移住の促進及びサテライ
トオフィスの誘致を図る。

●住民参加型のまちづくりとして，「海陽町みらい会議」を創設
し，地域住民からの提案に基づく行政施策を実施し，地域コミュ
ニティの維持・活性化を図る。

●地域おこし協力隊事業を大幅に拡大し，地域コミュニティの維
持・活性化を図る。

●宍喰商業高校跡地について検討する。

●耕作放棄地解消に向け，企業，NPOなどを含めた観光農業，
グリーンツーリズムなどの多面的な取組みを推進する。また，農
用地としての利用が困難な場合は，太陽光発電施設用地等として
の利用など，耕作放棄地の有効活用を図る。

●１７件の空き家調査を行い，１７件の物件を「空き家バンク」に登録
した。「空き家バンク」では，１４件の契約が成立した。
また，空き家改修支援補助金制度では１３件，起業支援に係る助成制度
では５件の実績があり，移住・定住の促進につながった。

●本年度の「海陽町みらい会議」の活動はなかった。

●平成３０年度の地域おこし協力隊について，１名が着任し２名が離任
した。現在４名が活動中。

●海部道路用地となる予定。

●本年度の該当事例は無し。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
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【プラン２８】地域でひろがる学びの環づくりと大学の専門知識の活用

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

牟岐少年自然の家を拠点とした自然体験・交流体験等へ
の参加者数

100人 900人 962人 801人 875人 929人

南部圏域でのフィールドワーク参加大学数（累計） ４大学 18大学 11大学 16大学 18大学 21大学

大学間交流・連携によるフィールドワークの実施 － 実施 － － － 実施

地域をキャンパスとした学生受講者数 －
年間延べ
500人

年間延べ
814人

年間延べ
574人

年間延べ
535人

年間延べ
803人

担　　当

教育委員会

平成３０年度実施状況及び成果
【施策①】
   豊かな森林資源の未来を創造し，次代の循環型成長産業を担う
人材を育成するため，県立那賀高校「森林クリエイト科」におい
て，林業教育を基盤とした新たなキャリアパスシステムを構築
し，推進する。（再掲）

　平成31年3月卒業の1期生19名のうち，徳島県及び兵庫県職員（林
業）3名を含む12名が林業関連産業へ就職し，人材育成において一定の
成果を得た。徳島森林管理署，南部総合県民局及び那賀町との連携・協
力のもと，資格取得講習及び出前授業を引き続き実施し，林業教育の充
実を図った。また，レーザー加工機等の設備を有効に活用し，地元木材
加工会社と連携して，商品開発に取り組んだ。

主要施策・主要事業

　県内３大学・阿南高専・県外５大学の学生が県南を訪れ，若者と地域との交流が図られるとともに，1.5次避
難所の整備，出羽島の重要伝統的建造物群保存地区内の共同井戸修繕により，地域資源が発掘され，若者の発
想や視点を活かした地域活性化に向けた取組みが進められた。
　牟岐少年自然の家を拠点とした交流体験等の活動を充実するため，第三者運営委員会，運営協議会を開催。
牟岐町商工会や婦人会など地域住民の参画を得て，徳島サマースクール，健康ウォーキング，文化体験などを
行った。
　県内３大学・阿南高専・県外３大学の学生が県南を訪れ，若者と地域との交流が図られるとともに，徳島文
理大学による空き民宿利活用の検討や東邦大学による伊島の希少生物調査等により，地域資源が発掘され，若
者の発想や視点を活かした地域活性化に向けた取組みが進められた。

Ａ・Ｂ・Ｃ

徳島県南部圏域振興計画第５章
○地域産業の飛躍を支える人づくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○小中高等学校の児童・生徒を対象とした「森林・林業体験学習」の実施
○徳島県立総合大学校（まなびーあ徳島）南部校　　　　　　　　　　　　　　 ○人口減少社会に対応した小中一貫教育の推進
○「牟岐少年自然の家」体験活動拠点化の推進　　　　　　　　　　　　　　　 ○高等教育機関との連携
○若者の発想や視点を活かした新たな地域活性化

プラン評価（評価部会委員）
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担　　当

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
農林水産部

南部総合県民局
地域創生部

県立総合大学校本部

教育委員会

【施策④】
　県立総合大学校南部校においては，地域の特性を活かした講座
を開催し，21世紀を担う人材の育成を図る。

　県立総合大学校南部校において，「花火作り体験」，「防災講座」，
「アウトドアイベント」等を実施することにより，２１世紀を担う人材
の育成を図った。

【施策⑤】
　県立総合大学校の主催講座等をオンデマンド配信するなど，県
民の生涯学習に関する利便性の向上や学習機会の充実を図る。

　県立総合大学校のホームページにおいて，ワンストップサービスによ
る総合大学校の講座情報の提供や，主催講座のインターネット配信など
を行った。
　また，自宅などに居ながら総合大学校の単位を取得できる「放送・
ネット活用講座」を実施した。これにより，県民の生涯学習に関する利
便性の向上や学習機会の充実が図られた。

【施策⑥】
　急激に人口減少が進む中，小規模化する学校をコストをかけず
に存続させ，かつ教育の質を保障するという「小中一貫教育（徳
島モデル）」を県内に普及するため，県南部においてＩＣＴを活
用した合同授業等に取り組む。

　交流学習等においての移動に係る経費や時間の軽減を図ることを目的
とし，平成２７年１０月に，阿南市椿町地区３校（椿町中，椿小，椿泊
小）を結ぶテレビ会議システムを県費により設置した。移動時間が削減
でき，各校にいながら，より多くの人とつながり，多くの考え方や意見
に触れることができる貴重な学習の機会となっている。週一回程度の活
用があり，中学校から小学校へ外国語授業の配信や小学校間での算数の
合同授業，小中合同の交流会等が行われた。「英語を話す楽しさを味わ
うことができた。」「テレビでの勉強は楽しい。」「意見が言えるよう
になった。」等の感想が寄せられるなど，児童生徒の学習意欲の向上や
コミュニケーション力の育成につながった。

平成３０年度実施状況及び成果
【施策②】
　豊かな森林を将来にわたって守り引き継ぐため，将来の森林・
林業を担う人づくりとして，若手林業従事者「山武者」や「もり
もり」と連携を図り，小中高等学校の児童・生徒を対象とした
「森林・林業体験学習」を実施する。（再掲）

　「山武者」や「もりもり」等と連携し，鷲敷中学校や海陽中学校等の
生徒及び教職員（418名）に対して，高性能林業機械を使用した林業体
験学習や苗の植え付け体験等を実施した。

【施策③】
　那賀町の和食県有林を活用し，高校，大学及び行政の連携のも
と，森林体験や学習の場となる体験林｢フォレストキャンパス那
賀｣を創出することで，将来の担い手の確保や森林に対する意識
の醸成を図る。（再掲）

　将来の担い手の確保のため，那賀高校，教育委員会，那賀町，県など
関係者が連携して，「那賀高校森林クリエイト科」を主体とした実技研
修等を「フォレストキャンパス那賀」を活用して実施した。

主要施策・主要事業
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担　　当

教育委員会

教育委員会

県立総合大学校本部

南部総合県民局
地域創生部
各市町

県立総合大学校本部

県立総合大学校本部

【施策⑦】
　牟岐少年自然の家を活用し，地域住民の参画を得て，地域の自
然や文化活動を活かした自然体験，交流体験，食育等を推進す
る。

　牟岐少年自然の家を拠点とした交流体験等の活動を充実させるため，
第三者運営委員会，運営協議会を開催。牟岐町商工会や婦人会など地域
住民の参画を得て，グローバルキャンプ，ファミリー磯ウォーキング，
文化体験などを行った。

【施策⑧】
　「Tokushima英語村プロジェクト・ステップアップ事業」の
一環として，県立牟岐少年自然の家など県南施設を有効活用し，
「徳島サマースクール」（高校生対象），「グローバルコミュニ
ケーション向上事業」（中学生対象），「ALTとともに徳島を学
ぶデイキャンプ事業（小学生対象）」を実施し，グローバル人材
育成の取組みを行う。

　8/16～２２の１週間，県立牟岐少年自然の家等で，県内外の高校生
50名対象に，ハーバード大学を中心とした海外大学生らと英語をベース
に多様な世界を体感する「徳島サマースクール」を実施。また，１１/１
０～１１には，県立牟岐少年自然の家で，中学生２０名対象にALT７名
と１泊２日での英語漬け宿泊体験プログラムを実施。７/２６には，小学
生2８名対象にALT10名と県南地域を巡る日帰りツアーを実施し，グ
ローバル人材育成の取組を行った。

【施策⑨】
　大学との連携による地域の課題解決や活性化を図るため，「大
学等サテライトオフィス開設支援制度」を活用し，県内外の大学
のサテライトオフィスを誘致し，地域に密着した教育・研究活動
や地域貢献活動を支援する。

【施策⑫】
　地域の課題解決につながる政策提言を行う「とくしま政策研究
センター」（県立総合大学校）において，「地域協働センター」
などと連携し，調査研究を実施する。

　「とくしま政策研究センター」において，高齢者が安心して買い物で
きる環境づくりに向け，SO企業，美波町と連携して，高齢者の購買活動
上の問題や環境の課題に関する調査研究を行った。

　高等教育機関との連携を強め，６大学（徳島大学，四国大学，鳴門教
育大学，徳島文理大学，明治大学，神戸学院大学）が，４市町（阿南
市，那賀町，美波町，海陽町）の７箇所のサテライトオフィスを活動拠
点として「フィールドワーク講座」や「地域住民を対象とした公開講
座」，「きゅうりタウン構想への支援」など，地域貢献活動を行った。

【施策⑩】
　若者の発想や視点を活かした新たな地域活性化の取組み及び交
流人口の拡大を図るため，南部圏域をフィールドとした大学生に
よる研究等を，新たな分野へと拡大しつつ実施するとともに，大
学サテライトキャンパスの誘致を促進し，地域振興策の検討や移
住・定住のきっかけづくりとする。

　県内３大学・阿南高専・県外５大学の学生が県南を訪れ，若者と地域
との交流が図られるとともに，芝浦工業大学による1.5次避難場所の実現
や徳島大学による出羽島の重要伝統的建造物群保存地区内の共同井戸修
繕により，地域資源が発掘され，若者の発想や視点を活かした地域活性
化に向けた取組みが進められた。

【施策⑪】
　大学が地域の課題解決や活性化を図るために実施するフィール
ドワークや本県の地域の課題解決に挑戦し，地域社会に貢献でき
る人材育成を目的として実施する事業を支援し，大学生による地
域の課題解決や活性化に向けた取組みを推進する。

　高等教育機関との連携を進め，３大学（徳島大学，徳島文理大学，四
国大学）から１５日延べ９３人が，地域連携フィールドワーク講座に参
加し，地域の文化財的価値に関する調査や防災教育実習等を行った。

主要施策・主要事業 平成３０年度実施状況及び成果
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市町名

牟岐町

美波町

海陽町

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
●大学生，高校生，中学生が主体となり，多様な学びの場づくり
に取り組み，地域住民や外部支援者等との交流を通じて町を担う
人材を創出する。

●平成27年度の小中学校へのキャリア形成支援事業を，平成28年度に
高校生まで拡大し（牟岐ローカルハイスクール），平成29年度は事業の
質を維持し安定的に継続実施するため，職員異動やこども達の年次的な
特性に対応していくことを目的とした中間支援組織（牟岐キャリア支援
センター）を設置し，事業運営を民間委託して官民協動体制を構築し
た。委託先の民間団体（牟岐キャリアサポート）はＮＰＯ法人格を取得
し，今後も体制を整備強化しながら本事業を企画運営していく。

●門前町の再生，道の駅の魅力向上や新商品開発，南海トラフ地
震・津波対策や事前復興まちづくり計画，点在集落の持続と活性
化など，多様な分野において，それぞれ専門性を有する大学や研
究者，学生等との連携を深める。

●徳島文理大学，四国大学，徳島大学，神奈川大学，芝浦工業大学等連
携し，それぞれの分野において地域住民とのワークショップや活動など
連携を深めた。

●豊かな自然と地域資源（ストック）を活かして，教育機関と連
携し，「山村留学」による小中学生の受け入れを実施する。（再
掲）

●地域，大学及び行政の連携の下，地域をキャンパスに大学が授
業を実施し，若者の発想や視点を活かした新たな地域活性化のた
めの取組みを図る。

●「山村留学」受け入れに向けた課題検討や受け入れ体制の検討を行っ
た。（再掲）

●徳島大学との連携として，宍喰地区において，町並み景観に寄与する
建物がどれだけあるか把握することにより，歴史的意匠を有した建物が
どれだけ残されているか，また，GPSを活用し，建物調査で得られた成
果を踏まえ地域防災に役立てた。
また，明治大学との連携として，きゅうりの養液栽培等の調査自習によ
る地域課題の解決策の検討や海陽町をフィールドとした一次産業の調査
研修を行った。
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【プラン２９】伝統ある歴史・文化の継承

プラン評価（事務局案） Ａ

事務局所見

主要業績指標
主要業績指標項目 Ｈ２５ Ｈ３０目標値 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

「四国八十八箇所霊場と遍路道」の資産の保護措置実施
市町数

1市 1市1町 － － 1市１町 1市２町

担　　当

南部総合県民局
地域創生部

総合政策課

【施策②】
　「四国八十八箇所霊場と遍路道」を将来の世代へ保存・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する。

平成３０年度実施状況及び成果

　日和佐八幡神社秋期例祭「ちょうさ」担ぎ手としての参加や，ロード
アドプト登録を行った上で南阿波サンラインの清掃活動を行う等の活動
により，自然保護活動や伝統文化を活かした地域づくりを推進した。

○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）を解決するため，四国４県で
取り組みを進めた。
〇阿南市平等寺の総合調査，牟岐町から海陽町の遍路道「東寺道」の調
査を実施。
（参考）
○H31.01　板野町が4番大日寺，５番地蔵寺を国史跡指定に向けて，文
部科学大臣に意見具申。この２箇寺の指定により，鶴林寺，太龍寺と合
わせて合計4箇寺となった。（札所寺院の指定箇所数は四国１位）
〇H30.0213　焼山寺道2.38kmが追加指定となり，合計約16kmが指
定された。（遍路道の指定距離は四国1位）

○農村舞台や人形浄瑠璃，阿波藍，祭り，海部刀などの継承と活用　　　　　　　　　 ○四国霊場八十八カ所を訪れる人々との交流の促進

主要施策・主要事業
【施策①】
   牟岐大島の「千年サンゴ」などの豊かな自然環境の保護や伝統
文化を活かした地域づくりを図るため，県職員によるボランティ
アグループ「四国の右下☆ＲＹＵＧＵ隊（ＳＭＲＣ）」の活動を
推進する。（再掲）

徳島県南部圏域振興計画第５章

「四国八十八箇所霊場と遍路道」の世界遺産登録に向け，「国内暫定一覧表」の追加指定について「時期，募
集方法，審査方法などのスケジュール」が示されていないが，引き続き文化庁から課題として示されている資
産の保護措置を着実に進めていく。

プラン評価（評価部会委員） Ａ・Ｂ・Ｃ
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市町名

阿南市

那賀町

牟岐町

美波町

●住民が主体となっておもてなしの心により，接待所において訪
れるお遍路との交流を図る。

●地域に埋もれている歴史文化資源（人形浄瑠璃等）を掘り起こ
し，地域の魅力として発信する。

●四国地方において数少ない門前町を有する町であり，薬王寺門
前町の再生を図り，地域のにぎわいや活性化につなげる。

●門前町の再生に当たっては，薬王寺に訪れる方は参拝客である
との前提を踏まえつつ，まちなかに人の流れを生み出すために，
案内板の整備や話題性のある取り組み，魅力ある店舗の誘致や開
業支援等，地域が一体となって取り組む。

●旧東町駐在所を有効活用し，町内の主婦らでつくる「ひわさお接待の
会」が通りゆくお遍路さんにお接待を行った。
　
●徳島文理大学との協働による取組として，「100年ぶりの人形浄瑠璃
『赤松座』復活プロジェクト」を実施し，４月には豊作を願い生命と自
然を賛美することを目的とした「赤松大田楽」を開催し，その中で人形
浄瑠璃を奉納し大変盛況であった。

●徳島文理大学との協働による「門前町の再生プロジェクト」では，７
月のうみがめまつりでライトアップコンサートを行った。

●神奈川大学との連携により，門前町地域住民との意見交換会の他，講
師を招いての講演会を行った。

●門前通りにある古民家を改修し活用者を公募した。審査の結果，東京
でラーメン店を営まれている方が選ばれ，8月には地域の材料を使った薬
膳ラーメン店「阿波尾鶏中華そば藍庵」が開業した。

●門前町に新店舗が増えたことに伴い，薬王寺前の多言語案内看板を改
修した。

市・町関連施策

●文化事業として，町内に多く存続する農村舞台で，「丹生谷清
流座」などが人形浄瑠璃を公演する。昨年，襖からくりの修繕を
行った辺川神社農村舞台も加え現在，公演が行える舞台（八面，
拝宮，川俣，北川，辺川，鎌瀬，坂州）の７カ所の農村舞台を活
用し，人形浄瑠璃を上演する。また，人形浄瑠璃以外の利用につ
いて模索する。

●那賀町内６箇所(八面・拝宮・辺川・北川・鎌瀬・坂州)で伝統の人形浄
瑠璃をメインとした農村舞台公演を行った。県内外より延べ１５００人
の観客が訪れ，各農村舞台の特性や地域性を活かした公演内容で農村舞
台ファンを楽しませている。また，人形浄瑠璃＋他ジャンルとのコラボ
にも挑戦しており，伝統文化を継承しつつ，様々なアーティストや外国
文化芸能の演者と融合させることで，更なる農村舞台の可能性を探っ
た。

●阿南市内各地域の伝統芸能，伝統文化を掘り起こし，共有の財
産として後世に引き継ぐための施策を展開するとともに，広報あ
なんや市のホームページにより各地域の祭りを広く市民にＰＲす
る。

●阿南市に２００年以上前から伝わる阿波人形浄瑠璃の人形座「中村園
太夫座」による公演を実施。
　国，県または市が文化財として指定する民俗芸能を，阿南市のホーム
ページに一覧にして掲載。

平成３０年度実施状況及び成果

●出羽島の文化資源を活用し地域情報を発信する。

●「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録推進徳島県連絡
会議と連携し，地元住民が主体となって遍路道・土佐街道の保存
やおもてなしの心で訪れるお遍路さんとの交流を推進する。

●ＪＲ四国のツアーである駅からウォークと連携して，観光ボランティ
アガイドにより平成29年2月に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定
された町並みや地域資源をめぐるウォーキングツアーを実施するととも
に，パンフレット・ＰＲ動画により魅力発信を行った。
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市町名

海陽町

●地域に埋もれている歴史的・文化的・自然的資源を掘り起こ
し，地域の魅力として発信し，観光資源につなげる。

●幕末期の阿波刀を展示する企画展を開催した。

●三種の武道（居合道・剣道・少林寺拳法）の公開演武を行い，町内外
から多くの方にご観覧いただいた。

市・町関連施策 平成３０年度実施状況及び成果
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