
統 括 本 部 の 取 組 状 況

各 統括 本 部の 取 組方 針

「地方創生の新次元展開」により，「徳島版SDGｓ・持続可能な社会」の実現へ！

「人口減少」「災害列島」,二つの国難を迎え撃ち，
喫緊の課題解決を図る「統括本部」により，部局横断型事業を強力に推進

消費者行政新未来創造統括本部

働き方改革実践統括本部

徳島ならではの｢働き方改革｣を挙県一致で強力に推進することにより、

育児や介護など一人ひとりの事情に応じた

多様な働き方を選択でき、

誰もがその能力を思う存分発揮できる

県民総活躍社会の実現に向けた環境を整備

とくしまインダストリー4.0推進統括本部

５Ｇ，ＡＩ，ＩｏＴ等の未来技術の利活用による

｢とくしまインダストリー4.0｣を積極的に推進し，

｢産業，防災，福祉｣などの様々な分野において，

｢地域課題の解決｣や｢地域経済の活性化｣を図り，

｢地方創生」を実現

産学官連携・イノベーション創出統括本部

到来する「Society5.0時代」の成長ビジネスのチャンスを捉え，

社会実装を見据えた産学官の連携による

イノベーション創出の取組みを加速し，

産業振興と専門人材育成の好循環による

「とくしま回帰」を実現

国際ｽﾎﾟｰﾂ大会・インバウンド推進統括本部

３大国際スポーツ大会等の機会を捉え，

インバウンドをはじめとする

観光誘客を促進し，その効果を

県内にしっかりと波及させることにより，

地域経済を活性化

消費者庁の新たな恒久的拠点である「消費者庁新未来創造戦略本部」のカウンターパートを担うとともに，

「G20消費者政策国際会合」のレガシーとして，「世界の未来を変える消費者行政・消費者教育」を推進

とくしま「働き方改革」推進宣言

G20消費者政策国際会合 エシカル甲子園２０１９

ドイツ柔道代表チームキャンプ

産学官連携による研究開発

４Ｋ・ＶＲ徳島映画祭
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消費者行政新未来創造統括本部 消費者行政新未来創造の推進

● 「新次元の消費者行政」の浸透・定着

● 5G、Society5.0を見据えた「働き方改革」の更なる推進

世界に先駆け！未来につなぐ消費者行政・消費者教育事業

危機管理部

消費生活センター「戦略拠点機能」強化事業

44,100千円

担当：消費生活創造室

58,100千円SDGsでつながる消費生活レガシープロジェクト

食の安全安心消費者教育プロジェクト全国展開事業

142,021千円

●「消費者庁新未来創造戦略本部」の取組みを全面的サポート
●「消費者行政の進化」、「地方創生への貢献」

【令和２年度当初予算額 ７３６，６５８千円】

●東京一極集中の是正・人口減少
●政府機関の地方移転の推進

課題と背景

●全国に先駆けた消費者行政の取組み

方向性

●「G20消費者政策国際会合」のレガシーを創出

新

新

消費者庁新未来創造戦略本部の開設を契機に、取組みの更なる拡充

みなみで総活躍！まち・ひと・しごと次代承継事業

地域イノベーション集積拠点創出事業

柔軟な働き方「テレワークするんじょ！」事業 22,000千円

12,200千円

働き方改革や企業の徳島移転を強力に推進

二地域居住を加速する「デュアルスクール」推進事業 3,600千円

安全で安心なまちづくりの実現

全国をリードする消費者行政・消費者教育の取組みを展開

新未来航空ネットワーク形成事業

● 交通アクセス改善への取組み
5,100千円

乗合・定額タクシー運行支援事業 500千円

世界に先駆け！未来につなぐ消費者行政・消費者教育事業

7,200千円

● 交流拠点「消費者行政プラットフォーム」の活用促進

消費者庁新未来創造戦略本部を強力にアシスト

１８歳！新成人への学びプログラム事業

東京オリ・パラ「エシカル農産物」おもてなしプロモーション事業

12,500千円

12,000千円

10,000千円

障がい者消費者教育推進啓発事業 700千円

自然エネルギー普及促進に向けた国際交流事業

● 未来に向けた消費者教育の進展

● 全国を牽引する「エシカル消費徳島モデル」の推進

新 再掲

食品ロス削減とくしまモデル推進事業 2,500千円

11,000千円

新

新

新次元の消費者教育推進事業

新 ５Ｇ遠隔診療・遠隔診断事業 24,000千円

G20消費者政策国際会合

消費者庁新未来創造戦略本部と連携し、「新たな人の流れ」・「日本の新たな未来」を創出

「世界の未来を変える消費者行政・消費者教育」を徳島から実現！！
エシカル甲子園２０１９

国際交流を通じた世界への発信・展開
● 「徳島版国際連携ネットワーク」の構築

2,693千円

新
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「働き方改革」による県民総活躍社会の実現

挙県一致による推進

徳島ならではの「働き方改革」の推進働き方改革実践統括本部

商工労働観光部

担当：労働雇用戦略課

多様な人材の活躍 柔軟な働き方の実現

現状 ◆ 少子高齢化の進展による労働力人口の不足
◆ 中小企業・小規模事業所等への「働き方改革」関連法の
順次適用

方向性 ◆ 徳島の未来を支える労働人材の育成・確保
◆ 多様で柔軟な働き方が実現できる就労機会の創出
◆ 労働者の負担軽減による多様なライフスタイルの確立

女性・若者が主役へ！地域参画人財育成事業 9,000千円
若者未来プラン実装事業 2,000千円

○ 女性活躍ﾜﾝｽﾄｯﾌｻｰﾋﾞｽﾟｾﾝﾀｰ（仮称）整備事業 107,550千円

多様な子育て支援推進交付金事業 492,690千円
とくしま保育対策総合支援補助金事業 86,866千円

○ 柔軟な働き方「テレワークするんじょ！」事業 22,000千円

５Ｇ技術対応エンジニア育成事業 4,800千円
○ 民間を活用した委託訓練事業 339,962千円
○ とくしま経営塾「平成長久館」事業 15,000千円

地域イノベーション集積拠点創出事業 11,000千円
おかえり！インターンシップ推進事業 11,000千円

○ プロフェッショナル人材戦略拠点事業 29,000千円

○ アクティブ・シニア生涯活躍加速化事業 39,800千円
にし阿波・外国人財誘致促進事業 7,000千円

○ 国際戦略センター推進事業 20,000千円

○ 障がい者いきいき活躍就労促進事業 20,000千円
○ とくしま農福連携ﾈｯﾄﾜｰｸ加速化事業 20,000千円
○ 障がい者職業訓練事業 16,360千円

働きやすい職場づくり

５Ｇスマートファクトリー推進事業 10,000千円
新３Ｋ・建設産業「働き方改革」推進事業 10,000千円

○ スクール・サポート・スタッフ配置促進事業 14,000千円

目指せｽﾏｰﾄ県庁！「電子決裁100%化」実装事業 11,000千円
○ ＲＰＡ環境拡充事業 18,235千円
○ 未来を担う！スマート会計実装プロジェクト 12,000千円
（うちスマート会計進化・拡大事業）

仕事と家庭の両立

令和２年度の展開

【令和２年度当初予算額 3,449,876千円 】

若者・女性の活躍

障がい者の活躍

高齢者・外国人の活躍

キャリアの構築と継続

人材の環流

（産官学金労言士）
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↑
コホート研究

産学官連携による地域イノべ－ションの創出産学官連携・イノベーション創出統括本部

政策創造部

【令和２年度当初予算額 1,373,796千円】

担当：総合政策課

産業振興と専門人材育成の好循環による「とくしま回帰」を実現

○とくしま「健幸」イノベーション創出促進事業 41,000千円

世界レベルの糖尿病臨床研究開発拠点を形成・発展させ、

糖尿病克服による「健康長寿社会の実現」と健康・医療関連産業の創出による

「地域経済の活性化」を促進！

・糖尿病研究開発の推進（徳島独自のコホート研究）

・地域に根ざしたヘルスケア産業の創出支援

産学金官連携による次世代ヘルスケア産業の創出支援

・Society5.0の社会実装

・未来技術による課題解決

・専門人材の育成

・ベンチャー企業創出

徳島発地域イノベー

ションの方向性
対応方針

・大学が有する研究シーズの社会実装

・ニーズドリブンによる大学の研究加速

・大学の研究・フィールドワーク等を通した専門人材の育成

・産学官によるベンチャー企業・第二創業支援

産学官の強固な連携

強力な推進エンジン・支援体制

新徳島県イノベーション創出推進事業 8,000千円

イノベーション創出による社会的課題解決の推進や、本県の経済を牽引する

成長ビジネスを創出！

・産学官金言の連携による「創業プラットフォーム」を構築

・平成長久館「特別塾」の開講

・ビジネスモデル化支援

創業支援の強化による成長ビジネスの創出

○地方大学・地域産業創生事業 1,284,796千円

次世代ＬＥＤをテーマとした研究開発と県内企業による社会実装、

幅広いカリキュラムによる光専門人材の育成により、若者が集う

徳島を実現！

・ポストＬＥＤフォトニクス研究所における最先端研究開発

・徳島大学大学院「創成科学研究科」

（Ｒ２年度開設）を中心とした人材育成

・産学金官連携による社会実装支援

光関連産業の振興と光応用専門人材の育成

○生産性革命を実現する徳島ｽﾏｰﾄ農林水産業展開事業 20,000千円

新スマート農業経営モデル確立事業 20,000千円

産学官が連携し、未来技術を活用した省力・高品質生産技術の

開発と実装を加速！

・スマート農林水産技術の開発・実証

・スマート技術一貫体系を生産現場に実装

農林水産ｻｲｴﾝｽｿﾞｰﾝにおけるｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの加速
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「地域課題の解決」､「地域経済の活性化」を図り､「地方創生」を実現！「地域課題の解決」､「地域経済の活性化」を図り､「地方創生」を実現！

【令和２年度当初予算額 1,950,397千円】

担当：地域振興課

5G、AI、ビッグデータ、
IoT等 未来技術の活用
5G、AI、ビッグデータ、
IoT等 未来技術の活用

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

生産性の向上、新しい産業の創出
地域課題の解決につながる新サービスの創出

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

方向性方向性課 題課 題

分野横断的施策
～Society5.0の実現を推進～

ものづくり・観光分野
～Society5.0関連企業の誘致､生産性の向上､観光振興の推進～

電子行政分野
～ローカル5G、RPA、AIを活用した業務改善の推進～

インフラ・防災・減災等分野
～地域の防災力向上、インフラ管理を推進～

農林水産分野
～省力化や高品質生産を可能にするスマート農林水産業の推進～

医療・介護・健康分野
～5Gを活用した遠隔医療の実施など、未来技術活用の推進～

【 72,771千円】 【 1,190,125千円】

【 349,375千円】

【 38,956千円】

【 81,645千円】

【 213,937千円】

新○

ローカル5Gプロジェクト 290,700千円
通勤手当認定RPA事業 5,500千円
RPA環境拡充事業 18,235千円
未来を担う！スマート会計実装プロジェクト 12,000千円
AIを活用した全庁総合FAQシステム運用事業 11,550千円
とくしま丸ごとAIコンシェルジュ（仮称）事業 8,750千円
働き方改革推進事業 2,640千円

5G遠隔診療・遠隔診断事業 24,000千円
「5G遠隔診療･遠隔診断」看護教育活用事業 4,000千円
地域医療情報連携システム構築事業 167,421千円
介護ロボット導入支援事業 12,000千円
健康長寿・人生100年時代への挑戦「打糖！！糖尿病」

応援推進事業 6,516千円

スマート農業経営モデル確立事業 20,000千円
「猪・鹿・猿 調査分析・集中捕獲」事業 14,000千円
資源・漁獲情報ネットワーク構築事業 10,415千円
漁海況予測システム構築事業 2,500千円
生産性革命を実現する徳島スマート農林水産業

展開事業20,000千円
森林資源3Dデータ構築事業 10,000千円
「きゅうりタウン構想」セカンドステージ展開事業 2,400千円
園芸産地総合リノベーション事業 2,330千円

新3K・建設産業「働き方改革」推進事業 10,000千円
「AI」活用災害対応力強化モデル事業 700千円
道路施設維持管理効率化事業 20,000千円
きめ細やかな雨量情報提供事業 6,000千円
とくしまドローン操作育成プロジェクト事業 2,256千円

5Gスマートファクトリー推進事業 10,000千円
徳島県イノベーション創出推進事業 8,000千円
5G技術対応エンジニア育成事業 4,800千円
AI要約すだちくんSNS発信事業 4,000千円
中小企業振興資金貸付金（生産性革命応援資金）

865,000千円
情報通信関連事業立地促進費補助金 150,000千円
クリエイティブ産業育成事業 74,000千円
柔軟な働き方「テレワークするんじょ！」事業 22,000千円
とくしま経営塾「平成長久館」事業 15,000千円
小規模事業者生産性革命推進事業 7,000千円
AI・ロボット地域産業イノベーション推進事業 6,000千円
とくしま周遊観光促進事業 5,000千円
徳島観光アプリ情報発信事業 5,000千円
みなみで総活躍！まち・ひと・しごと次代承継事業 4,150千円
IT人材確保支援事業 3,000千円
観光情報提供費 2,750千円
農工商連携新分野進出支援事業 2,500千円
インバウンドで飛躍「桃源郷にし阿波」魅力強化事業 1,925千円

教育分野
～第４次産業革命を担う人材の育成、生徒の学力向上を推進～

【 3,588千円】

○

第４次産業革命時代に活躍するための
プログラミング教育事業 1,800千円

教育関係ビッグデータ活用実証事業 1,788千円

新○

新○

新○

新○

新○

○

○

○

○

○

○

新○

新○

新○

新○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

新○

○
○
○

新○

○

○
○
○

新○
新○
○
○
○

Society5.0実装化エリア創出事業 41,800千円
地域イノベーション集積拠点創出事業 11,000千円
5G地域実感！体感機会創出事業 6,000千円
行政データ活用推進事業 3,355千円
「とくしまIoTﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ」利活用ﾓﾃﾞﾙ推進支援事業 10,616千円

○

○新
○新
○新

○新
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　　　　国際スポーツ大会とインバウンド獲得の推進
【令和２年度当初予算額 １，６８６，８０８千円】　　　

担当：スポーツ振興課

国際スポーツ大会・インバウンド推進統括本部

インバウンドをはじめとした観光誘客を促進し、地域経済を活性化！

国際イベントの展開

事前キャンプ実施決定国・競技 徳島県で12競技種目開催

令和２年度の施策

国際スポーツ大会の「レガシー創出・継承」
【502,250千円】

外国人観光客の「受入環境の整備」
【356,631千円】

海外・県外に向けた「魅力発信・誘客」
【827,927千円】

東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ
受入事業 235,000千円

新

ワールドマスターズゲームズ２０２１関西
開催準備加速化事業 165,000千円

新

とくしまスポーツレガシー実装事業 51,000千円新

ワールドマスターズゲームズ・メダルの
藍リボン制作　（あわ文化創造事業） 2,250千円

新

アートによる文化プログラム促進事業
（文化の森開園３０周年記念事業） 28,500千円

新

とくしま藍文化創造発信事業
（あわ文化魅力向上事業） 10,000千円

新

新たな「海上交通」実証運航事業 16,000千円新

ほか ほか

訪日外国人    約350万人
経済波及効果    約1.1兆円
    (消費支出)　

2025年
大阪・関西万博

ほか

ドイツ柔道代表チームキャンプ
（2019世界柔道選手権）

「阿波藍」の国際アート展
※写真はイメージ

県産ＧＡＰ野菜サラダ
（徳島体感フェス） 通訳人材育成セミナー

東京オリ・パラ「エシカル農産物」おもてなし
プロモーション推進事業 12,000千円

新

ぐる～り徳島！周遊観光パワーアップ事業 10,000千円新

柔道・カヌー・
ハンドボール

水泳 水泳・
アーチェリー

射撃・車いすフェンシング・
柔道・陸上・パワーリフティング オープン競技　ビリヤード・マラソン・ラフティング・軟式野球・サーフィン・タッチラグビー

カヌー
（スラローム） ゴルフ ボウリング トライアスロン アクアスロン

ウエイト
リフティング

2030年
　　 政府目標

訪日外国人旅行者数　 6000万人
訪日外国人旅行消費額    15兆円

更なるインバウンドの獲得

とくしま観光人づくり事業 4,500千円新

「海上交通」の実証
※写真はイメージ

外国人向け消費者被害防止対策事業
（SDGｓでつながる消費生活レガシープロジェクト） 1,000千円

新

2021年
ワールドマスターズゲームズ2021関西

2020年
東京2020オリンピック・パラリンピック

県民環境部

宿泊施設投資促進事業 10,000千円
宿泊施設リノベーション支援事業 60,000千円

新
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