
　徳島発の提言により実現した「ふるさと納税制度」の導入
を契機に、本県ゆかりの県外在住の方々を中心に「10の事
業メニュー」を提示して広く寄附を募り、いただいた寄附金
を財源として、「ふるさと徳島」の魅力を高め、全国に発信
する「ふるさと“OURとくしま”応援事業」を実施します。　　　 

■令和２年度予算活用事業　　　　27事業　　43,000千円

パパと子どもで楽しく
ワークショップ

燃料電池バス
「SORA」

　           ＜寄附金充当　2,000千円＞

DMV新車両お披露目

　               ＜寄附金充当　3,000千円＞

災害救助犬
育成訓練の様子

             　＜寄附金充当　7,000千円＞

阿波とん豚

「地方発！水素社会」普及促進事業 ＤＭＶわくわくイベント
動物愛護「きずなの里」プロジェクト事業

地域における人と動物の共生支援事業

災害救助犬等育成スキルアップ事業

「阿波藍」の
展示会

　　　　　　＜寄附金充当　5,000千円＞

とくしま藍文化創造発信事業
（あわ文化魅力向上事業）

次世代“光”産業創生事業

「阿波藍」魅力創造発信プロジェクト

　　　　　　　＜寄附金充当　5,000千円＞　

阿波ふうど機動力発揮ブランディング事業

「阿波とん豚」増産・流通システム確立事業

「阿波地美栄」魅力発信・消費拡大
パワーアップ事業

魚づくり革命・もうかる養殖魚創出事業

とくしま県産品魅力発信支援事業

＜寄附金充当　6,000千円＞

  “つながる首都圏阿波おどり”情報発信
事業

世界最高の情熱！阿波おどり体感事業

「四国八十八箇所霊場と遍路道」を
世界遺産に！推進プロジェクト

ユネスコ「世界の記録」チャレンジ
プロジェクト

秋の阿波おどり

＜寄附金充当　5,000千円＞

　 ワールドマスターズケームズ2021関西
開催準備加速化事業

エンジョイ・アップ☆プロスポーツ事業

文化・スポーツ魅力創造事業

徳島ヴォルティス

              　＜寄附金充当　4,000千円＞

未来にはばたけ！障がい者就労促進事業

とくしま共生アートプロジェクト推進事業

発達障がい「つながる・ひろがる・
はばたく」充実事業

西部健康防災公園利活用推進事業

農福連携池田支援
インターンシップ

　              ＜寄附金充当　6,000千円＞

とくしま結婚支援プロジェクト加速化事業

子育てパパ・ママサポート事業

二地域居住を加速する
「デュアルスクール」推進事業

阿波とん豚

「LED×藍」
東京常設展示場

メニュー①～⑨までの事業に充当しています。
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○令和２年度「ふるさと“ＯＵＲとくしま”応援事業」一覧

（単位：千円）

県民文化課
あわ文化魅力向上事業
（うち とくしま藍文化創造
発信事業）

　2020年7月からのスミソニアン博物館「藍のけし
き」展示を受け、国内外における阿波藍への注目
が集まる中、県民や来県者に対し徳島と阿波藍と
の関わりを印象付けるとともに、阿波藍の魅力発
信を図るため、県内においても「阿波藍」の国際
アート展を開催する。

10,000

観光政策課
「阿波藍」魅力創造発信
プロジェクト

　「阿波藍」の振興と発展を図るため、藍関係者
の人材育成、国内外での藍染製品の展示・販売商
談会、県内での藍が息づく街づくりや観光施設、
宿泊施設での藍染ワークショップを実施する。

20,000

新未来産業課 次世代“光”産業創生事業

  県内ＬＥＤ・藍関連産業の振興と次世代“光”
産業の創出を図るため、本県が誇る２つのブルー
「ＬＥＤ」や「藍」を活用した製品の開発と首都
圏・世界に向けた販路開拓等を支援するととも
に、国内外へ魅力を発信する。

47,000

77,000

もうかる
ブランド推進課

阿波ふうど機動力発揮
ブランディング事業

　県内外で県産品の認知度向上と販売拡大を加速
するため、２台のＰＲ車両の機動力と調理能力を
活かした「攻めのプロモーション活動」を展開す
る。

24,500

畜産振興課
「阿波とん豚」増産・
流通システム確立事業

　本県養豚産業の活性化を図るため、「阿波とん
豚」を「ＣＳＦ」等家畜伝染病から回避するため
の措置として、「精液及び受精卵の凍結保存」や
「疾病予防対策」を実施するとともに、「阿波と
ん豚」の加工品等を県内外にＰＲすることにより
流通促進を図る。

2,530

鳥獣対策・
ふるさと創造課

「阿波地美栄」魅力発信・
消費拡大パワーアップ事業

　鳥獣による農作物被害の軽減と、ジビエ利用の
推進を図るため、狩猟やジビエをＰＲするイベン
トの開催に加え、食肉規格の統一に向けた取組み
や空白地域での処理施設の整備等の消費拡大を図
る。

29,370

水産振興課
魚づくり革命・もうかる養
殖魚創出事業

　魚類養殖の更なるステップアップに向けた新機
軸として、産地間競争に勝ち抜くことができる
「徳島ブランド魚」を創出するため、今後の気候
変動等を見据えた新たな養殖魚の開発・導入に取
り組む。

6,000

観光政策課
とくしま県産品魅力発信
支援事業

　「とくしま特選ブランド」や藍製品をはじめと
する伝統的工芸品など「徳島を代表する優れた県
産品」の販路拡大・認知度向上を図るため、事業
者を支援する研修会や大都市圏での観光プロモー
ションを実施する。

7,500

69,900

事業費担当課名 事　　業　　名 事　業　内　容

①ジャパンブルー｢阿波藍｣を全国、世界に発信する事業（寄附金充当額　5,000千円）

　②阿波尾鶏やすだち等｢県産食材｣の魅力を発信する事業（寄附金充当額　5,000千円）
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総合政策課
（東京本部）

“つながる首都圏
阿波おどり”情報発信事業

　徳島ファンづくりを加速させて首都圏から徳島
への流れをつくるため、本場徳島の阿波おどりを
はじめとした徳島の「観光」「食」等の魅力をア
ピールする“つながる首都圏阿波おどり”フェス
を首都圏の阿波おどり大会と連携して開催する。

6,000

観光政策課
世界最高の情熱！
阿波おどり体感事業
（うち秋の阿波おどり）

　阿波おどりの通年化・国際化による観光誘客を
促進するため、国内外の踊り連が本場徳島に集い
交流する一大イベント「秋の阿波おどり」を開催
する。

15,000

文化資源活用課
｢四国八十八箇所霊場と
遍路道｣を世界遺産に!
推進プロジェクト

　「四国八十八箇所霊場と遍路道」の世界文化遺
産登録に向け、課題である資産の保護を進めるた
め、国史跡を目指した調査をはじめ、県内関係市
町等と連携し文化資産を活用した機運醸成イベン
トを実施する。

20,135

文化資源活用課
ユネスコ「世界の記録」
チャレンジプロジェクト

　「板東俘虜収容所関係資料」のユネスコ「世界
の記憶」登録を目指すため、鳴門市、独ニーダー
ザクセン州、リューネブルク市と共同申請の準備
を進めるとともに、機運の醸成を図る。

3,000

44,135

スポーツ振興課
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

　ワールドマスターズゲームズ2021関西を本県の
スポーツツーリズムを牽引する大会とするととも
に、開催レガシーを継承し、地域活性化の創出に
繋げるため、来県者へのおもてなしの充実や競技
運営態勢の整備等、開催に向けた本格的な準備の
加速化を図る。

165,000

にぎわいづくり課
エンジョイ・アップ☆
プロスポーツ事業

　徳島の誇りである「徳島ヴォルティス」、「徳
島インディゴソックス」と連携したスポーツによ
るにぎわいの創出とともに、スポーツ文化の普及
やスポーツレベルの向上につなげる｡

17,000

南部総合県民局
文化・スポーツ魅力創造
事業

　持続可能な観光地域づくりに取り組むため、
WMG2021関西など国際スポーツ大会開催を機に、
多くの観光客が県南に訪れる絶好の機会を逃す
ことなく、「四国の右下観光局」を核とし、満
足度の高い観光コンテンツの提供や地域での受
入れ態勢の整備など「四国の右下」ならではの
スポーツ・ツーリズムを推進する。

29,000

211,000

障がい福祉課
未来にはばたけ！障がい者
就労促進事業

　障がい者の生活の安定・自立を一層促進するた
め、全国１位である障がい者就労支援施設利用者
の工賃の更なる向上を目指し、各施設への技術指
導や販路拡大の支援など、各種の取組みを実施す
る。

40,000

障がい福祉課
とくしま共生アート
プロジェクト推進事業

　障がい者芸術文化活動の一層の振興を図るた
め、「障がい者芸術・文化活動支援センター」と
連携し、芸術文化活動の支援や新たなアーティス
トの発掘を行い、芸術文化活動を通じて、障がい
者への理解と障がいのある人とない人との交流を
促進する。

17,000

事　　業　　名 事業費担当課名 事　業　内　容

④徳島の｢スポーツ｣をみんなで盛り上げる事業（寄附金充当額　5,000千円）

③阿波おどりをはじめ徳島の魅力を発信する事業（寄附金充当額　6,000千円）
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特別支援教育課
発達障がい「つながる・
ひろがる・はばたく」充実
事業

　発達障がいのある児童生徒等への切れ目ない支
援のため、本県独自の「ポジティブな行動支援」
の拡充を図るとともに、社会的・職業的自立に向
け、一貫したキャリア教育の充実を図る。

9,800

西部総合県民局
西部健康防災公園利活用
推進事業

　「防災」及び「健康づくり」の拠点である「西
部健康防災公園」において、障がい者スポーツの
普及などを展開する。

7,400

74,200

次世代育成・
青少年課

とくしま結婚支援
プロジェクト加速化事業

　社会全体で独身者の結婚の希望が叶う環境を整
備するため、「とくしまマリッジサポートセン
ター（マリッサとくしま）」を拠点として積極的
に出逢いの場を提供するとともに、個別相談会の
開催等によるフォローの充実や、市町村、企業等
様々な主体との連携を促進することにより、きめ
細やかな結婚支援を実施する。また、若者を対象
に、結婚を含めたライフデザインの形成を支援す
ることで、マリッサの認知度向上や将来の会員増
加を図る。

30,500

次世代育成・
青少年課

子育てパパ・ママサポート
事業

　子育てに対する「負担」や「不安」を軽減する
ため、子育てについての知識を学ぶ場や子育てに
関する情報を提供し、親の子育て力の向上を目指
すとともに、地域や職場において、子育てしやす
い環境づくりを推進する。
　また、家庭における仕事と子育てのやりくりの
工夫を募集・発信したり、企業を対象に子育てに
優しい職場づくり研修を実施し、仕事と子育てを
両立できる環境づくりを促進する。

5,358

教育創生課
二地域居住を加速する
「デュアルスクール」推進
事業

　保護者の短期居住にあわせて、子どもの学校間
の行き来を容易にし、地方と都市の双方で教育を
展開することにより、多面的な視点に立った考え
方のできる人材の育成を図るため、「二地域居
住」や「地方移住」の促進にもつながる「デュア
ルスクール」を推進する。

5,980

41,838

環境首都課
「地方発！水素社会」

普及促進事業

　東京オリ・パラを契機とした水素エネルギー普
及拡大を更に加速させるため、「燃料電池バス」
補助制度の創設をはじめ水素モビリティ導入を促
進するとともに、「水素ビジネスフォーラム」開
催を開催するなど、地域経済活性化に繋がる取組
みを展開する。

111,000

111,000

事業費事　　業　　名 事　業　内　容

⑥結婚や子育て支援、新たな学校の形｢デュアルスクール｣を推進する事業（寄附金充当額　6,000千円）

⑦｢水素エネルギー｣｢再生可能エネルギー｣を普及させ脱炭素社会の実現を目指す事業
（寄附金充当額　2,000千円）

担当課名

⑤｢障がい者｣の就労、スポーツ・芸術文化活動を支援する事業（寄附金充当額　4,000千円）

-4-



次世代交通課 ＤＭＶわくわくイベント
　ＤＭＶの開業に向けた機運醸成とＰＲを図るた
め、カウントダウンイベントや開業セレモニーを
実施し、ＤＭＶの魅力を発信する。

7,765

7,765

安全衛生課
動物愛護「きずなの里」
プロジェクト事業

　動物愛護管理センターに収容された犬・猫のう
ち，譲渡適性がある犬・猫を１頭でも多く助ける
ため，「きずなの里」を拠点に，ボランティアや
関係機関との連携により広域譲渡等を推進する。

4,450

安全衛生課
地域における人と動物の共
生支援事業

　地域生活環境の改善と殺処分によらない人と動
物の共生を図るため，飼い主のいない猫の不妊去
勢手術を推進し，地域において「TNR活動」や「地
域猫活動」の技術支援を行うボランティアを支援
する。

950

安全衛生課
災害救助犬等育成スキル
アップ事業

　大規模災害発生時の備えと動物愛護の推進を図
るため，動物愛護管理センターに収容される犬の
中から，「共助・共生モデル」として，人命救助
や行方不明者の捜索活動などを行う「災害救助
犬」や，避難所や病院，学校，福祉施設等を訪問
し心のケアを行う「セラピードッグ」等を育成す
る。

4,950

10,350

合　　計 647,188

⑧世界初｢デュアル・モード・ビークル｣を導入する事業（寄附金充当額　3,000千円）

事　　業　　名 事　業　内　容

うち新規　 3事業

⑨命を守る｢災害救助犬｣｢セラピードッグ｣の育成や犬・猫の殺処分ゼロを目指す事業
（寄附金充当額　7,000千円）

総事業数　27事業

担当課名 事業費
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