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１ 「改善見直し」の趣旨

令和４年度までの県政運営の指針として、令和元年７月に策定した
「『未知への挑戦』とくしま行動計画」について、変化する社会経済情勢や
多様化する県民ニーズに的確に対応するため、「進化する行動計画」として、
令和２年度に向けた「改善見直し」を行う。
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「ＰＤＣＡサイクル」による検証と改善を実施

「総合計画審議会」や県議会による論議、
県民意見を聴取の上、計画策定

ＰＬＡＮ（計画・改訂）

「行動計画」に示した
具体的な施策・事業を遂行

ＤＯ（実施）

外部有識者による評価結果を踏まえ、
施策の見直しや「行動計画」の改訂

ＡＣＴＩＯＮ（改善）

担当課による自己点検・評価及び
「県政運営評価戦略会議」による
第三者評価

ＣＨＥＣＫ（評価）

行
動
計
画
を
推
進

２ 見直しの全体概要
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（１）県政運営評価戦略会議からのご提言

前計画･「新未来『創造』とくしま行動計画(H27～H30年度)」の
総括評価となる令和元年11月「提言書」の反映

意見・提言の内容（主なもの）

●転出者数の増加を食い止めることに焦点を当てた
施策、取組等の再検証が必要

●新しい「人、企業、産業」に対する支援が一層重要
であり、積極的に力を入れるべき

●農林水産分野の人材育成については
棚田等の放置すれば失われる「目の前の資源」
の保全や活用に繋げるマネジメントが必要

●グローバル人材育成のため、徳島、日本の文化や
歴史を語る力を培う教育プログラムを整備すべき

●全体のエネルギー消費量に占める「地産地消
エネルギー」の割合等の指標を導入すべき

など

令和2年度への改善見直し

次世代ＬＥＤによる就学・就業環境の充実に
加え､「ふるさと教育」を推進

平成長久館「特別塾」によるイノベーション
人材を育成

リカレント教育による多様な担い手育成や
専門人材の活用により､「地域の宝・棚田」
の保全と振興施策等を推進

４大モチーフを扱う教材等を活用し､ふるさ
と徳島の魅力を発信できる若者を育成

※数値目標「自然エネルギーによる
電力自給率」を導入済
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（２）「『未知への挑戦』推進部会」や
若者をはじめとする県民からのご意見

若者との対話集会「新未来セッションＮＥＯ(R元年9,10月)」や「未知へ
の挑戦推進部会(R元年12月)」を通じていただいた県民意見の反映

提言機会 意見・提言の内容（主なもの）

新未来
セッション
ＮＥＯ
（高校生など）

●働く場が少ないから、県外に出たい
県内に大企業が数えるほどしかない

●阿波踊りの特別感をもっと推すべき

●他県に負けない魅力を伝えるため
発信力を強めるべき

「未知へ
の挑戦」
推進部会

●東京オリ・パラ事前キャンプの誘致は
徳島の魅力発信や地域交流など
充実した成果に繋げてほしい

●運転免許更新にかかる即日交付の
地域格差を埋めるべき

●Uターン・Iターン希望者のための
各種情報発信が不十分

など

令和2年度への改善見直し

次世代ＬＥＤや５Ｇ技術の活用による

雇用創出を推進､企業情報の発信をはじ
め若者や女性等の定着・Ｕターンを促進

世界の「阿波おどり連」との連携強化

「ＶＲ動画」による広報の積極展開や
「体験型コンテンツ」の発信

「東京2020オリ・パラ」事前キャンプ
誘致数を上積み

「出張型運転免許更新制度」を創設

「とくしま移住コーディネーター」の
全県展開や「移住相談件数」を上積み
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（３）見直しの概要

長期ビジョン編（2060年頃）

◆「新たな人口ビジョン」に係る内容を反映
・時代の潮流 ：本県の「将来推計人口」を更新
・将来ビジョン：『2060年“55万人から60万人超”

の人口水準確保』を明記

中期プラン編（2030年頃）

◆新総合戦略の「施策の方向性」等を反映
・『2030年までに転入転出者数を均衡』
・「若者」や「女性目線」を重視した移住施策等の展開 など

令和２年度見直しの考え方

・「新総合戦略」に盛り込まれる主な施策・目標等を反映
・新計画策定後の新たな課題、社会情勢の変化等を踏まえて見直し
・県政運営評価戦略会議や若者をはじめとした県民からの提言・意見の反映

行動計画編

◆「改善見直し」項目
⇒ 168項目

「改善見直し」の内訳(R1→R2）

新 規 項 目 46項目

数値目標の修正 43項目

文 言 修 正 79項目

新人口ビジョン

社人研推計



【ターゲット１】未来へ雄飛！「笑顔とくしま・県民活躍」の実装

３ ５つのターゲットごとの「重点戦略」及び「主な見直し項目」

重点戦略１ 移住交流拡大！深化する地方創生

重点戦略２ 学び直しを支援！「リカレント教育」本格展開

●移住者数
［’17］１，２００人 → ［’22］１，８００人

●待機児童数
［’17］９４人 → ［’21］ゼロ

●「まなびーあ徳島」主催講座受講者数
［’17］９６，６６８人 → ［’22］１００，０００人

重点戦略３ 人生１００年時代！健康寿命延伸へ「ﾌﾚｲﾙ対策」展開

●健康寿命（暦年）
［’16］男性71.34歳 女性74.04歳 → ［’22］延伸

重点戦略４ 県民総自己実現！「ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨとくしま」の推進

重点戦略５ 次代へつなぐ！ 少子化対策の推進

●（障がい者）施設利用者の平均工賃全国順位
［’17］全国２位 → ［’22］全国１位

（過去4年平均）

●若者に魅力ある「しごと」づくり

●障がい者の自立と社会参加の促進
「障がい者施設月額平均工賃」

⇒ 全国１位（Ｈ30）

●子育てトータルサポートの展開
「保育助手」制度の創設（Ｒ元.7月）

7

これまでの主な取組み(進捗状況)

次世代ＬＥＤ開発の
研究拠点整備が完了

保育現場の負担軽減と
アクティブシニアの活躍の双方を実現！

障がい者の特性に応じて働ける
社会づくりを推進！

Ｒ元年

H31.3月

世界的研究者を招聘
本格的研究スタート！

徳島大学「ポストLED
フォトニクス研究所」開設

“新たな光”を軸とした産業振興・雇用創出！

主な見直し項目 ※数値目標の（ ）内は括弧内は見直し前。 は「資料２」の該当頁

新たな総合戦略により
「とくしま回帰」を一層推進！

重点戦略１
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重点戦略４

重点戦略５

重点戦略３

「消費者庁新未来創造戦略本部」

●移住相談件数
[’17]1,754件 → [’22]2,800件（2,400件）

●とくしま移住コーディネーター活動地域市町村数
[’17]17市町村 → [’22]全市町村（新規項目）

●「徳島ファンバンク」へのファン登録者数
[’17] － → [’22]40人（新規項目）

●首都圏及び関西圏での「徳島ファン」創出・拡大
イベントの開催 [’20]開催

●新たなイノベーション集積拠点の創出市町村数
[’17] － → [’22]4市町村（新規項目）

「里親制度の普及」
「里親委託推進体制」の

充実・強化

●フォスタリング（里親養育包括支援）機関
の設置

[’20]設置（新規項目）

●「心のバリアフリー☆アンバサダー」研修
認定者数
[’17] － → [’22]年間300人（60人）

●犯罪被害者等支援に必要な条例の整備
（文言修正）

●生きがいづくり推進員の活動延べ人数
[’17]2,084人 → [’22]2,700人（2,150人）

●介護に関する入門的研修全課程修了者数(累計)
[’17] － → [’22]300人（80人）

⇒ 家庭的養育を
さらに推進！！

「住みたい・
つながりたい」
を実現！

⇒
「未来を担う
ひとの流れ」
づくりを加速！「とくしま回帰アンバサダー」認定式

Ｐ１

Ｐ２

Ｐ７

Ｐ７

Ｐ８

Ｐ８

Ｐ９

Ｐ１

Ｐ１

Ｐ１

Ｐ番号



【ターゲット２】未来へ加速！「強靱とくしま・安全安心」の実装

重点戦略１ 未知なる災害を迎え撃つ！「事前復興」の推進

重点戦略２ 国土強靱化を牽引！「災害列島」から「安全安心列島」へ

●「防災士」登録者数（累計）
［’17］２，４８９人 → ［’22］３，８００人

●野生鳥獣による農作物被害額
［’17］１１１百万円 → ［’22］８２百万円

●吉野川上流無堤地区への事業着手
［’17］２箇所 → ［’22］５箇所

重点戦略３ 「命」と「健康」を守る！地域医療提供体制の充実強化

●がんの75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）(暦年)
［’16］７３．３ → ［’22］減少

重点戦略４ みんなで守り育てる！「安全安心な地域づくり」の推進

重点戦略５ 野生鳥獣との共生！適正な関係構築と利活用の推進

●消費者庁等の徳島移転
［’17］試験移転 → ［’22］全面的移転

●洪水､高潮､土砂災害等による被害軽減
○吉野川左岸・沼田箇所

（美馬市）

○那賀川・長安口ダム本体改造工事

●新次元の消費者行政の展開
「Ｇ２０消費者政策国際会合」の徳島開催

これまでの主な取組み(進捗状況)

Ｒ元.９月5日･6日

世界３８カ国・地域
・国際機関から参加！
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Ｒ元.出水期～
新設ゲート運用開始

吉野川･那賀川流域の
治水安全度の向上！

長安口ダム改造事業(放流ゲート増設)

Ｇ２０消費者政策国際会合

Ｒ元.10月
堤防工事着工

本県の消費者教育･エシカル消費の発信、
デジタル課題･SDGs推進に向けた議論を深化！

主な見直し項目

重点戦略２
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重点戦略４

重点戦略３

令和元年台風19号

被災地総括支援チーム 様々な被災地派遣の経験

●被災地派遣経験を生かした「徳島県災害マネジメント
総括支援員」等の養成（文言修正）

実施計画調査へ着手

・貯水池内に
堆積した土砂の撤去

・予備放流方式を
導入するための
放流施設の新設

発電専用ダムに「新たな洪水調節容量」を確保

洪水前に
水位を低下

【対策イメージ図】

●エシカル消費の認知度
[’17] － → [’22]43％（新規項目）

●「出張型運転免許更新」制度の創設
[’20]創設（新規項目）

●小見野々ダム再生事業の促進（新規項目）
[’20]実施計画 調査着手 → [’22]調査促進中

●県管理河川（重点対策河川）の整備の推進
[’17]68％ → [’22]83％（80％）

●ファミリータイムラインの作成（累計）
[’17] － → [’22]7地区（新規項目）

エシカル甲子園2019

●ＡＹＡ世代をはじめライフステージに応じた
がん患者への相談支援等の充実（文言修正）栃木県佐野市

本県の
災害対応力向上へ！

エシカル消費の大切さを
強力に発信！

重点戦略１

SDGs「つくる責任・
つかう責任」の達成に向け

全国を牽引！

●「徳島県緊急災害対策派遣チーム(TEC-徳島)」への
「ドローン部門」創設 [’19]創設（新規項目）

Ｐ10

Ｐ11

Ｐ13

Ｐ13

Ｐ13

Ｐ14

Ｐ15

Ｐ17

※数値目標の（ ）内は括弧内は見直し前。 は「資料２」の該当頁Ｐ番号



【ターゲット３】未来へ挑戦！「発展とくしま・革新創造」の実装
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重点戦略１ 全国を先導！第４次産業革命の実装

重点戦略２ 千載一遇！攻めのインバウンド誘客

●とくしまIoTプラットフォーム活用事例数
［’17］ － → ［’22］５０件

●とくしま経済飛躍ファンドにより
支援した製品の売上額（累計）
［’17］６，７１７百万円 → ［’22］９，１００百万円

●県内への外国人延べ宿泊者数（暦年）
［’17］１０２，８１０人→ ［’22］１６８，０００人

重点戦略３ 世界へ雄飛！進化する徳島ブランドの展開

●農畜水産物産出額
［’17］１，２２４億円 → ［’22］１，３３０億円

重点戦略４ 世界スタンダード！「徳島未来教育」の創造

重点戦略５ ポスト東京オリパラ！経済好循環へ

●高校生の留学者数（7日以上）
［’17］174人 → ［’22］240人

●第４次産業革命の実装加速

●ゲートウェイとくしまの加速

●「林業プロジェクト」の展開
「徳島 木のおもちゃ美術館(仮称)」の開設

⇒Ｒ元「基本構想」策定
⇒Ｒ３開設へ

これまでの主な取組み(進捗状況)

Ｒ元.1２月

２年連続就航！

「木育」の更なる推進、
県産材の魅力発信を加速！

（イメージ）
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香港季節定期便就航

インバウンド誘客を
着実に推進！

ｉ-Constructionスマート農業

主な見直し項目

重点戦略１

重点戦略２
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●「コミュニティ・スクール」を導入した
学校数（累計）
[’17]16校 → [’22]240校（20校）

重点戦略４

重点戦略５

重点戦略３

●５Ｇを活用した遠隔医療の推進（新規項目）
[’17] － → [’20]中央病院・海部病院間で実施・推進

各国へ広がる
阿波おどりの輪

●世界農業遺産フォーラム等の開催回数（累計）
[’17] － → [’22]3回（新規項目）

●とくしま三ツ星ビーフ認定
生産者件数（累計）
[’17] － → [’22]5件

（新規項目）

●「世界阿波おどりサミット」の開催を契機とした
世界の「阿波おどり連」との連携強化（文言修正）

とくしま三ツ星ビーフ

●５Ｇ技術活用支援拠点開設による 新技術・
製品開発の支援 [’20]開設（新規項目）

●「Society5.0リードエリア」数（累計）
[’17] － → [’22]３エリア（新規項目）

●Society5.0に対応した「住まいのスマート化」
の促進（新規項目）

●宿泊施設のキャパシティ拡大や魅力向上
に繋がる投資促進施策の推進（文言修正）

●（ﾃｸﾉｽｸｰﾙ）複数の技能を有する人材や
５Ｇ等の最新技術に対応できる人材の
育成(文言修正)

更なる世界展開へ！！

徳島発「先進医療モデル」構築！

中央病院 海部病院

※数値目標の（ ）内は括弧内は見直し前。 は「資料２」の該当頁Ｐ番号
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Ｐ20

Ｐ21

Ｐ21

Ｐ23

Ｐ24

Ｐ25

Ｐ26



【ターゲット４】未来へ発信！「躍動とくしま・感動宝島」の実装

重点戦略１ 世界に誇る！「あわ文化」の創造と継承

重点戦略２ 世界へ飛躍！「ｽﾎﾟｰﾂ王国とくしま」新次元の進化

●徳島版「とくしま文化プログラム」の開催
［’17］－ → ［’19］ ～［’21］開催

● 文化の森総合公園文化施設入館者数（年間）
［’17］ ８１４，８１６人 → ［’22］８５万人

●「東京2020オリパラ」における事前キャンプ誘致数
［’17］ － → ［’20］６件

重点戦略３ 目指すは世界標準！「ｽﾎﾟｰﾂﾚｶﾞｼｰ」の創造と継承

●国際的及び全国的スポーツ大会や合宿，交流会の
県内開催件数（累計）
［’17］ － → ［’22］２０件

重点戦略４ 共生社会の実現！障がい者スポーツ・芸術文化の深化

重点戦略５ 新次元！文化ｽﾎﾟｰﾂ施設「ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ」戦略の展開

●「パラスポーツ人材バンク（仮称）」の創設
［’17］ － → ［’20］創設

●あわ文化による「文化と経済の好循環」

●スポーツ振興によるにぎわいづくり
「ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2019」

事前チームキャンプ実施

●スポーツ施設の世界標準化
徳島科技高「ｱｰﾁｪﾘｰ場・
ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ場・弓道場」の改築

これまでの主な取組み(進捗状況)

３大国際スポーツ大会のレガシーを
県民だれもが実感！ 13

ジャパンブルー「阿波藍」を
世界に向けて強力に発信！

Ｒ元.7月

Ｒ元.９月

ジョージア・事前合宿と県民との交流

Ｒ元.７月

阿波藍アート・藍のけしき

米・ｽﾐｿﾆｱﾝ博物館
「阿波藍ｱｰﾄ･藍のけしき」
展示決定（R2.7～R3.2）

主な見直し項目

重点戦略１

重点戦略２

重点戦略５

世界遺産「首里城」などの火災を教訓として

文化財への防火設備の
早期整備を支援！

◎県立博物館ｸﾞﾗﾝﾄ゙ｵｰﾌﾟﾝ（Ｒ３年）に向けて

●文化の森総合公園文化施設入館者数
[’17]814,816人 → [’22]年間85万人

（[’19]～[‘22]年間81万人）●「東京2020オリ・パラにおける事前キャンプ
の誘致数
[’17] － → [’20]6件（4件）

●文化財建造物への防火設備設置数（累計）
[’17]13件 → [’21]20件（新規項目）

（完成イメージ） ■見て,触れて,感じる
「とくしま」遊山
・徳島まるづかみ展示
・ﾐｭｰｼﾞｱﾑｽﾄﾘｰﾄ(回廊)
■参加体験型展示の充実
・ドーム型ＶＲシアター
・ＡＲ“虫眼鏡”
・仮想“どこでもドア”

など

高精細映像やＶＲ等を取り入れた
「新未来型展示」へ再構築！

防災設備例
■自動火災報知器
■防火設備の機能維持

など

ドイツニーダーザクセン州
とのカヌー交流

いよいよ開催年！
国際ｽﾎﾟｰﾂ大会のレガシー創出！継承へ！

ネパールアーチェリー代表チーム・
強化キャンプ

14

●県民参加型の四国遍路文化の保存・活用事業
の実施
[’17] － → [’19]～[‘22]年間1件以上

（[’19]～[‘22]年間1箇所）

阿波遍路道ウォーキング

※数値目標の（ ）内は括弧内は見直し前。 は「資料２」の該当頁Ｐ番号
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【ターゲット５】未来へ継承！「循環とくしま・持続社会」の実装

重点戦略１ 脱炭素社会実現へ！「緩和策」と「適応策」の推進

重点戦略２ 新時代を先導！再生可能エネルギーの社会実装

●「食品ロス削減モデル」の構築
［’17］－ → ［’21］構築

●阿佐東線へのＤＭＶ導入
［’17］－ → ［’20］導入

●自然エネルギーによる電力自給率
［’17］ ２６．７％ → ［’22］ ３０．５％

重点戦略３ 自然との共生！「生物多様性とくしま戦略」の展開

●プラスチックごみの資源循環に積極的に取り組む市町村数
［’17］ － → ［’22］全市町村

重点戦略４ 徳島発！持続可能な行政手法の発信

重点戦略５ 近未来とくしま！「東京ｵﾘﾊﾟﾗ」から「大阪・関西万博」へ

●既存ストック有効活用事例数（累計）
［’17］ ３３件 → ［’22］ ３８件

●食品ロス対策の加速

●水素エネルギーの社会実装
「燃料電池バス」の本県導入

⇒Ｒ元・実証運行
⇒Ｒ２導入へ

●夢と希望の新交通ネットワークの構築
阿佐東線へのＤＭＶ導入

これまでの主な取組み(進捗状況)

世界初！ＤＭＶの魅力を発信し、
新たな人の流れを創出！

多様な主体による
「食品ロス削減」
の取組みを推進！

県民
行政 事業者

食品ロス削減全国大会in徳島

燃料電池バス実証運行

Ｒ元.10月

Ｒ元.10月

阿佐東線ＤＭＶ

Ｒ元年 ３台全ての車両が完成

15

主な見直し項目

重点戦略１

16

重点戦略４

重点戦略５

重点戦略３

レジ袋削減等に関する協定書締結式

実証運航の効果検証を踏まえ
R7（大阪・関西万博）までに本格運航へ！

●プラスチック代替製品の普及を図るため、
産学官連携「研究会」の設置（文言修正）

●プラスチックごみ削減事業者数（累計）
[’17] － → [’22]50事業者（新規項目）
（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみ削減協力店舗数 [’22] 11店舗）

●「棚田地域振興法」に基づく国・指定棚田地域数（累計）
[’17] － → [’22]5地域（新規項目）

県消費者協会、ｲｵﾝﾘﾃｰﾙ（株）、
県等、4者による協定締結

●ＥＳＧ金融活用制度（仮称）による支援件数（累計）
[’17] － → [’22]35件（新規項目）

●「とくしま食べきるんじょ協力店」登録店舗数（累計）
[’17] － → [’22]90店舗（35店舗）

県内94店舗、18事業者へと
急速に取組の輪が拡大！

Ｒ元.5月

同.8月 ●新たな「海上交通」の導入に向けた取組み
[’19]導入研究 → [’20]～[‘21]実証運航

●集落再生につながる取組みの創出事例数
[’17]24事例 → [’22]50事例（新規項目）

●５Ｇ時代に向けた職員によるＶＲ動画の
制作・発信

[’19]制作・発信（新規項目）

●新たな「財政構造改革基本方針」
の目標達成に向けた取組みの推進

（文言修正）
●実質公債費比率
[’17]14.6％ → [’22]12％台以下

（ [’19] 13.0％程度）

●「旧道敷利活用モデル」の展開（累計）
[’17] － → [’22]3箇所（ [’21]展開）

※数値目標の（ ）内は括弧内は見直し前。 は「資料２」の該当頁Ｐ番号
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４ 「『未知への挑戦』とくしま行動計画」とＳＤＧｓ
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（１）「行動計画編」と
ＳＤＧｓの対応関係

◆今後４年間で取り組む重点施策(「行動
計画編」)と「ＳＤＧｓ１７目標」との対
応関係を明らかにし、徳島ならではの取
組みを着実に推進。

●：新規追加項目

（２）令和２年度に向けたＳＤＧｓに関する新たな取組み（主なもの）

18

◎介護に関する入門的研修全課程修了者数(累計)
[’17] ー → [’22]300人（80人）

◎５Ｇを活用した遠隔医療の推進（新規項目）
[’17] ー → [’20]中央病院・海部病院間で実施・推進

◎ＡＹＡ世代をはじめライフステージに応じたがん患者への
相談支援等の充実（文言修正）

◎地域の企業等で販売される６次産業化商品の開発数（累計）
[’17] － → [’22]9商品

◎「コミュニティ・スクール」を導入した学校数（累計）
[’17]16校 → [’22]240校（20校）

◎生きがいづくり推進員の活動延べ人数
[’17]2,084人 → [’22]2,700人（2,150人）

◎宿泊施設のキャパシティ拡大や魅力向上に繋がる
投資促進施策の推進（文言修正）

◎「世界阿波おどりサミット」の開催を契機とした
世界の「阿波おどり連」との連携強化（文言修正）

◎とくしま三ツ星ビーフ認定生産者件数（累計）
[’17] － → [’22]5件（新規項目）

6次産業化教育

宿泊施設の投資促進（イメージ）

介護に関する入門的研修
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◎ ５Ｇ技術活用支援拠点開設による新技術・製品開発の支援
[’20]開設（新規項目）

◎（ﾃｸﾉｽｸｰﾙ）複数の技能を有する人材や５Ｇ等の最新技術に
対応できる人材の育成（文言修正）

◎「Society5.0リードエリア」数（累計）
[’17] ー → [’22]３エリア（新規項目）

◎立江・櫛渕地区への追加ＩＣ設置
[’17]調査設計中 → [’22]工事推進中（用地買収推進中）

◎「徳島県緊急災害対策派遣チーム（ＴＥＣー徳島）」への
「ドローン部門」創設 [’19]創設（新規項目）

四国横断自動車道

徳島東～阿南
整備促進

５G等の最新技術に
対応できる人材の育成

【対策イメージ図】

小見野々ダム再生事業

洪水前に
水位を低下◎小見野々ダム再生事業の促進（新規項目）

[’20]実施計画 調査着手 → [’22]調査促進中

Ｐ２
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◎人工造林面積
[’17]100ha → [’22]200ha（160ha）

◎高潮特別警戒水位の設定などソフト・ハードの両面からの
高潮対策推進（文言修正）

◎ファミリータイムラインの作成（累計）
[’17] － → [’22]7地区（新規項目）

◎エシカル消費の認知度
[’17] ー → [’22]43％（新規項目）

◎プラスチックごみ削減事業者数（累計）
[’17] － → [’22]50事業者

◎「とくしま食べきるんじょ協力店」登録店舗数（累計）

[’17] － → [’22]90店舗（35店舗）

豊かな森林づくり

消費者庁新未来創造戦略本部
（令和2年度開設）

食品ロス削減に
向けた取組み
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