
（ア）｢住みたい･つながりたい｣を実現!｢とくしま回帰｣の推進
　　①ターゲットごとの戦略的・移住交流の推進 ・・・  ①移住施策、農山漁村体験、デュアルスクール

　　②新たな地域の担い手「徳島ファン」の創出・拡大 ・・・  ②徳島ファン創出・拡大、徳島国際映画祭、ふるさと納税

　　③未来の地域を支える「産業人材回帰」の推進 ・・・  ③就業支援、正規雇用促進、就業者確保(農林水)、奨学金返還支援

　　④魅力発信「選ばれるとくしま」の実現 ・・・  ④ＡＷＡＩＲＯ、若者アンバサダー、就職支援協定大学との連携
 

（イ）次代の「地方創生を担う人材」の育成
　　①誇りと愛着を育む「人材育成プログラム」の展開 ・・・  ①ふるさと教育、自然・伝統文化・農産漁村を活用した人材教育

　　②地域資源を活かした「課題解決人材」の育成 ・・・  ②大学と連携したフィールドワーク、ＮＰＯ法人等の人材育成

（ウ）「とくしま回帰」を呼び込む拠点の更なる確保
　　①企業の本社機能の誘致 ・・・  ①企業立地促進、企業誘致、本社機能移転

　　②政府関係機関の機能充実・規模拡大 ・・・  ②消費者庁の機能充実、規模拡大

　　③新たな「イノベーションの創出拠点」づくり ・・・  ③コワーキングを核とした新ビジネス創出支援、ＳＯ定着・拠点化

（ア）未来につながる「地域産業」の創造
　　①世界に通じる地域イノベーションの創出 ・・・  ①ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ4.0、次世代ＬＥＤ産業創出、未来技術の活用
　　②企業の成長ステージに寄り添った切れ目のない支援 ・・・  ②創業・起業支援、事業承継、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開、人手不足解消

（イ）世界に誇る「とくしまブランド」の強力展開
　　①農林水産業の成長産業化 ・・・  ①ｽﾏｰﾄ農林水産業、新ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ開発、販路開拓、所得向上
　　②海外から稼ぐ「とくしまブランド」の強化 ・・・  ②６次産業化、ｴｼｶﾙ農産物、HACCP・ﾊﾗｰﾙ認証取得

（ウ）好機をとらえた観光誘客の更なる強化
　　①「訪日外国人6,000万人時代」攻めのインバウンド誘客 ・・・  ①ﾁｬｰﾀｰ便､ｸﾙｰｽﾞ船、周遊観光、環境整備(ｷｬｯｼｭﾚｽ決済､WI-FI等)
　　②新たな「誘客コンテンツ」の開拓 ・・・  ②民泊、ｺﾝｾﾌﾟﾄ泊、ﾅｲﾄﾀｲﾑ・ｴｺﾉﾐｰ、体験型教育旅行、ロケ誘致
　　③「文化・スポーツ」の磨き上げによる「にぎわい」創出 ・・・  ③文化4大ﾓﾁｰﾌ・3大音楽、ﾏﾁｱｿﾋﾞ、ＷＭＧ2021、e-ｽﾎﾟｰﾂ、ﾏﾗｿﾝ

（エ）未知の時代を切り拓く「人」づくり
　　①未来の「とくしまを創造する人材」の育成 ・・・  ①未来技術活用人材、ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ人材、地域ｸﾞﾛｰｶﾙ人材の育成
　　②「未来につなげる人材」の育成 ・・・  ②ﾏｲｽﾀｰ制度、介護人材・建設産業人材の育成、リカレント教育

（ア）多様な希望を叶える｢きめ細やか｣で｢切れ目のない｣支援
　　①出逢いを応援「結婚支援プロジェクト」の加速 ・・・  ①マリッサとくしま、協賛企業・団体と連携した結婚支援
　　②不安・悩みを解消「子育てトータルサポート」の強力展開 ・・・  ②保育料無料化、ファミサポ、周産期医療、乳幼児医療費助成
　　③多世代で地域を支える「子育て社会」の実現 ・・・  ③認定こども園、子育て支援員・保育助手、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｶﾌｪ

（イ）多様な希望に寄り添った「子育て環境」の実現
　　①「多様な働き方」好循環とくしまモデルの実装 ・・・  ①ﾃﾚﾜｰｸの推進、ﾃﾚﾜｰｶｰの育成、ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ実現
　　②「子育て」を応援する職場環境づくり ・・・  ②事業所内保育所の開設、ｽﾏｰﾄ県庁、男性の家事・育児参加

（ウ）きめ細やかに「手をさしのべる社会」の実現
　　①困難を抱える子ども達への支援  ①子供の貧困対策、児童虐待防止
　　②ひとに「寄り添い・支える」体制づくり  ②一人親家庭への支援､ひきこもり支援､自殺予防､性暴力防止

（ア）「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」の実装
　　①未来技術活用「徳島モデル」の創出 ・・・  ①５Ｇ・ＡＩ等の未来技術の活用による地域課題解決モデル
　　②未来技術活用「徳島経済」の飛躍 ・・・  ②５Ｇ・ＡＩ等の未来技術の活用による地域経済の発展モデル

（イ）「ＳＤＧｓ徳島モデル」循環とくしま・持続社会の実装
　　①「つくる責任　つかう責任」エシカル消費の更なる普及拡大・・・  ①エシカル消費(条例、ｴｼｶﾙ甲子園、食ﾛｽ削減、自主宣言等)
　　②「脱炭素社会」の実現 ・・・  ②ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄ、気候変動対策、次世代交通(ﾓｰﾀﾞﾙﾐｯｸｽ)
　　③「未来エネルギー」の実装 ・・・  ③自然ｴﾈﾙｷﾞｰの普及・地産地消、ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ水素の普及
　　④自然との共生「生物多様性とくしま」の展開 ・・・  ④ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸごみの削減、里海づくり、新学校版ＩＳＯ

（ウ）全世代・全員活躍「ダイバーシティとくしま」の実現
　　①「男女共同参画立県とくしま」の飛躍 ・・・  ①女性創業支援、ｳｰﾏﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｽｸｰﾙ、女性農業ﾘｰﾀﾞｰ育成
　　②人生１００年時代「健康寿命先進県」の実現 ・・・  ②フレイル対策、介護助手・保育助手、ＣＣＲＣ構想
　　③障がい者の「自立と社会参加」の促進 ・・・  ③障がい者ﾏｲｽﾀｰ制度、ﾃﾚﾜｰｸ就労体験、農福連携の就労支援
　　④外国人が「暮らしやすい・活躍できる」社会の実現 ・・・  ④多文化共生、すだちくんﾊﾛｰﾜｰｸ、多言語対応AIｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ

（エ）安全・安心を実感！「皆が笑顔で暮らせる」社会づくり
　　①「健康で自分らしい生活」がおくれる暮らしの充実 ・・・  ①在宅医療拠点、看護職員の定着、生活習慣病対策
　　②世界へ発信！消費者の「安全・安心」を守る社会の実現 ・・・  ②食品表示Ｇメン、消費者情報センター、HACCP認証制度
　　③課題解決をリードする先進地域づくり ・・・  ③規制改革会議、政策提言、自治体2030構想、関西広域連合

（オ）地方創生の礎「強靱とくしま」の実現
　　①未知なる災害を迎え撃つ「事前復興」の推進  ①福祉避難所、医療品供給体制、防災人材の育成
　　②強さとしなやかさを備えた「とくしま強靱化」の推進  ②道路交通NW、土砂災害等の被害軽減、社会ｲﾝﾌﾗ長寿命化

資料４

＜盛り込むべき主な施策＞

【基本目標４】安全・安心「持続可能な地域社会」づくり
＜盛り込むべき主な施策＞

４「基本目標」ごとの柱立て一覧（案）
【基本目標１】「未来を担うひとの流れ」づくり

＜盛り込むべき主な施策＞

【基本目標２】地域を支える「魅力的なしごと」づくり
＜盛り込むべき主な施策＞

【基本目標３】結婚･出産･子育て「希望がかなう環境」づくり



【基本目標１】未来を担う「人」の流れづくり

【目標】

【方向性】
「転入転出者数の均衡」を実現するため、県内高校・高等教育機関卒業後の「県
内定着率」向上や、県外進学した大学生など「20歳～24歳」の若者への対策をは
じめ、魅力的な就労・生活環境の発信など、女性目線でのアプローチ、さらには、
東京圏に加え、本県からの進学・転出者数の多い「大阪圏等」を対象にした施策
展開の強化を図ることで、さらなる「とくしま回帰」を推進する。

（ア）「住みたい・つながりたい」を実現！「とくしま回帰」の推進

①ターゲットごとの戦略的・移住交流の推進
・移住施策（トレインセミナー、洋上セミナー等）
・ＵＪＩターンによる起業・就業者への支援
・移住コーディネーター、移住コンシェルジュ、移住ポータルサイト
・体験フィールドや豊かな食文化を活用した魅力ある農山漁村体験
・二地域居住を促進する「デュアルスクール」

（新規要素：若者・大阪圏・女性目線での対策強化）

②新たな地域の担い手「徳島ファン」の創出・拡大
・「徳島ファン」創出・拡大事業（エクスカーション、ドラフト会議、情報発信・マッチングサイト）
・東京本部、大阪本部（関係人口の掘り起こしに繫がるＰＲ・情報発信）
・徳島国際映画祭、ふるさと納税、企業版ふるさと納税

③未来の地域を支える「産業人材回帰」の推進
・ｼﾞｮﾌﾞｽﾃ・ｼﾞｮﾌﾞｶﾌｪ、ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ人材戦略拠点での就職支援・正規雇用促進
・地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝによるニート等の就業支援
・農林水産未来人材スクール（４分野のアカデミー）等での新規就業者確保
・奨学金返還支援制度
・県職員採用枠１００人以上確保（社会人枠の創設）

④魅力発信「選ばれるとくしま」の実現
・若者向け情報発信（ＡＷＡＩＲＯ・若者アンバサダー）
・就職支援協定大学等との連携（インターンシップ･情報発信）
・ワーキングホリデー

（新規要素：ＳＮＳを活用した更なる情報発信）
（新規要素：県民広聴の充実（すだちくんテラス、県庁ふれあいバス等））

（イ）次代の地方創生を担う人材の育成

①誇りと愛着を育む「人材育成プログラム」の展開
＜学校での人材育成＞
・小中学校での職場体験、高校でのインターンシップ・キャリア教育
・ネクストリーダー育成、サイエンス・スペシャリスト養成
・あわ文化教育、とくしま英語村プロジェクト
・スーパーオンリーワンハイスクール
・人口減少時代に対応した小中高一貫教育の普及
・高校におけるＩＣＴ等を活用した多様な教育活動の展開

（新規要素：ふるさと教育、探求的学び、アスリート育成などの実施）



＜地域社会での人材育成＞
・千年サンゴ等の豊かな海の恵みを活用した地域づくり
・剣山国定公園でのマナーアップキャンペーンを通じた人材育成
・偉人や伝統芸能など、誇りと愛着を持った児童生徒の育成
・郷土の文化的遺産を活用した地域づくり
・地域コミュニティ等が実施する伝統文化の継承・振興等
・企業・大学等が協働実施する農山漁村を元気にする取組

②地域資源を活かした「課題解決人材」の育成
・大学ＳＯ開設支援による地域に密着した教育・研究・地域貢献活動
・大学と連携した「地域連携フィールドワーク」
・ボランティア活動を大学単位として認める「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ」
・徳島大学「ポストＬＥＤフォトニクス研究所」での人材育成
・ＮＰＯ法人活動の充実を図るｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ人材育成
・自立的活動を支援する「認定ＮＰＯ法人」への移行促進

（ウ）「とくしま回帰」を呼び込む拠点の更なる確保

①企業の本社機能の誘致
・企業立地促進、戦略的企業誘致

②政府関係機関の機能充実・規模拡大
・消費者庁「新未来創造戦略本部」の機能充実、規模拡大

③新たなイノベーションの創出拠点づくり
・サテライトオフィスの誘致・定着、拠点化

（新規要素：ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽを核とした新ビジネス、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ人材の集積）



【基本目標２】地域を支える「魅力的なしごと」づくり

【目標】

【方向性】
ひとが訪れ、「住みたい・働きたい」と思える地域社会の実現に向け、「徳島

の強み」と「未来技術」を最大限に活用し、「地域の稼ぐ力」を高めるとともに、
やりがいを感じることができる「魅力的なしごと」と「雇用機会」を創出するこ
とで、「ひと」と「しごと」の好循環を加速する。

（ア）未来につながる「地域産業」の実装

①世界に通じる地域イノベーションの創出
・ロボットテクノロジーの実用化（ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池、炭素繊維強化プラ）
・グリーンイノベーション、ライフイノベーション成長関連産業の誘致
・インダストリー４．０の実現
・次世代ＬＥＤによる産業創出、雇用創出
・健康・医療関連産業の創出

（新規要素：ＡＩ等の未来技術の活用）

②企業の成長ステージに寄り添った切れ目のない支援
・創業、起業の伴走支援
・経営体制、人材育成支援
・販路開拓マッチング、商談会への出展支援
・グローバル展開のトータル支援

（新規要素：人手不足解消、事業承継への支援）

（イ）世界に誇る「とくしまブランド」の強力展開

①農林水産業の成長産業化
・農林水産物の「日本のトップブランド」実現
・３分野サイエンスゾーンを拠点とした新技術開発・人材育成
・生産性向上、商品開発、販路拡大、所得向上、経営安定化

（新規要素：スマート農林水産業、成長産業化に向けた新技術開発）

②海外から稼ぐ「とくしまブランド」の強化
・農商工連携、６次産業化の取組
・海外での「とくしま食材」普及推進
・ＧＡＰ．ＨＡＣＣＰ、ハラール認証の取得
・阿波ジビエの販路拡大、海外への情報発信

（新規要素：ｴｼｶﾙ農産物の認証拡大、ﾌｰﾄﾞﾚｶﾞｼｰの創出、６次産業化教育）



（ウ）好機をとらえた観光誘客の更なる強化

①「訪日外国人6,000万人時代」攻めのインバウンド誘客
・チャーター便、季節就航便、クルーズ船
・ＤＭＯと連携した周遊観光等のニューツーリズム
・Ｗｉ－Ｆｉ環境、多言語表記等の受入環境整備

（新規要素：関西万博を展望した新たな海上交通導入に向けた研究）

②新たな「誘客コンテンツ」の開拓
・観光アプリ、おもてなしタクシー、ロケ誘致支援
・農林魚家民泊、体験型教育旅行、コンセプト泊
・ナイトタイムエコノミー

③「文化・スポール」の磨き上げによる「にぎわい」創出
・阿波おどり、４代モチーフ、あわ３大音楽、八十八箇所霊場
・マチアソビ、デジタルアート、ｅ－スポーツ
・東京オリパラ、ＷＭＧ2021関西、とくしまマラソン

（新規要素：サイクルスポーツの振興、最先端技術導入による魅力発信）

（エ）未知の時代を切り拓く「人」づくり

①未来の「とくしま」を創造する人材の育成
・高校、大学、起業が一体化した「新未来創生キャンパス」
・地域の課題解決に取り組む「地域グローカル人材」の育成
・「情報通信関連産業人材」「介護関連産業人材」「クリエイティブ人材」育成
・中高生を対象とした「科学技術アカデミー」
・ＩＣＴ人材、ＩＣＴ産業の発展に資する「ＩＣＴとくしま大賞」

（新規要素：未来技術を活用できる人材の育成）

②未来につなげる人材の育成
・高い技術を身につけた産業人材を育成する「徳島版マイスター制度」
・介護人材、建設産業人材の育成
・リカレント教育支援センター



【基本目標３】結婚・出産・子育て「希望が叶う環境」づくり

【目標】

【方向性】
「結婚・出産・子育て」に対する多様な希望を叶えるため、「結婚～出産～子
育て」のあらゆるステージを応援する社会や、高齢者も含めた地域で子育てを支
え合うコミュニティの構築をはじめ、多様化する価値観に応じたライフスタイル
・ワークススタイルの確立など、「子育ての喜びを実感できる環境」「安心して
子育てができる環境」を構築する。

（ア）多様な希望を叶える「きめ細やか」で「切れ目のない」支援

①出逢いを応援「結婚支援プロジェクト」の加速
・マリッサとくしまを核とした結婚支援
・市町村と連携した結婚支援
・結婚、出産、子育てのライフプランセミナー開催

②不安・悩みを解消「子育てトータルサポート」の強力展開
・周産期医療体制の整備、乳幼児医療費助成、小児医療電話相談、不妊治療
・病児・病後児サポート
・ファミリーサポートセンターでの支援による負担軽減

（新規要素：産前産後の不安感解消への支援、男性の育児参加を促進）

③多世代で地域を支える「子育て社会」の実現
・待機児童の解消、認定こども園の整備
・「子育て支援員」の認定、「保育助手」制度
・・保育料無料化、放課後児童クラブ
・「ユニバーサルカフェ」の普及促進
・「牟岐少年自然の家」を活用した自然体験・交流体験・食育
・道の駅の活用による地域活性化、ｻﾃﾗｲﾄｽﾃｰｼｮﾝとしての活用

（イ）多様な希望に寄り添った「子育て環境」の実現

①「多様な働き方」好循環とくしまモデルの実装
・テレワークセンターを核としたテレワークの推進
・テレワーカー育成「子育て女性等の新たな働き方支援制度」
・ワークライフバランスの実現（在宅勤務、モバイルワーク、ＳＯ）

②「子育て」を応援する職場環境づくり
・「はぐくみ支援企業」の認証
・事業所内保育所の開設支援、アドバイザー派遣
・イクボス研修会の開催

（新規要素：長時間労働是正、男性の家事・育児参加・育休取得率向上）



（ウ）きめ細やかに手をさしのべる社会の実現

①困難を抱える子ども達への支援
・子どもの貧困対策
・児童虐待防止、児童保護

②ひとに寄り添い・支える体制づくり
・一人親家庭への支援、生活困窮者への支援
・ひきこもり支援、自殺予防対策
・デートＤＶ防止
・配偶者等からの性暴力防止（よりそいの樹とくしま）



【基本目標４】安全・安心「持続可能な地域社会」づくり

【目標】

【方向性】
「ひと」「しごと」「まちづくり」が好循環する「持続可能な地域社会」の

実現に向け、「Society5.0の実装」及び「ＳＤＧｓの推進」については、各分野
共通の横断的目標として位置づけ、その取組みを加速させるとともに、「全世代
活躍型の社会」の構築や、地方創生の基盤となる「県土強靱化」の推進などによ
り、安全で安心に暮らすことのできる社会を創造する。

（ア）「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」の実装

①未来技術活用「徳島モデル」の創出
・「５Ｇ」を活用した取組の推進
・遠隔医療の推進
・ＡＩ技術の活用（多言語対応の相談窓口）

②未来技術活用「徳島経済」の飛躍
・「５Ｇ」を活用した取組？
・未来技術活用によるスマート県庁の推進（ＡＩ・ＲＰＡ）
・ＡＩ技術の活用（果実の熟度判定、介護・農業ロボット等々）

（イ）「ＳＤＧｓ徳島モデル」循環とくしま・持続社会の実装

①「つくる責任 つかう責任」エシカル消費の更なる普及拡大
・エシカル条例の制定
・「ＳＤＧｓ日本モデル」宣言
・エシカル消費の普及展開
（自治体サミット、エシカル甲子園、ジビエ・木育サミット等々）

・エシカル消費自主宣言の取組
・高等学校での取組（徳商カンボジア、城西藍染め、吉野川エシカルカフェ）
・食品ロス削減の取組（食ロス全国大会、エコクッキング教室等々）

②「脱炭素社会」の実現
・条例に基づく「緩和策」「適応策」の気候変動対策
・ＣＯ２を排出しないカーボンオフセット
・エコみらいとくしまを活用した取組推進
・次世代地域公共交通ビジョンの基づく取組（モーダルミックス）
・ＤＭＶ導入促進

（新規要素：温室効果ガスの排出削減）

③「未来エネルギー」の実装
・自然エネルギーの普及、地産地消の取組
・燃料電池自動車の導入、水素ステーションの整備



④自然との共生「生物多様性とくしま」の展開
・プラスティックごみの削減
・「生物多様性とくしま戦略」の着実な実施
・エコみらいとくしまを核とした環境意識啓発
・生物多様性が確保される豊かな海（里海）づくり
・環境意識、郷土愛、モラルの高い児童生徒を育成する「新学校版ＩＳＯ」

（ウ）全世代・全員活躍「ダイバーシティとくしま」の実現

①「男女共同参画立県とくしま」の飛躍
・「ときわプラザ」を核とした啓発イベント・人材育成
・女性創業者への支援
・「ウーマンビジネススクール」でのマネジメント能力アップ
・「女性農業リーダー」の育成
・県庁職員の女性管理職員の割合向上

②人生１００年時代「健康寿命先進県」の実現
・生涯活躍のまちづくり（ＣＣＲＣ）構想の推進
・生きがいづくり推進員の養成、高齢者の活躍の場づくりの実証実験
・自宅に居ながら受講できる高齢者向け講座
・シルバー大学校間における交流による「仲間づくり」「広い視野の養成」
・高齢者スポーツ・文化活動の祭典「県健康福祉際」
・「介護助手」制度、「保育助手」制度（アクティブシニア）

（新規要素：フレイル対策）

③障がい者の自立と社会参加の促進
・移動販売、見守り活動を行う「ほっとかない事業」の展開
・「障がい者マイスター」認定による地域で活躍する人づくり
・「チャレンジドファーム」による農業就労の促進
・農福連携による就労支援

（新規要素：テレワーク就労体験の導入）

④外国人が「暮らしやすい・活躍できる」社会の実現
・県民の異文化理解の向上
・多文化共生のまちづくり
（多言語相談窓口、支援ＮＷの形成、日本語指導ボランティアの養成等々）

・ビジネスマナー講座、資格取得・スキルアップ講座

（新規要素：労働相談窓口、ＡＩコンシェルジュ）

（エ）安全・安心を実感！「皆が笑顔で暮らせる」社会づくり

①健康で自分らしい生活がおくれる暮らしの充実
・「在宅医療連携拠点」の整備、２４時間対応体制の構築
・看護職員の県内定着促進、離職防止、再就職支援
・糖尿病をはじめとする生活習慣病対策の推進
・「がん診療連携拠点病院」等の空白医療圏の解消等
・健康増進を図るため、県南・県西に運動公園を整備

（新規要素：アプリを活用した「健康ポイントシステム」）



②世界へ発信！消費者の「安全・安心」を守る社会の実現
・食品表示監視Ｇメンの監視体制の充実強化
・食品表示リーダーの養成
・消費者情報センターの機能充実、「くらしのサポーター」の活動強化
・市町村の消費生活相談体制の支援強化
・ＨＡＣＣＰ認証制度の推進

③課題解決をリードする先進地域づくり

・全国初となる「徳島県規制改革会議」による規制緩和の実践
・地方創生から日本創生へ繫がる積極的な政策提言
・とくしま自治体２０３０構想
・遊休施設を活用した移住交流施設や定住促進住宅の整備促進
・県保有公共施設等の既存ストックの有効活用、戦略的な長寿命化
・関西広域連合等における広域課題の解決
・知事会、知事同盟を活用した課題解決の推進、政策提言
・地方創生の起爆剤となる「四国新幹線」の実現

（オ）地方創生の礎「強靱とくしま」の実現

①未知なる災害を迎え撃つ「事前復興」の推進
・老朽化した空き家等の除去、空き家等対策計画の策定
・災害時情報共有システム、戦略的災害医療“Ｇ空間”プロジェクト
・防災士の資格取得、高等学校「防災クラブ」
・避難所運営リーダー養成講座、避難誘導システムの普及
・災害派遣医療チーム「ＤＭＡＴ」、災害派遣精神医療チーム「ＤＰＡＴ」
・マイナンバーと医療情報の連携
・コンパクトシティ・プラス・ネットワーク
・都市計画マスタープラン

（新規要素：福祉避難所、学校体育館「快適避難所モデル」、空き家の除去、県立学校の長寿命化、防災人材の育成（若手・女性）、医療品供給体制））

②強さとしなやかさを備えた「とくしま強靱化」の推進
・地震・津波災害に強いまちづくり
・道路交通ネットワークの機能強化（新技術を活用したモーダルミックス）
・洪水、高潮、土砂災害などによる被害軽減（行動計画）
・長寿命化プロジェクトの推進（行動計画）


