
○「新次元の地方創生」幕開けの年として、災害列島・人口減少対策を強力に推進し、二つの国難を打破！

○当初予算として5,000億円を超えるのは「14年ぶり」で、「１1年連続」となる増額予算を確保。

○国の「新たな総合経済対策」に呼応した２月補正予算（187億円）と一体的に編成し、切れ目なく施策展開！

→２月補正予算と合わせた「１４か月予算」では 【総額 ５，２４４億円】

２．「新次元の地方創生」具現化策

○本県をベースとした全国知事会からの提言により創設された「有利な財源」を活用！

※緊急浚渫推進事業債（創設）【５億円】、緊急自然災害防止対策事業債（拡充分）【１９億円】

１．令和２年度当初予算 【総額 ５，０５７億円】

（1） ｢二つの国難｣打破対策

９２９億円

○「徳島の強み」を活かした「Society5.0」の
実装を図り､｢人口減少対策｣を一段と加速！

「１４か月・県土強靱化加速予算」
※R元年度２月補正＋R２年度当初予算

「地方創生関連予算」

３．新たな財政構造改革の推進 ～持続可能な財政運営に向けて～
(1)H29～R元の取組成果

安全・安心とくしまの実装 【８４０億円】 革新創造とくしまの実装 【７８８億円】 魅力感動とくしまの実装 【１６６億円】

(2)新たな財政構造改革基本方針の着実な推進

○公債費 目標500億円未満 →R元： ４76億円

○県債残高 目標5,000億円未満 →R元：4,910億円程度

○財政調整的基金残高 目標800億円 →R元： 810億円程度

改革目標は全て達成見込み！

５１９億円

（※公債費・県債残高は「臨財債」除く）

（２） 具現化策の三本柱 ～ＳＤＧｓの実装に向けて～

事前復興・県土強靱化のさらなる加速

2月補正 １６億円

当初 ５０３億円

令和２年度当初予算の特色

（R元年度「通年予算」対比 102.2％ 111億円増）

（R元年度「１５か月予算（６月補正含む）」対比 102.3％ 118億円増）

645億円

892億円

773億円

929億円

H30 Ｒ２Ｒ１H29
(14か月) (14か月)(15か月)

43億円 77億円62億円50億円

うち

県単維持

国・緊急３か年に先駆け

H30当初から増額！

伸び幅

過去最大！

→Ｒ元年度「１５か月型・県土強靱化予算」（11月補正+2月補正＋当初）対比

・公共事業費 ３７億円増

うち県単維持補修費 １５億円増（過去最大幅）

→前年度予算（2月補正＋R元当初＋肉付け）対比

１３億円増

○徳島が先導！「Society5.0」の実装 (9億円) 

○「経済好循環とくしま」づくりの推進 (693億円) 

○世界に誇る「とくしまブランド」の強力展開 (61億円) 

○攻めのインバウンド・観光誘客の促進 (23億円) 

○徳島発！「働き方改革」の実践 (2億円) 

○持続可能な地域へ！「地方創生」の新展開 (55億円) 

○「あわ文化・スポーツレガシー」の創造と継承 (36億円) 

○希望がかなう子育て環境づくりの推進 (39億円) 

○新次元の地方創生を支える人材育成 (17億円) 

○徳島版SDGｓ・持続社会の実装 (19億円) 

５G実装モデルの構築・未来への投資促進

災害列島対策

人口減少対策の強力展開・魅力発信

人口減少対策

○公債費 新・目標R４までに440億円未満 →R2： 461億円

○県債残高 新・目標R４までに4,800億円未満 →R2：4,840億円程度

○財政調整的基金残高 新・目標R４まで800億円以上堅持 →R2： 800億円程度
（※公債費・県債残高は「臨財債」及び「国緊急対策に伴う新設地方債」除く）

目標達成に向けて着実に前進！

「未来投資」と「健全財政」の両立！

～国難打破！「14か月・県土強靱化加速予算」～

「災害列島」対策は、

「地方創生」の大きな柱！

【総額９２９億円】

【総額 ７７億円】（過去最大を５年連続更新）

○地方創生の礎！「強靱とくしま」の加速 (257億円) 

○人生100年時代！「健康長寿とくしま」の推進 (546億円) 

○新次元の消費者行政・教育の深化 (5億円) 

○「ダイバーシティとくしま」の実装 (14億円) 

○安全安心な地域づくりの推進 (18億円) 

～ ｢ひと｣ ｢しごと｣ ｢子育て｣ ｢まち｣の

４本柱で挑む「新次元の地方創生」～

HPはこちらから
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ー 事前復興・県土強靱化のさらなる加速 ー
地方創生の礎！「強靱とくしま」の加速 【257億円】 「ダイバーシティとくしま」の実装 【14億円】

安全安心な地域づくりの推進 【18億円】

安全・安心とくしまの実装（８４０億円）

■未知なる災害を迎え撃つ「事前復興」の推進
「事前復興」推進事業 8 百万円
「とくしまゼロ作戦」県土強靱化推進事業 157 百万円

○ 地域を守る「消防団」活性化推進事業 5 百万円
○ 企業立地促進事業費補助金 1,301 百万円

うち 事前復興型・企業防災減災支援事業の創設

■地方創生の礎！「強靱な県土づくり」の強力推進
Society5.0対応型耐震リフォーム支援事業 242 百万円
「自立・分散型電源」導入支援事業 12 百万円

○ 新防災センター（徳島中央警察署）施設整備事業 2,985 百万円

■人と動物が共に暮らせる地域づくりの推進
海外悪性伝染病防疫対策強化事業 7 百万円
「猪・鹿・猿 調査分析・集中捕獲」事業 35 百万円
畜産研究課本館機能強化事業 196 百万円

■安全安心・支え合う環境づくりの推進
交通事故抑止対策事業 16 百万円
生活困窮者アウトリーチ強化事業 23 百万円
ひきこもり対策専門家支援事業 3 百万円

人生100年時代！「健康長寿とくしま」の推進 【546億円】

■安心できる地域医療提供体制の充実・強化
県立中央病院ER棟（仮称）整備推進事業 321 百万円
効果実感！ジェネリック医薬品使用促進事業 16 百万円

■アクティブ・シニアの活躍本格化
とくしま保育対策総合支援補助金事業 87 百万円
うちアクティブ・シニア保育現場就労促進事業 28 百万円

■障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくりの加速
進化する！障がい者地域共生拠点実装事業 271 百万円

○ 発達障がい「つながる・ひろがる・はばたく」
充実事業 10 百万円

■外国人も共に暮らしやすい環境づくりの推進
○ 中小企業振興資金貸付金のうち

外国人材受入支援資金の創設
にし阿波・外国人財誘致促進事業 7 百万円

■女性が輝くとくしまづくりの推進
○ 女性活躍ワンストップ

サービスセンター（仮称）整備事業 108 百万円
女性・若者が主役へ！地域参画人財育成事業 9 百万円
若者未来プラン実装事業 2 百万円
「全国女性消防団員活性化徳島大会」開催事業 5 百万円

［融資枠 90百万円］

■G20「消費者政策国際会合」のレガシーの創出
世界に先駆け！
未来につなぐ消費者行政・消費者教育事業 45 百万円
SDGｓでつながる消費生活レガシープロジェクト 59 百万円

○ 消費生活センター「戦略拠点機能」強化事業 143 百万円

新次元の消費者行政・教育の深化 【5億円】
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ー ５G実装モデルの構築・未来への投資促進 ー
徳島が先導！「Society5.0」の実装 【9億円】

徳島発！「働き方改革」の実践 【2億円】

「経済好循環とくしま」づくりの推進 【693億円】

攻めのインバウンド・観光誘客の促進 【23億円】

革新創造とくしまの実装（７８８億円）

■５Ｇが拓く「とくしまの新未来」の創造
ローカル５Gプロジェクト 291 百万円
５Gスマートファクトリー推進事業 10 百万円
５G技術対応エンジニア育成事業 5 百万円
５G遠隔診療・遠隔診断事業 24 百万円
「５G遠隔診療・遠隔診断」看護教育活用事業 4 百万円
５G地域実感！体感機会創出事業 6 百万円

■生産性革命！インダストリー4.0の実現
○ 情報通信関連事業立地促進費補助金 150 百万円

うち Society5.0関連技術研究開発事業の創設
○ 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 百万円

スマート農業経営モデル確立事業 20 百万円
漁海況予測システム構築事業 3 百万円
資源・漁獲情報ネットワーク構築事業 11 百万円
「猪・鹿・猿 調査分析・集中捕獲」事業（再掲） 35 百万円
うち 鳥獣スマート調査事業 10 百万円
AI要約すだちくんSNS発信事業 4 百万円
企業局駐車場リフレッシュ事業 135 百万円

■未来につながる新産業の創造
徳島県イノベーション創出推進事業 8 百万円

■企業の持続的発展の支援
○ 中小企業振興資金貸付金のうち

○事業引継ぎ支援資金保証料率の引下げ
○短期事業資金融資限度額の拡大
○小口資金保証料率の引下げ ［融資枠150億円］

［融資枠 15億円］

［融資枠217億円］

■「とくしまブランド」成長戦略の加速
○ 農山漁村未来創造事業 300 百万円

とくしまの酪農・乳業生産基盤強化事業 947 百万円
○ 園芸産地総合リノベーション事業 13 百万円

■国際競争力強化！海外輸出戦略の新展開
「とくしま農林水産物等海外輸出戦略」推進事業 151 百万円
うち 世界へ羽ばたけ！機内食需要獲得事業 4 百万円
うち 巨大市場を開拓！デジタル貿易事業 3 百万円
とくしまエシカル農産物GAP等ステップアップ支援事業 10 百万円
「とくしま三ツ星ビーフ」販路拡大強化事業 10 百万円

■徳島型「働き方改革」の推進
「未知への挑戦」実装費 70 百万円
新３K・建設産業「働き方改革」推進事業 10 百万円
会計年度任用職員制度の導入 ［制度導入］

世界に誇る「とくしまブランド」の強力展開 【61億円】

■世界を魅了！観光コンテンツ・サービスの充実
○ 企業立地促進事業費補助金（再掲） 1,301 百万円

うち 宿泊施設投資促進事業の創設
宿泊施設民間融資活用資金利子補給補助金 10 百万円

○ 宿泊施設リノベーション支援事業 60 百万円
とくしま観光人づくり事業 5 百万円
新たな「海上交通」実証運航事業 16 百万円
"つながる首都圏阿波おどり”情報発信事業 6 百万円

○ 首都圏から世界へ！とくしま魅力拡散事業 3 百万円
徳島やりまっせ！in　関西事業 13 百万円
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ー 人口減少対策の強力展開・魅力発信 ー

｢あわ文化・スポーツレガシー｣の創造と継承 【36億円】

持続可能な地域へ！「地方創生」の新展開 【55億円】 希望がかなう子育て環境づくりの推進 【39億円】

魅力感動とくしまの実装（１６６億円）

■地域課題解決！徳島モデルの実装
Society5.0実装化エリア創出事業 42 百万円
みんなが主役！「徳島版SDGs」全県展開事業 6 百万円

○ 次世代地域公共交通ビジョン実装事業 317 百万円

■未来を担う「人」の新たな流れづくり
地域イノベーション集積拠点創出事業 11 百万円

○ サテライトオフィス誘致促進事業 15 百万円
広がれ！「とくしま暮らし」推進プロジェクト 65 百万円
関西発！「Road to 徳島」事業 2 百万円

○ 徳島わくわく移住支援事業 27 百万円
○ 新たな地域づくりの担い手！

「徳島ファン」創出加速化事業 8 百万円
○ わくWORK徳島！新しいふるさと発見事業 5 百万円

■「あわ文化」の創造と継承
○ あわ文化魅力向上事業 91 百万円

うち とくしま藍文化創造発信事業 10 百万円
うち 地域連携音楽活性化事業 18 百万円

○ あわ文化創造事業 50 百万円
文化の森総合公園開園30周年記念事業 113 百万円
うち アートによる文化プログラム促進事業 34 百万円

■「スポーツレガシ－」の創造と継承
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 百万円
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 百万円
とくしまスポーツレガシー実装事業 51 百万円

○ 競技力ジャンプアップ・プロジェクト 271 百万円
うち 競技力抜本的強化枠[３か年枠 総額３億円] 90 百万円

○ 県立学校スポーツ施設レガシー創出事業 273 百万円
令和４年度全国高等学校総合体育大会推進事業 17 百万円

○ NEO徳島トップスポーツ校強化事業（一部再掲） 20 百万円

■結婚・出産・育児のトータルサポートの展開
徳島県次世代はぐくみ未来創造基金積立金 300 百万円
就業促進！保育人材確保強化事業 11 百万円
とくしま保育対策総合支援補助金事業（再掲） 87 百万円
多様な子育て支援推進交付金事業 493 百万円
とくしま子育てはぐくみ応援推進交付金事業 32 百万円
企業が応援！「チーム育児」推進プロジェクト 1 百万円
被虐待児等すこやか育成事業 57 百万円
AYA世代妊孕性サポート事業 3 百万円

■人材育成を支える教育環境の充実
徳島版！私立高等学校等就学支援事業 12 百万円
学校における常勤教職員(臨時的任用)の処遇改善 ［制度改正］
ひろがる読書推進事業 5 百万円

■人材確保！リカレント教育の深化
県立夜間中学開校準備事業 207 百万円
アグリビジネスアカデミー運営費 11 百万円
とくしま農林水産未来人材スクール魅力発信事業 2 百万円

■温室効果ガス排出実質ゼロへ！「脱炭素化」の加速
「地方発！水素社会」普及促進事業 111 百万円
「環境と経済の好循環」による気候変動対策推進事業 3 百万円
エシカル消費で脱炭素へ！県民運動推進事業 8 百万円

■循環とくしま・持続社会の実装
プラスチックごみ資源循環推進事業 4 百万円
食品ロス削減とくしまモデル推進事業 3 百万円

■既存ストック・リタイアインフラから「新価値創造」
とくしま旧道敷利活用モデル事業 3 百万円
「徳島 木のおもちゃ美術館（仮称）」整備推進事業 50 百万円

徳島版SDGｓ・持続社会の実装 【19億円】

新次元の地方創生を支える人材育成 【17億円】
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■気候変動のスピードに対応する水害・土砂災害対策
■社会資本の戦略的維持管理

■切迫する巨大地震に備え実効性のある地震・津波対策
○命の道の整備や橋梁耐震化等の防災･減災対策

○河川、海岸、港湾、漁港の地震･津波･高潮対策

○防災拠点や避難場所となる公園等の整備

○農地、ため池、林地等の防災･減災対策

○緊急輸送道路を補完する県道･農林道等の整備(一部再掲)

○通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策
○孤立化を防ぐ生命線道路の整備や落石対策(一部再掲)

○計画的な河道掘削や堤防強化等による水害対策

○ハード･ソフト一体となった総合的な土砂災害対策

■誰もが安心して生活できる社会基盤整備

○将来を見据えたインフラ老朽化対策
○浚渫や小規模な施設修繕の実施
○｢事前防災の視点｣で日常の維持管理を推進

魅力あふれる地方の創生

■もうかる農林水産業の実現を支える基盤整備の推進

７,３５８百万円

２,２４４百万円

９６０百万円

２,７３２百万円

３,３９３百万円

８１５百万円
３,７８３百万円

■地域を支える「建設産業」の健全な発展
○ i-Constructionの推進による建設現場の生産性向上
○債務負担行為の活用による施工時期の平準化
○建設産業の｢魅力･やりがいの発信｣と｢担い手の確保・育成｣
○県内企業への優先発注の推進

■地球にやさしいまちづくりの実現
○県営住宅や民間既存住宅の省エネ性能向上
○LED照明灯による省エネルギー化の推進
○農山村地域での自然エネルギー活用の推進

３,４３２百万円

１,６４８百万円

７８０百万円

６３百万円

３９３百万円

５,１０２百万円

２,７０７百万円

■地域の活力や魅力の向上

■交通体系の更なる進化

平成２8年度 公共事業予算の姿

○四国横断自動車道等ICへのアクセス整備
○DMV導入に向けた施設等整備

○ストック効果を最大化する既存施設の機能強化
○｢徳島県自転車活用推進計画｣の展開

令和２年度当初予算における公共事業の姿
～安全・安心な社会の上に成り立つ地方創生に向けて～

３,０１１百万円

• 国直轄負担金 １０４.６億円 （15か月予算比 ９８.１％）
• 一般公共･県単公共 ６１１.６億円 （15か月予算比１０２.３％）
• 災害復旧 １３５.６億円 （15か月予算比１０７.６％）

２２百万円

令和元年度補正予算を含む「14か月・県土強靱化加速予算」で切れ目のない公共事業予算

前年度｢15か月予算｣892億円から３７億円増・104.1%となる 総額９２９億円を確保！

「県土強靱化」の加速

公共事業 県単維持

７７.０億円（過去最大）
（前年度比１５億円増・１２５.０％）

５,０２２百万円

○高収益作物の増産に向けた生産基盤の整備

○県産材の増産に向けた複合路網の整備

○林業の成長産業化に向けた適切な森林整備

○水産資源の増殖を図る藻場造成

○地域のきめ細やかなニーズに応じた生産基盤の整備

○スマート農林水産業に対応した基盤整備の推進

合計 ８５１.８億円 （15か月予算比１０２.６％）

○令和元年度補正： １６８．２億円 ｢安心と成長の未来を拓く総合経済対策｣に係る補正予算を積極的に獲得！
○令和２年度当初： ６８３．６億円 ｢防災･減災､国土強靱化のための3か年緊急対策｣の着実な実施！

事前復興の視点

持続可能な経済成長

安全･安心な地域づくりに向け
即効性の高い防災対策を展開

緊急浚渫推進事業の創設・緊急自然災害防止対策事業の拡充
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