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◆ゼロ予算事業

1 毎月１点検運動

　県下の防災体制の更なる向上を図るため、年間を通じ、
「家具固定」「火災予防」「津波避難」などの「毎月１点検
運動」を県庁各部局及び外部組織との連携と協力のもと実施
する。

危機管理政策課

2
事業所連携消防団加入促進事
業

　事業所等に対し消防団への理解や加入を促進するため、県
職員が事業所等に出向き講習会等を開催する。

消防保安課

3
「みんなで水質汚濁を考える
教室」開催事業

　生活排水による水質汚濁を低減するため、小中学校等を対
象に、家庭からの汚濁負荷を減らすことを心がけてもらえる
講義や実習を行う。

環境管理課

4
とくしまの「あおぞら発見」
学習事業

　大気環境保全への意識と関心を高めるため、大気環境測定
者による大気環境測定の場を活用して、小学校・地域住民等
を対象に環境学習を実施する。

環境管理課

5
徳島県獣医師職員確保強化事
業のうち、オンライン説明会
開催事業

　食品衛生や動物由来感染症対策、生活衛生向上など幅広い
分野で重要な役割を担う「公務員獣医師」の確保につなげる
ため、学生からの希望に応じて、県獣医師職員によるオンラ
イン説明会を実施する。

安全衛生課

6
動物愛護ボランティア育成・
協働事業

　地域に根ざした動物愛護及び適正管理の推進のため、地域
で活動するボランティアの人材確保と育成を図り、行政と民
間とが一体となって啓発活動を実施する。

動物愛護管理
センター

7
知ってもらおう！「徳島・ふ
るさと納税の今！」発信事業

　ふるさと徳島の魅力をアピールし、「ふるさと納税」の促
進を図るため、寄附申込みいただいた方に、メール等で徳島
県やふるさと納税の情報発信を行う。

総合政策課

8
科学技術による地域課題解決
プラットフォーム事業

　先進的科学技術による課題解決を図るため、県内外の企業
が交流する場やネットワークを活用し、優れた科学技術を有
する企業との連携を推進する。

総合政策課

9
首都圏「徳島ファン」拡大事
業

　首都圏における徳島ファンの拡大を図るため、東京本部の
日頃の活動を通じて交流のある企業・団体・官公庁などの関
係者に対して、あらゆる場面で職員自身が「徳島の営業マ
ン」として、徳島の情報を積極的に案内する。

東京本部

10
県立総合大学校展開事業（県
民企画講座）

　「まなびーあ徳島」で学んだ県民が、その能力を発揮でき
る機会を提供するため、県民自ら講師となり、自ら開催する
自主講座について、県有施設の無償提供などの支援を行う。

県立総合大学校
本部

11
県庁ふれあいセンター・県民
ホールを活用した市町村情報
発信事業

　県庁に来庁する県民等に対し、市町村情報を発信するた
め、県庁ふれあいセンターや県民ホールを活用し、市町村の
希望に応じて、パネル展示等を行うとともに、市町村情報
コーナーの管理・運営を行う。

市町村課
とくしま回帰

推進課

12
「とくしま創生☆若者『絆』
プロジェクト」出前講座

　「若者世代」への地方創生の「理解と実践」を図るため、
中高生や大学生を対象に「地方創生」と「RESAS（地域経済分
析システム）」の出前講座を実施する。

とくしま回帰
推進課

13
とくしま移住促進・フォロー
アップ事業

　移住者の定着や地域での活動を支援するため、空き家を活
用した地域活性化事業や都市と地方の交流事業など、「移住
者の新たな地域貢献事例」を県ＨＰやＳＮＳで発信する。

とくしま回帰
推進課

14
「ＩＣＴ（愛して）まなびプ
ロジェクト」事業

　将来のデジタル人材を育成するため、ＩＣＴ企業などとタ
イアップし、子どもでも楽しめる体験型のデジタル機器に触
れるなど学びの機会を創出する。

Society5.0推進課

15
「県政だよりＯＵＲとくし
ま」広報拡大推進事業

　若者をはじめ様々な世代により効果的に広報を行うため、
「県政だよりＯＵＲとくしま」を県内の各種協定を締結して
いる大学や道の駅等に配布する。

秘書課

16
広報媒体による被災地復興支
援事業

　災害の記憶の風化を防止し、中長期的な助け合いや支援の
一助とするため、被災地となった自治体と連携し、被災地の
復興に向けた取組みや復興の様子などを広報紙等に掲載する
ことにより県民に情報発信を行う。

秘書課

番号 事　業　名 事　業　内　容 担当課名
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◆ゼロ予算事業

番号 事　業　名 事　業　内　容 担当課名

17
テレワーク推進事業のうち
「在宅勤務推進事業」

　ＩＣＴを活用し仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）や災害時における業務継続を図るため、全職員を対象
に、自宅から庁内システムにつなぎ業務に従事する「在宅勤
務」を行う。

人事課
〈行政改革室〉

18
新ＣＭＳクラウド・サービス
展開事業

　地元ＩＣＴ事業者の振興及び新たな県収入の確保を実現す
るため、県で開発したホームページシステム（新ＣＭＳ）の
全国自治体等に対するセールスを進める。

スマート県庁
推進課

19 ゆめバンクとくしま運営事業
　ＮＰＯの自立と発展を図るため、ゆめバンクとくしまを運
営することで県民や企業からの「お金」や「もの」、「人」
などの支援を必要とするＮＰＯ団体等につなぐ。

未来創生政策課

20
ボランティア情報メール配信
事業

　ボランティア活動への参加を希望する方に対し、今後の募
集情報を適宜お知らせするため、とくしま県民活動プラザに
登録していただき、社会貢献活動団体が行うボランティア活
動等への参加募集についてメール配信を行う。

未来創生政策課

21 人権行政ネットワーク事業
　県、市町村、隣保館が相互に連携・協力して、様々な人権
課題を解決するため、「徳島県人権行政ネットワーク連絡会
議」を開催し、地域の実情に応じた取組みを推進する。

男女参画・人権課

22
「百年の夢寄贈文庫」の募集
事業

　蔵書の充実を図るとともに、未来の読者のため、「百年の
夢寄贈文庫」として個人や企業から寄付額相当の本を寄贈い
ただく。

文化の森振興
センター

23
若者と連携した自殺予防啓発
事業

　自殺予防の啓発を図るため、県内の学生等と連携し、大学
祭における啓発活動、相談窓口の周知及び啓発グッズのデザ
イン検討・作成などを行う。

保健福祉政策課

24
ＳＮＳを活用した自殺対策

相談事業

　主に大学生から39歳までの若年層の自殺を予防するため、
ＳＮＳを活用し、相談者からの悩みを共有し、相談内容に応
じて情報提供を行ったり、電話相談や対面相談につなげる。

保健福祉政策課

25
医療機関マイナンバーカー

ド活用推進事業

　マイナンバーカードを活用した「オンライン資格確認」の
早期導入を図るため、医療機関に対して導入に係る補助制度
やメリットを周知する。

医療政策課

26
健康寿命アップ！とくしま健
康づくりチャレンジャー登録
事業

　「健康づくり」の活動に積極的に取り組む県民を増やすた
め、広く県民から「とくしま健康づくりチャレンジャー」を
募集し、「健康チャレンジカード」の活用等により健康行動
を行うきっかけを作るとともに、家族や地域での活動にもつ
なげる。

健康づくり課

27
ＷＩＴＨコロナ　アフター

コロナ　薬事遠隔審査・監視
推進事業

　新型コロナウイルスの感染拡大を予防しながら医薬品等製
造販売業者や製造業者に対する許可や監視等の立入調査を実
施するため、通信機器を活用した遠隔調査を導入する。

薬務課

28
とくしま障がい者“働きた
い！”応援事業

　障がい者の「働きたい」思いを応援するため、県、市町村
等が率先して障がい者就労支援施設の製品等を発注するとと
もに、販売実習の場として公共施設等で実施する機会を提供
する。

障がい福祉課

29
ニューノーマル・ビジネス

創造応援事業

　民間による斬新なビジネスモデルの実装を加速させるた
め、令和２年度に実施した「スマートライフ先取り！事業者
応援事業」で採択した事業をアーカイブ化し、そのノウハウ
を県内事業者に横展開する。

商工政策課

30 企業立地候補物件等確保事業

　製造業、情報通信関連産業等の誘致を促進するため、各関
係機関との連携体制を充実することにより、企業が立地可能
な遊休地・遊休施設の効果的な情報収集及びＰＲを行うな
ど、企業誘致の受入体制を充実する。

企業支援課

31
「ＬＥＤ王国・徳島」魅力発
信事業

　「ＬＥＤ王国・徳島」の認知度向上と「ＬＥＤと言えば徳
島！」のブランド化を図るため、ＬＥＤ活用事例や「光の八
十八ヶ所めぐり」認定地を「ＬＥＤ王国・徳島」の専用ホー
ムページやＳＮＳ等で発信する。

新未来産業課

32
日本弁理士会との知的財産活
用事業

　知的財産の活用による地域の活性化を図るため、日本弁理
士会と本県の間で締結した「協定」を活用し、企業向け研修
や企業相談等の際に、日本弁理士会から専門弁理士の紹介、
運営支援等を受ける。

新未来産業課
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◆ゼロ予算事業

番号 事　業　名 事　業　内　容 担当課名

33
「とくしま知的財産権活用促
進ネットワーク」強化事業

　県内企業等の抱える課題解決を図るため、「とくしま知的
財産権活用促進ネットワーク」参画機関の連携を密にし、県
内企業等からの相談や、解決のための支援を行う。

新未来産業課

34
「とくしま高機能素材活用コ
ンソーシアム」連携強化事業

　様々な分野への応用が期待されている高機能素材（ＣＦＲ
Ｐ、ＣＮＦ等）の企業における活用を図るため、「とくしま
高機能素材活用コンソーシアム」を活用し、先進的な事業や
各種助成事業等の情報提供を行う。

新未来産業課

35
とくしま障がい者雇用ＮＡＶ
Ｉ情報発信事業

　県民に対し、障がい者雇用について理解を深めてもらうた
め、県の取組みを紹介するとともに研修やイベント等の情報
について発信する。

労働雇用戦略課

36
観光「とくしまＬＯＶＥ」創
造事業

　県民参加型の観光誘客を促進するため、徳島の観光情報を
率先してＳＮＳやＨＰ、ブログで発信するサポーターとし
て、徳島の観光振興に寄与する「とくしまＬＯＶＥ企業」
や、徳島を愛する「とくしまＬＯＶＥ県民・県職員」の募
集・認証を行い、イベント情報を定期的に提供する。

観光政策課

37 高校生との商品開発展開事業
　「顧客が買いたい県産品」の販路拡大を図るため、県内高
等学校等とのコラボレーションによる新たな視点を取り入れ
た商品開発、販売を支援する。

観光政策課

38 県産品「地産知消」推進事業

　「県民に愛される県産品」の消費拡大を図るため、物産関
係団体等と連携し、県産品への理解や興味、「地産知消
（知って消費する）」を推進する体験型の出前講座を実施す
る。

観光政策課

39
とくしま「阿波ふうど」ＳＮ
Ｓ魅力発信事業

　徳島の食「阿波ふうど」の魅力や価値を全国に発信するた
め、県公式「阿波ふうど」Ｆａｃｅｂｏｏｋ・Ｔｗｉｔｔｅ
ｒを活用して情報発信を行う。

もうかるブランド
推進課

40
徳島「阿波地美栄」インスタ
グラム公式アカウントでの情
報発信業務

　阿波地美栄の認知度向上と消費拡大につなげるため、イン
スタグラムを活用して阿波地美栄をＰＲする。

鳥獣対策・ふるさ
と創造課

41
使おう県産材！「徳島すぎ

の家」普及拡大事業
　建築物へのさらなる県産材の消費拡大を図るため、木造建
築物の顕彰制度の創設や相談会等を行う。

スマート林業課
〈プロジェクト

推進室〉

42
とくしま森林づくり県民会議
のＳＮＳでの情報発信業務

　徳島県の豊かな森林を次世代に引き継ぐため、植栽や下刈
など森づくりイベントの様子や、神山森林公園イルローザの
森、高丸山千年の森など森林・林業に関する情報を発信す
る。

スマート林業課

43 漁業就業マッチング強化事業
　新規漁業就業者の確保を図るため、東京、徳島に開設した
「とくしま漁業就業マッチングセンター」において、円滑な
マッチング体制を整備する。

水産振興課

44 つくり・育てる漁業推進事業

　本県漁業の活性化を図るため、県有種苗生産施設で生産し
た種苗について、漁協等による放流効果を高めるための「放
流適地の選定」や「中間育成」などの取組や、陸上養殖に向
けたモデル事業に対して、指導・助言を行う。

水産振興課

45 スマート農業体験実習事業
　スマート技術のスキルを身につけた人材を育成するため、
自動無人運転トラクターの実演等のスマート機械に関する実
習を行う。

経営推進課

46
とくしま農林水産未来人材ス
クールＳＮＳ魅力発信事業

　　新規就農者を確保するため、「農の宝島!!とくしま」の
Ｆａｃｅｂｏｏｋ上で、定期的に旬の農業情報をＰＲし、徳
島での就農の魅力を伝える。

経営推進課

47
農業土木職員採用説明会開催
事業

　農業生産の基盤となる土地改良施設の整備等を担う人材を
確保するため、大学等で実施される説明会に職員を派遣し、
採用試験の概要や職員の具体的な業務内容、徳島県の目指す
農業の将来像を説明するとともに、問合せ等に対応する。

農山漁村振興課

48
農地・農業用施設に対する防
災出前講座推進事業

  大規模災害発生時の農地・農業用施設に対する災害への備
えについて、必要な情報を提供するため、専門的知識を有し
た職員による防災出前講座を実施する。

生産基盤課
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◆ゼロ予算事業

番号 事　業　名 事　業　内　容 担当課名

49
土地取引届出制度普及啓発事
業

　県土利用における土地取引の適正な届出を促すため、ホー
ムページにより、制度等の周知を図るとともに、届出事務に
関わりの深い行政書士、宅建業者等に対する説明会を実施
し、普及・啓発を行う。

用地対策課

50
未来の土地のあり方に関する
普及啓発事業

　かけがえのない県土の大切さや今後の土地活用・管理につ
いて県民に考えてもらうため、パネル展や出前講座を実施
し、徳島県の土地利用を取り巻く状況や課題等について、普
及・啓発を行う。

用地対策課

51
道の駅等を拠点とした自動

運転サービス導入促進事業

　高齢者や児童など、交通弱者の生活の足の確保等に課題を
有する市町村に対して、道の駅等を拠点とした自動運転によ
る新たな交通サービスの導入を促進するため、公共交通関係
者との協議会等を通じ、情報発信を行う。

高規格道路課

52
神戸淡路鳴門自動車道活用イ
ベント事業

　本四高速の利用促進や地域間交流を推進するとともに、全
国から訪れる参加者に徳島県及び兵庫県の魅力を発信するた
め、関係自治体と本四高速株式会社が共同し、大鳴門橋や明
石海峡大橋の管理通路の歩行を行うツアーを実施する。

高規格道路課

53 高速道路等整備促進事業
　高速道路の整備推進や利用促進を図るため、徳島自動車道
をはじめとするサービスエリア等において広報活動を行う。

高規格道路課

54 「命の道」啓発広報事業

　南海トラフ巨大地震発生時に「命の道」となる四国横断自
動車道や阿南安芸自動車道の必要性について、理解を深めて
もらうため、「防災」や「高規格道路の整備状況」に関する
パネル展を開催する。

高規格道路課

55
空き家判定士フォローアップ
推進事業

　空き家判定活動時に周辺住民の住宅相談も受けることので
きる人材を育成するため、空き家以外の住宅・不動産に関す
る知識を習得する機会を設ける。

住宅課

56 天井耐震対策推進事業
　市町村施設の特定天井（大規模空間を有する既存施設の天
井）の耐震化を促進するため、県が先導的に取り組み、各種
情報を提供する。

営繕課

57
市町村建築物（新築・改築工
事）発注者支援事業

　市町村における円滑な工事発注のため、公共建築物の新
築・改築工事の発注に係る支援を行う。

営繕課

58 水防体制周知事業

　水防活動の更なる周知を図るため、水災害の防止や軽減、
水防体制の整備等に功績を上げた者を表彰するとともに、市
町村に対し、県管理河川での洪水の事前防災行動計画につい
て作成支援を行う。

河川整備課

59
ＰＦＩ市町村設置型浄化槽整
備着手準備支援事業

　市町村設置型浄化槽整備の新規導入を支援するため、関係
団体と連携して、市町村が事業着手を判断するための予算等
の予測シミュレーション、各地域の関係団体等に対する説明
会、意見交換会や地域の実情に応じた特別目的会社の設立支
援等を実施する。

水・環境課

60
旧吉野川浄化センター栄養塩
管理運転実証事業

　クロノリの養殖時期における周辺海域の窒素濃度低下を防
ぐため、旧吉野川浄化センターにおいて栄養塩管理運転の実
証実験を行い、その有効性や導入の可能性を検討する。

水・環境課

61
人工海浜環境保全モニタリン
グ事業

　沖洲人工海浜の良好な環境を維持していくため、海浜利用
者との協働によりモニタリング調査や啓発イベントなどを実
施する。

運輸政策課

62
空港緑地さくら並木整備事

業

　持続可能な緑地維持体制構築のため、空港緩衝緑地におい
て、周辺住民および県内桜愛護団体との協働により、桜並木
の整備および維持管理を実施する。

運輸政策課

63
「見て！知って！徳島県庁」
事業

　「開かれた県庁」として、多くの県民に県政に対する一層
の理解と親しみを深めていただくため、県庁舎見学と県の取
組みを紹介するミニ講座等を組み合わせた見学コースを設け
る。

監察評価課
<県庁ふれあい室>

64
「すだちくんテラス」企画展
示解説ガイド

　県庁ふれあいセンター「すだちくんテラス」を活用した企
画展示の効果的な情報発信のため、県庁舎見学の機会をとら
え、関係部局と連携し展示物の解説を行う。

監察評価課
<県庁ふれあい室>
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◆ゼロ予算事業

番号 事　業　名 事　業　内　容 担当課名

65
「みんなで使って」防災啓発
グッズ貸出事業

　より住民に身近なイベント等での活用を図るため、地域住
民等に対し、防災啓発パネルや防災紙芝居等の貸出しを行
い、地域における防災意識の向上を促す。

南部総合県民局

66
ちょっと涼んで！！おもてな
し事業

　「親しみのもてる庁舎」を目指すため、県民等から提供し
ていただいた短冊と風鈴等を七夕飾りにして、美波・阿南各
庁舎のロビーに飾り、来庁者をちょっとした「涼」でおもて
なしする。

南部総合県民局

67
切れ目のない子育て支援バッ
クアップ事業

　切れ目のない子育てを支援するため、思春期、妊娠、子育
てに関する教材や普及啓発資材を、各種団体や学校等、関係
機関に貸し出すことにより、地域全体で子供を支える意識の
醸成を図る。

南部総合県民局

68
「ちょっとお得な”ミニミニ
講座”」健康支援事業

　県民の健康づくりを支援するため、健康まつりや文化祭
等、他機関が主催するイベント等に職員が講師となり、メン
タルヘルス、ＣＯＰＤ、感染症予防、野菜摂取量アップ等に
ついてのミニ講座を行う。

南部総合県民局

69
動物愛護のこと知ってもらう
事業

　動物愛護に関する県民の意識向上を図るため、動物愛護に
関するパネル展を開催するとともに、市町、学校、団体、動
物病院等の関係機関に貸し出し、啓発を行う。

南部総合県民局

70 南阿波ＤＶ対策推進事業

　南部圏域でのＤＶ被害の発生防止と早期発見・早期対応に
つなげるため、管内中学校への啓発リーフレット配布や高校
文化祭・人権フェステイバル等でのパネル展開催による広報
啓発を実施する。

南部総合県民局

71
「まなぼう災害医療等」臨地
実習事業

　南部圏域における防災対策に資する人材育成につなげるた
め、将来、保健・医療を担う県内の専門教育機関の学生を対
象に、災害医療等への理解を深める講座を実施する。

南部総合県民局

72
あなたへ届ける！県南の魅

力発信「みぎアゲＴＶ」

　「四国の右下」の魅力を県内外に住む一人一人に届けるた
め、南部総合県民局の職員が地域へ飛び出し、徳島県南部で
遊ぶ・暮らす楽しさを伝える動画を、地域の方と協力して発
信する。

南部総合県民局

73
にし阿波・エシカル消費普及
促進事業

　環境に配慮した製品・サービスの購入や、地域の活性化に
配慮した地産地消の促進など、持続可能なライフスタイルへ
の転換を図るエシカル消費の普及促進のため、啓発講座やパ
ネル展等を実施する。

西部総合県民局

74
にし阿波「命と暮らしを守
る」防災出前講座事業

　住民の防災意識の向上及び自主防災組織の活性化を図るた
め、防災出前講座を実施する。

西部総合県民局

75
人と動物（ペット）が共に暮
らせる地域づくり事業

　人と動物（ペット）が共に暮らせる環境づくりを推進する
ため、関係機関との連携を図り、西部圏域における動物の適
正な飼養管理の普及啓発や動物由来感染症対策、災害時にお
けるペット対策を推進する。

西部総合県民局

76 にし阿波木育等推進事業
　にし阿波地域の木材利用を進めるため、小中高への出前授
業や県民への各種イベントにおいて木材・木製品利用の意義
を知ってもらう機会を増やしていく。

西部総合県民局

77
スマート治山施設維持管理事
業

　治山施設の維持管理を行うため、ドローン等を使い職員自
らが日頃からきめ細かく施設点検を行うとともに、山地防災
キャンペーン期間中に、地域住民や市町職員、山地防災ヘル
パーと、地域に密着した山地防災パトロールを実施する。

西部総合県民局

78 世界農業遺産応援し隊事業
　世界農業遺産に認定されたにし阿波の保全と活性化を図る
ため、「とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊」を活用
し、地域住民との協働活動を推進する。

西部総合県民局

79 にし阿波の野菜産地育成事業

　にし阿波において、秋から春の期間を核とした野菜の産地
化を図るため、本県のブランド品目であるブロッコリーを始
めとする多様な野菜品目の推進、生産安定及び作付の拡大に
向けての支援を行う。

西部総合県民局
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◆ゼロ予算事業

番号 事　業　名 事　業　内　容 担当課名

80 にし阿波・河川環境出前事業

　「にし阿波」の環境保全への取組みの啓発と次世代を担う
子供たちの環境への関心、保全意識の向上を図るため、小・
中学校が実施する環境学習会へ職員が出向き環境学習を支援
する。

西部総合県民局

81 労働委員会出前講座開催事業

　高校生、大学生等を対象に、将来の就労等に備え、労働法
の基礎知識を身につけていただき、労使トラブルを未然に防
いでいただくため、労働委員会委員による講座を開催する。
　また、使用者（経営者）側への周知啓発を図るため、使用
者団体等を対象とした講座を開催する。

労働委員会事務局

82
「個別労働紛争処理制度」周
知事業

　労働委員会の「個別労働紛争処理制度」の周知を図るた
め、全国一斉の「個別労働紛争処理制度周知月間」に併せ
て、労働委員会制度や活動内容を紹介するパネル展や広報活
動等を実施する。

労働委員会事務局

83
県議会議員と高校生の意見交
換事業

　高校生に選挙権年齢の引下げに関する啓発を行うととも
に、県議会や議員活動等に対する関心を高めてもらうため、
県議会議員と高校生との意見交換会を実施する。

議会事務局

84
幼・小・中連携推進「学びの
かけ橋」プロジェクト事業

　幼児児童生徒の実態や指導方法等の違いを体験的に理解す
るため、幼・小・中の教職員が継続的な研修や交流を行うな
ど相互連携に努めるとともに、円滑な接続について実践的な
研究を行う。

学校教育課

85 地域国際人材活用応援事業

　各市町村教委が地域の国際人材を活用して行う、小・中・
高校生を対象とする英語コミュニケーション能力の育成や国
際的視野を涵養する取組みを支援するため、実施状況のデー
タベース化、事業実施の指導・助言を行う。

グローバル・文化
教育課

86
「とくしま こころのサポー

ト」事業

　児童生徒の心の安心を守り、学校生活や家庭生活での人権
学習をサポートするとともに、人権尊重の精神の涵養を図る
ため、動画の配信やコンテンツの作成を行う。

人権教育課

87
生活習慣改善プロジェクト推
進事業

　子供たちの生活習慣の改善や肥満予防を図るため、全ての
小中高校で「生活習慣改善プロジェクト」の取組みを実施す
る。

体育学校安全課

88
スマート回廊カードラリー事
業（ダム・発電所見学会）

　地球環境にやさしい自然エネルギー活用の拡大を図るとと
もに、自然エネルギー活用に関する企業局の取組み等を周知
するため、企業局施設において、見学会や学習セミナーを開
催する。

企業局
経営企画戦略課
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◆県民協働・スポンサー事業 （単位：千円）

1
地域を守る「消防団」活
性化推進事業

　消防団の充実強化を図り地域防災力の強化に繋
げるため、学生や女性、消防団ＯＢ等多様な人材
の活用や事業所への積極的な働きかけによる消防
団員の確保とともに、消防団活動の活性化への取
組みを推進する。

5,500 消防保安課

2 侵略的外来生物対策事業

　侵略的な特定外来生物への対策を地域に社会実
装するため、徳島県版「アルゼンチンアリの防除
対策マニュアル」に基づき、地域住民等が自ら水
際対策を実践する体制のモデルを構築する。

2,360 環境首都課

3
新世代に向けた鳴門公

園プランニング事業

　四国のゲートウェイである「鳴門公園」の魅力
アップを図るため、地元協議会や周辺事業者等と
協働してアフターコロナ時代を見据えた新たな利
活用計画を策定する。

1,000 環境首都課

4
「気候危機」を迎え撃

つ！県民運動推進事業

　県民総活躍による「脱炭素社会」を実現するた
め、「気候変動×防災」という新たな視点及びＩ
ＣＴの活用により、「徳島県地球環境を守る日」
をはじめ、多様な主体との連携により県民運動へ
とつなげる事業を実施する。

7,200 環境首都課

5
環境首都とくしま創造セ
ンター運営事業

　「環境首都とくしま」の実現を目指すため、環
境活動の拠点である「環境首都とくしま創造セン
ター」の運営を行い、環境学習・教育や地球温暖
化対策などの取組みを支援する。

7,891 環境首都課

6
廃棄物適正処理総合強化
推進事業

　廃棄物の不法投棄等を撲滅するため、県民ボラ
ンティアや不法投棄通報等協定を締結した企業・
団体との協働による啓発・監視活動等を実施す
る。

2,338 環境指導課

7

消費生活センター「戦略
拠点機能」強化事業のう
ちとくしま「消費者教育
人材バンク」による出前
講座の展開

　学校や地域、職場などそれぞれの特性に応じた
消費教育を推進するため、より高度な知識・技術
を有する専門家を発掘し、ニーズに応じた消費者
教育を提供することにより、県民総ぐるみでの消
費者力の向上を図るとともに、架空請求被害防止
に向けた啓発を実施する。

1,600 消費者政策課

8

「挙県一致」交通安全推
進プロジェクトのうち｢
挙県一致交通安全県民大
会｣の開催

　交通事故のない安全安心な徳島づくりの機運を
醸成するため、県民の皆様とともに交通安全意識
の高揚を図る。

824 消費者政策課

9
次世代に繋ぐアニマル

パートナーシップ事業

　犬・猫の殺処分ゼロを実現するため、県の施策
に協力的な動物愛護ボランティア等をアニマル
ケースワーカーとして任命し、地域に派遣するこ
とで、地域ぐるみでの動物愛護活動の推進と普及
を加速させる。

8,000
動物愛護管理
センター

10 オープンデータ推進事業

　官民の枠を超えた情報交流の推進及び県民の利
便性向上等を図るため、「徳島県オープンデータ
ポータルサイト」を活用し、本県公共データの民
間開放を推進するとともに、市町村との連携や県
民からのアイデア取り入れなどにより、データ利
活用環境のさらなる充実を図る。

861 統計データ課

11
関西発！「徳島ファ

ン」が拡げる「徳島ファ
ン」創出事業

　「新たな日常」の実現に向け、関西圏において
「徳島ファン」の創出・拡大を図るため、関西本
部をハイテク化によるリアル＆デジタル情報発信
拠点に再生するとともに、関西在住の既存徳島
ファンとの連携プロジェクトやイベント等を展開
する。

2,600 関西本部

12
県立総合大学校展開事業
（県民企画講座）

　「まなびーあ徳島」で学んだ県民が、その能力
を発揮できる機会を提供するため、県民自ら講師
となり、自ら開催する自主講座について、県有施
設の無償提供などの支援を行う。

－
県立総合大学校

本部
再掲

備考番号 事　業　名 事　業　内　容 予算額 担当課名
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◆県民協働・スポンサー事業 （単位：千円）

備考番号 事　業　名 事　業　内　容 予算額 担当課名

13
県立総合大学校展開事業
（とくしま学博士育成支
援事業）

　「まなびーあ徳島」での学びを通してとくしま
学博士として認定された方々のスキルアップや、
講師としての活躍を推進するため、県有施設の無
償提供や、広報などの支援を行う。

44
県立総合大学校

本部

14
産学官連携・地域人材育
成事業（ボランティアパ
スポート制度関係）

　地域の未来を創造する人材を育成するため、県
内大学等と連携して、｢ボランティアパスポート
制度｣を拡充し、県がボランティアメニューを提
供するとともに、大学はボランティア活動を単位
に認めることで、学生によるボランティア活動を
推進する。

1,030
県立総合大学校

本部

15
とくしま移住促進・フォ
ローアップ事業

　移住者の定着や地域での活動を支援するため、
空き家を活用した地域活性化事業や都市と地方の
交流事業など、「移住者の新たな地域貢献事例」
を県ＨＰやＳＮＳで発信する。

－
とくしま回帰

推進課
再掲

16
「ＩＣＴ（愛して）まな
びプロジェクト」事業

　将来のデジタル人材を育成するため、ＩＣＴ企
業などとタイアップし、子どもでも楽しめる体験
型のデジタル機器に触れるなど学びの機会を創出
する。

－ Society5.0推進課 再掲

17
とくしまＰＲ広告創出

事業

　アフターコロナ時代に訪れる国内外からの来県
者へ徳島県をＰＲするため、徳島阿波おどり空港
隣接地に大型広告を掲出し、来県者の視覚に訴え
る新たな情報発信を行う。

6,000 秘書課

18
人権侵害ネットモニタリ
ング強化事業

　インターネット上の差別書き込みの抑制・削減
や人権意識の高揚を図るため、大学生等を中心に
とくしま人権ネットモニターを募集し、連携して
モニタリングを実施する。

932 男女参画・人権課

19
「百年の夢寄贈文庫」の
募集事業

　蔵書の充実を図るとともに、未来の読者のた
め、「百年の夢寄贈文庫」として個人や企業から
寄付額相当の本を寄贈いただく。

－
文化の森振興
センター

再掲

20
若者と連携した自殺予防
啓発事業

　自殺予防の啓発を図るため、県内の学生等と連
携し、大学祭における啓発活動、相談窓口の周知
及び啓発グッズのデザイン検討・作成などを行
う。

－ 保健福祉政策課 再掲

21
自治体・協定団体間パ
ワーアップ事業

　自殺対策の現場レベルにおける地域の自殺対策
の中心的な役割を担う市町村、県内関係団体、教
員及び学校関係者等と一層の連携強化を図るた
め、研修・情報共有を行う。

170 保健福祉政策課

22 自殺対策啓発推進事業

　自殺予防について広く県民に周知するため、大
型商業施設など、多様な世代・主体が集まる場所
において、民間団体・教育機関のボランティアと
ともに啓発活動を実施する。

828 保健福祉政策課

23

健康長寿・人生100年時
代への挑戦「打糖!!糖尿
病」応援推進事業のうち
「とくしま健康ポイント
プロジェクト」

　糖尿病をはじめとする生活習慣病対策を推進す
るため、「健康ポイントアプリ」を活用した県民
主体の健康づくり運動を推進するとともに、協賛
店舗・事業所から健康ポイント獲得者への賞品や
サービスの提供を受けるなど、「楽しく！」「お
得に」健康づくりを実践する環境を整備する。

6,516 健康づくり課

24

「とくしま」から拡げよ
う！「難病支援の輪」推
進事業のうち患者団体と
の連携事業

　地域で生活する難病患者やその家族等が抱えて
いる様々な悩みや不安の解消を図るため、難病患
者支援活動団体（ボランティア団体又はＮＰＯ法
人）から難病相談支援事業に係る事業提案を募集
し、共同で事業を実施することで、患者の目線に
立ったきめ細やかな支援対策を推進する。

2,018
健康づくり課
〈感染症・疾病

対策室〉

25 献血推進事業

　県民の献血意識を向上するため、大型商業施設
など、多様な世代・主体が集まる場所において、
徳島県赤十字血液センター、ボランティアと連携
し啓発活動を実施する。

3,515 薬務課

- 8 -



◆県民協働・スポンサー事業 （単位：千円）

備考番号 事　業　名 事　業　内　容 予算額 担当課名

26
「ストップ・ザ・ドラッ
グ」総合対策事業

　薬物乱用による健康被害、事件等を防止するた
め、ボランティアと連携し、県民に対し薬物乱用
の恐ろしさを訴える等、啓発活動を実施する。

3,973 薬務課

27 フレイル予防推進事業

　アクティブシニアが主役となり、地域で支え合
う「集いの場」を県民協働で創出し、県民総ぐる
みでフレイル予防推進を図るため、アクティブシ
ニアの自発的な参加による「フレイルサポー
ター」の養成を実施する。

10,000 長寿いきがい課

28
心のバリアフリー☆アン
バサダー養成事業

　社会的障壁（バリア）の除去のため、障がい者
をはじめとする多様な人々とのコミュニケーショ
ンをとる際に知っておきたい配慮に関する講習会
を実施し、受講者を「アンバサダー」として認定
するとともに、アンバサダーによる普及啓発を実
施する。

1,198 障がい福祉課

29
とくしまビジネス創造

ハブ拠点事業

　ポストコロナに対応したビジネスモデルへの転
換を加速するため、都市部からのプロ人材の来訪
を促進し、県内経営者や若手起業家とのネット
ワーク形成やビジネス共創イベントによるイノ
ベーション創出に取り組む事業者を支援する。

4,000 企業支援課

30
高校生との商品開発展開
事業

　「顧客が買いたい県産品」の販路拡大を図るた
め、県内高等学校等とのコラボレーションによる
新たな視点を取り入れた商品開発、販売を支援す
る。

－ 観光政策課 再掲

31
県産品「地産知消」推進
事業

　「県民に愛される県産品」の消費拡大を図るた
め、物産関係団体等と連携し、県産品への理解や
興味、「地産知消（知って消費する）」を推進す
る体験型の出前講座を実施する。

－ 観光政策課 再掲

32

ニューノーマル対応！
「アニメの聖地とくし
ま」にぎわい創出事業う
ち大学との協働による体
験型イベントの企画

　「マチ★アソビ」において、イベントの充実を
図るため、大学との協働による、徳島の資源等を
活用した体験型イベントを企画する。

68,000 にぎわいづくり課

33
「徳島 木のおもちゃ美
術館」整備推進事業

　木育を推進し県産材の魅力発信を進めるため、
徳島の豊かな森林や木にまつわる産業や文化を
「学び、遊び、体験」できる中核拠点として「徳
島木のおもちゃ美術館」を整備するとともに、館
内で、子どもと同じ目線で森林の役割や木のおも
ちゃの遊び方を教えたり、案内役ともなる「おも
ちゃ学芸員」を養成する。

449,000
スマート林業課
〈プロジェクト

推進室〉

34
未来へ「つなぐ！」農山
漁村（ふるさと）元気づ
くり事業

　都市との交流促進、住民手づくりの「魅力創生
ビジョン」の実践による農山漁村の活性化を図る
ため、農林水産業と農山漁村に存する地域資源を
「観光コンテンツ」として利用した取組みを推進
する。

19,370 農山漁村振興課

35
海をキレイに支隊応援事
業

　海岸環境に対する県民の関心を深めていただく
ため、水産関係団体、関係市町及び県の協働によ
り、ボランティア団体等が実施する海岸清掃活動
に対して支援を行う。

750 生産基盤課

36
「森林(もり)の番人」ス
テップアップ事業

　森林の適正な管理を推進するため、地域に根ざ
した「森林(もり)の番人」の認定と資質の向上を
図り、監視・情報収集体制を強化する。

3,568 森林整備課

37
みどりのキャンバスプロ
ジェクト事業

　第２５回全国「みどりの愛護」のつどいで高
まった緑化推進の機運を更に盛り上げるため、公
募により、都市公園内の花壇「みどりのキャンバ
ス」を一定期間、民間団体に貸し出し、官民協働
で花壇づくりを行う。

－ 都市計画課
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◆県民協働・スポンサー事業 （単位：千円）

備考番号 事　業　名 事　業　内　容 予算額 担当課名

38
Society5.0対応型耐震リ
フォーム支援事業のうち
木造住宅耐震化促進事業

　木造住宅の耐震化を促進するため、建築関係団
体、耐震改修施行者等と連携し、耐震技術者の養
成や相談所の設置、各種イベントでの耐震相談会
などを実施する。

7,100
住宅課

〈建築指導室〉

39

Society5.0対応型耐震リ
フォーム支援事業のうち
耐震シェルター設置支援
事業

　地震により住宅が倒壊した場合でも身を守る空
間を確保するため、耐震シェルター設置工事を市
町村と連携して支援するとともに、補助対象者に
啓発モニターとして協力を仰ぎ、協働で啓発活動
を実施する。

10,000
住宅課

〈建築指導室〉

40

県庁ふれあいセンター
「すだちくんテラス」パ
ワーアップ事業のうち四
季を感じる「すだちくん
テラス」事業

　県庁ふれあいセンター「すだちくんテラス」の
県政情報発信拠点としての魅力アップを図るた
め、子どもや高齢者、学生等とともに、季節感の
ある装飾を演出する。

130
監察評価課<県庁
ふれあい室>

41
みなみで総活躍！まち・
ひと・しごと次代承継事
業

　「ひと」と「しごと」の好循環による持続可能
な「まち」づくりを推進するため、南部圏域５市
町と連携し、四国の右下ファンの拡大、移住・定
住の推進、サテライトオフィスの誘致と定着支援
等、県南ならではの施策を展開する。

12,200 南部総合県民局

42
文化・スポーツ魅力創造
事業

　観光産業の再生とサスティナブルな観光地域づ
くりを推進するため、「伝統文化」や「アウトド
アスポーツ」等、「四国の右下」の魅力を地域が
一体となり発信するとともに「新たな旅行スタイ
ル」に対応した受入体制の整備等に取り組む。

29,000 南部総合県民局

43
ちょっと涼んで！！おも
てなし事業

　「親しみのもてる庁舎」を目指すため、県民等
から提供していただいた短冊と風鈴等を七夕飾り
にして、美波・阿南各庁舎のロビーに飾り、来庁
者をちょっとした「涼」でおもてなしする。

－ 南部総合県民局 再掲

44
海とつながるまちづくり
事業

　海を思いやるまちづくりを推進するため、県南
の海浜環境や千年サンゴをはじめとする希少生物
の保全に地域と連携して取り組むとともに、海に
繋がる河川の水質や生活系廃棄物の問題を学び、
家族ぐるみで環境を考え行動する機会を創出す
る。

1,278 南部総合県民局

45
環づくりボランティア促
進事業

　県南部の環境保全活動への高校生等の参加を促
進するため、環境問題の解決に産学民官協働で取
り組む「みなみから届ける環づくり会議」におい
て「ボランティア活動証明制度」の活用と同制度
の周知・拡充を図る。

180 南部総合県民局

46
「きゅうりタウン」から
広がる多様な人材発掘支
援事業

　海部地域の活性化を実現するため、「きゅうり
タウン構想」の推進における移住就農者の定着や
リモート参加を取り入れた「海部きゅうり塾」に
よる新たな人材の発掘に取り組むとともに、キュ
ウリに続く特産品の担い手育成や産地再生を図
る。

2,400 南部総合県民局

47
「海部郡の魚」ブランド
確立事業

　漁業者の高齢化や担い手不足、さらには藻場の
衰退による資源量の減少などに対応するため、
「とくしま海部水産物品質確立協議会」を中心と
した「海部の魚」の販路拡大や知名度向上に取り
組むとともに、実践的な体験漁業の実施を通じて
将来の担い手確保につなげる。

948 南部総合県民局

48
人を育み、稔りを生む阿
南・那賀モデル「農の
里」づくり事業

　阿南・那賀地域の農業の再生を図るため、官民
一体の就農支援体制の整備により移住就農等をき
め細やかに支援するとともに、地域や産地が一体
となって就農者の定着支援や産地再生を目指す
「農の里」づくりに取り組む。

1,800 南部総合県民局
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◆県民協働・スポンサー事業 （単位：千円）

備考番号 事　業　名 事　業　内　容 予算額 担当課名

49

西部健康防災公園利活用
推進事業のうち「西部健
康防災公園」利活用モデ
ル支援事業

　50ヘクタールの広大な敷地をもつ「西部健康防
災公園」のさらなる利活用を図るため、広く利活
用のアイディアを募集し、「利活用モデル」とし
て実施する。

2,200 西部総合県民局

50
西部健康防災公園利活用
推進事業のうち糖尿病予
防啓発事業

　西部圏域における糖尿病対策を推進するため、
地域住民や医師会、商工会等の関係団体と連携
し、運動習慣の定着に向けた健康講座や糖尿病予
防啓発イベントなどを実施する。

932 西部総合県民局

51

次代へつなぐ！剣山ファ
ン拡大事業のうち剣山サ
ポータークラブ活動推進
事業

　剣山を「日本の宝」として次世代に継承してい
くため、「剣山サポータークラブ」等と連携し、
自然保護活動や魅力体験イベントを展開する。

1,539 西部総合県民局

52
世界農業遺産応援し隊事
業

　世界農業遺産に認定されたにし阿波の保全と活
性化を図るため、「とくしま農山漁村（ふるさ
と）応援し隊」を活用し、地域住民との協働活動
を推進する。

－ 西部総合県民局 再掲

53
にし阿波・食と農の交流
推進事業

　「にし阿波」の農業・農産物への理解促進を図
るため、農業後継者などが食生活のスペシャリス
トである栄養士を目指す学生などを対象に、農作
業体験や農産物の調達加工体験などの交流活動を
行う。

－ 西部総合県民局

54
まなびの丘フェスティバ
ル事業

　県民のまなびを支援し、地域社会等との交流を
促すため、総合教育センター生涯学習支援課主催
講座や県民企画講座等に参加される県民の皆様と
協働して、体験学習、講演会、発表会、展示等の
諸行事を実施する。

－
総合教育センター
生涯学習支援課

55
犯罪被害者支援シンポジ
ウム開催事業

　犯罪被害者支援のため、全国犯罪被害者支援
ネットワーク等から講師を招き、犯罪被害者支援
シンポジウム等を開催する。

136
警察本部
情報発信課
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◆既存・リタイアインフラ価値創造事業 （単位：千円）

1
「awa臨港プロジェク

ト」徳島東部防災拠点施
設等改修事業

　大規模災害に備えるため、徳島新聞社「旧印刷
センター」を、全国からの支援物資を中継する
「広域物資輸送拠点」として改修する。

366,500
とくしまゼロ

作戦課

2
きっと見つかる！リタ

イアインフラで理想の徳
島暮らし体感事業

　新型コロナ禍での価値観の変容により高まる地
方分散の機運を捉えた「とくしま回帰」を推進す
るため、今年度募集した徳島らしい魅力的な「暮
らし方」やそれを形にする住環境の提案を実際の
移住につなげていく「リタイアインフラ巡り」や
「ＤＩＹ体験」を盛り込んだ「移住希望者向けツ
アー」を開催する。

5,000
とくしま回帰

推進課

3
未利用財産等有効活用事
業

　地域の社会貢献活動や経済活動の活性化に資す
るとともに、歳入を確保するため、「県有施設空
きスペース」の貸付や「未利用財産」の貸付を行
う。

－ 管財課

4
徳島県ＰＰＰ／ＰＦＩプ
ラットフォーム事業

　ＰＰＰ／ＰＦＩ事業に対する県内企業の積極的
参画を促進するため、県内企業と県･市町村等で
構成する「徳島県ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォー
ム」を核とした実務知識習得や企画・立案スキル
の更なる向上を図る。

1,000 管財課

5
障がい者交流プラザ機能
強化事業

　障がい者支援と交流の拠点である障がい者交流
プラザの長寿命化・省エネルギー化と福祉避難所
としての機能強化を図るため、館内照明のＬＥＤ
化や空調等の整備を行う。

138,991 障がい福祉課

6
「ＳＯＨＯ立地適地情

報」発信事業

　サテライトオフィスの誘致促進を図るため、廃
校等のリタイアインフラの入居諸条件を３Ｄデジ
タル画像等により情報発信する。

5,000 企業支援課

7
「徳島 木のおもちゃ美
術館」整備推進事業

　木育を推進し県産材の魅力発信を進めるため、
徳島の豊かな森林や木にまつわる産業や文化を
「学び、遊び、体験」できる中核拠点として「徳
島木のおもちゃ美術館」を整備する。

449,000
スマート林業課
〈プロジェクト

推進室〉
再掲

8
かんきつテラススマー

ト農業交流事業

　かんきつテラスを活用したかんきつ人材の育成
と地域内外の交流を促進するため、スマート農業
実証フィールドの整備による機能強化や、大学生
等によるフィールドワークの支援に取り組む。

3,000 経営推進課

9
大鳴門橋自転車道設置検
討事業

　本県への交流人口の拡大を図るため、兵庫県と
連携し、大鳴門橋への自転車道設置について、事
業化に必要となる設計等を行う。

80,000 高規格道路課

10
新たな出合いＳＰＯＴ創
出事業

　「リタイアインフラ」に新たな価値を創出し、
地方創生に資するため、「出合橋」を活用したイ
ベントや実橋実験などを実施する。

2,000 道路整備課

11
とくしま旧道敷利活用事
業

　旧道敷等既存ストックの有効活用策を構築・展
開し、旧道敷の新たな価値を創造するため、利活
用モデルケース「サイクルオアシス」として旧道
敷を活用する。

3,000 道路整備課

12
「とくしま回帰」住宅対
策総合支援センター事業

　地方創生を見据えた住宅対策を総合的に推進
し、移住者等の受け皿となる体制整備を図るた
め、住宅対策総合支援センターを核として空き家
利活用の取組みを推進する。

15,356 住宅課

13

Society5.0対応型耐震リ
フォーム支援事業のうち
空き家スマート化リノ
ベーション促進事業及び
老朽危険空き家等除却支
援事業

　地方創生を見据えた住宅対策を総合的に推進す
るため、利活用可能な空き家の再生や、老朽化し
て危険な空き家の除却に対する支援を行う。

59,200 住宅課

番号 事　　業　　名 事　業　内　容 予算額 担当課名 備考
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◆既存・リタイアインフラ価値創造事業 （単位：千円）

番号 事　　業　　名 事　業　内　容 予算額 担当課名 備考

14
「とくしま・移住・ＤＩ
Ｙ」空き家利活用促進事
業

　空き家利活用の促進と移住者の増加を図るた
め、ＤＩＹならではの空き家を所有・活用する喜
びと愛着を持ってもらう「手作りを後押し」する
講習会を行い、空き家の新たな利活用層を発掘す
る。

6,000 住宅課

15
「徳島・にし阿波」で

リスタート！人材育成・
定着支援事業

　徳島・にし阿波地域の関係人口や移住者の増
加・定住化、地元産業の承継者育成・継続による
地域経済の回復・飛躍を図るため、遊休農地や空
き施設等のリタイアインフラを活用した研修等を
実施し、次世代人材の「育成・自立型支援」を強
力に推進する。

7,000 西部総合県民局

16
「川口ダムと上流をつ

なぐ」にぎわい創出事業

　川口ダム水源地域発の県南地域の活性化のた
め、スマート回廊を起点とし、長安口ダム湖畔ま
でを一体的にとらえ、「リアル」と「バーチャ
ル」の両面から局有地の再整備、展示・設備のリ
ニューアルを進める。

56,000
企業局

経営企画戦略課
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◆歳出の中から歳入を生み出す取組み （単位：千円）

1
ＨＡＣＣＰプロモーショ
ン徳島ブランド伸展事業

　一貫した衛生管理による安全・安心・高品質な
「徳島ブランド」の確立による販路拡大と食品事
業者への円滑なＨＡＣＣＰ導入を図るため、ＨＡ
ＣＣＰアドバイザーの育成や活用、相談窓口の設
置などの支援を行う。

6,550 安全衛生課

2
阿波地美栄衛生管理スキ
ルアップ事業

　阿波地美栄の安全性の確保とそのアピールを行
うため、処理施設の衛生指導及び管理状況の把握
を行うとともに、「阿波地美栄」処理施設衛生管
理認証制度による認証を行う。

2,341 安全衛生課

3 オープンデータ推進事業

　官民の枠を超えた情報交流の推進及び県民の利
便性向上等を図るため、「徳島県オープンデータ
ポータルサイト」を活用し、本県公共データの民
間開放を推進するとともに、市町村との連携や県
民からのアイデア取り入れなどにより、データ利
活用環境のさらなる充実を図る。

861 統計データ課 再掲

4
未来につなげる広報広聴
事業のうち新機軸の広報
展開

　多くの「徳島ファン」を獲得するため、時代に
即した広報を進め、本県の魅力を県民をはじめ、
全国に、そして世界へ力強く発信していく広報広
聴事業を実施する。

8,000 秘書課

5
ＯＳＳ人材育成・販路拡
大支援事業

　本県産業の振興や雇用の促進、地域活性化を図
るため、技術者や情報関連企業の育成、支援に取
り組むとともに、県内企業が開発したＯＳＳ製品
の利用促進、販路拡大を支援する。

400
スマート県庁

推進課

6
母子父子寡婦福祉資金

貸付金キャッシュレス収
納導入事業

　母子父子寡婦福祉資金貸付金債権の多様な収納
手段の拡大を図り、「キャッシュレス社会」の進
展を見据えた取組みを推進するため、電子収納基
盤を整備する。

4,400

次世代育成・
青少年課

〈こども未来
応援室〉

7
児童福祉費負担金

キャッシュレス収納導入
事業

　児童福祉費負担金債権の多様な収納手段の拡大
を図り、「キャッシュレス社会」の進展を見据え
た取組みを推進するため、電子収納基盤を整備す
る。

1,000

次世代育成・
青少年課

〈こども未来
応援室〉

8
新たなスポーツ大会・

合宿スタイル実践事業

　スポーツ大会・合宿誘致による地域活性化を図
るため、徳島県スポーツコミッションを核に、新
たな大会・合宿スタイルの実践により、スポーツ
ツーリズムを推進する。

31,000
国際スポーツ

大会課

9
受動喫煙・ＣＯＰＤ対策
強化事業

　2020年4月に全面施行となった改正健康増進法
に基づき、望まない受動喫煙を防止するための対
策を推進するとともに、ＣＯＰＤによる死亡率の
改善を図るため、ＣＯＰＤの認知度向上及び早期
発見・早期治療対策に取り組む。

2,900 健康づくり課

10
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

　糖尿病をはじめとする生活習慣病対策を推進す
るため、アプリを活用した「健康ポイント事業」
や「シニアフィットネス教室」等を実施する。

9,500 健康づくり課 再掲

11 企業立地促進補助事業
　県内への企業立地を促進し、地域経済の活性化
及び雇用の確保を図るため、県内に立地する企業
に対し補助金を交付する。

1,301,000 企業支援課

12
情報通信関連事業立地促
進補助事業

　情報通信関連事業所の立地を促進し、地域産業
の情報化推進と雇用の場を確保するため、県内へ
の情報通信関連事業所の立地に対し補助金を交付
する。

150,000 企業支援課

13 戦略的企業誘致強化事業

　本県の強みを活かした戦略的な産業集積を図る
ため、大都市圏における効果的な情報発信を展開
するとともに、情報通信関連産業の人材確保を支
援する。

23,900 企業支援課

番号 事　　業　　名 事　業　内　容 予算額 担当課名 備考
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◆歳出の中から歳入を生み出す取組み （単位：千円）

番号 事　　業　　名 事　業　内　容 予算額 担当課名 備考

14 ＩＴ人材確保支援事業

　アフターコロナを見据え、ＩｏＴ、ビッグデー
タ、ＡＩ等を活用した企業のＤＸが加速する中、
ＩＴ技術者の需要増加による県内企業の人材不足
を解消するため、ＩＴ人材の確保支援を行う。

3,000 企業支援課

15
とくしま「健幸」イノ
ベーション創出促進事業

　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図る
ため、「とくしま『健幸』イノベーション構想」
に基づき、糖尿病研究成果を活かした新製品や
サービスの開発、事業化を推進する。

50,500 新未来産業課

16
ＬＥＤトータルサポート
拠点機能強化事業

　県内企業が開発・生産するＬＥＤ応用製品の市
場競争力を強化し、次世代ＬＥＤバレイ構想の推
進を図るため、ＬＥＤサポートセンターにおける
ＬＥＤ応用製品のワンストップの｢性能評価体制｣
やＩＳＯ１７０２５に基づく｢ＬＥＤ測光試験所｣
としての機能を適切に管理運営する。

8,250 工業技術センター

17
民間を活用した委託訓練
事業

　就業に対する適正や能力が様々である求職者の
再就職に向けた職業能力を開発するため、民間教
育機関等を活用した職業訓練を実施する。

361,642
産業人材育成
センター

18
世界最高の情熱！阿波お
どり体感事業

　本県の誇る伝統芸能・阿波おどりのリスタート
にチャレンジするとともに、阿波おどりを活用し
た観光誘客の促進を図るため、関係自治体、踊り
団体等と連携し、安全安心の阿波おどりを開催・
支援する。

35,000 観光政策課

19
ナイトタイムエコノミー
活性化事業

　「徳島の夜の観光」の充実により、観光誘客と
観光消費拡大による経済活性化を図るため、新た
な「ナイトイベント」を企画する民間事業者を募
集し、「ナイトタイムエコノミー」の活性化に直
結する事業を支援する。

7,500 観光政策課

20
宿泊施設リノベーション
支援事業

　宿泊者数や観光消費額の拡大を図るため、県内
宿泊施設の魅力向上につながる客室等のリノベー
ションへの支援を行うことにより、宿泊事業者の
投資を促進し、受入環境の整備を図る。

60,000 観光政策課

21
ニューノーマル対応！
「アニメの聖地とくし
ま」にぎわい創出事業

　アニメを活用した地域経済の再活性化を推進す
るため、ＷＩＴＨ・コロナ、アフターコロナを見
据えた形での「マチ★アソビ」を核とした「徳島
ならでは」のアニメイベントの開催を支援する。

68,000 にぎわいづくり課

22
エンジョイ・アップ☆プ
ロスポーツ事業

　県民にプロスポーツの楽しさ・素晴らしさの浸
透を図るため、プロスポーツを活用したニュー
ノーマル対応イベントの開催を支援する。

16,000 にぎわいづくり課

23
あすたむらんど徳島２

０周年魅力アップ事業

　開園２０周年を迎え、さらなる来園者の利便
性・満足度の向上を図るため、利用者のニーズの
高いニューノーマルに対応したトイレの洋式化を
進め、来園者の増加に繋げる。

18,300 にぎわいづくり課

24
アスティとくしま大型

ビジョン更新事業

　アフターコロナにおけるイベント、コンベショ
ン誘致のリスタートに向け、施設の魅力度向上、
利便性の向上を図るため、多目的ホールに設置し
ている大型映像装置の更新を実施する。

100,000 にぎわいづくり課

25
夢と感動を！徳島ヴォル
ティスＪ１事業

　徳島ヴォルティスの「Ｊ１定着」に向けた県民
一丸となった応援機運の醸成や、プロスポーツの
もつ集客力・情報発信力の活用による、県内宿泊
の促進を図るため、シャトルバス運行による渋滞
緩和やサポーターを対象とした宿泊割引などを実
施する。

120,000
観光政策課

にぎわいづくり課
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◆歳出の中から歳入を生み出す取組み （単位：千円）

番号 事　　業　　名 事　業　内　容 予算額 担当課名 備考

26
中規模酪農経営改善推進
事業

　中規模酪農家の収益力を強化するため、受精卵
移植技術を活用した和子牛生産の定着と人工哺
育・育成技術の高度化を図るとともに、牛群検定
の普及を推進する。

1,660 畜産振興課

27
とくしまの活鱧ブランド
力向上事業

　「はもと言えば徳島」の定着と将来の消費者で
ある若い世代からの認知度向上を図るため、「徳
島の活鱧料理味わいキャンペーン」による首都圏
への販路拡大や料理学校等を対象とした「徳島の
活鱧講座」などを実施する。

2,500 水産振興課

28
クルーズ客船誘致促進事
業

　クルーズ客船寄港の受入体制の充実のため、徳
島小松島港の保安対策や二次交通対策等を行うと
ともに、寄港数の増加を図るため、積極的な誘致
活動を実施する。

66,000
運輸政策課
〈港にぎわい
振興室〉

29
アフターコロナ航空戦

略事業

　新型コロナウイルス感染症の影響により低下し
た航空需要を回復させ、航空路線の維持を図ると
ともに、アフターコロナ時代の航空ネットワーク
の構築を目指すため、新たな航空需要の創出につ
ながる取組みを実施する。

85,000 次世代交通課

30 航空貨物利用促進事業

　航空貨物の利用拡大を促進するため、航空貨物
への転換に意欲的な物流事業者等に対し、トータ
ル輸送コストの軽減や、首都圏や遠隔地での販路
開拓に挑戦する取組みを支援する。

15,000 次世代交通課

31
県立学校施設長寿命化推
進事業

　県立学校施設において、児童生徒が安全・安心
に学ぶことができる教育環境を確保するため、
「県立学校施設長寿命化計画」に基づき、学校施
設を長く賢く使えるよう、建物を計画的に整備す
る。

1,521,499 施設整備課

32
渦潮スポーツアカデミー
推進事業

　未来のトップアスリートを徳島から発掘・育
成・強化するため、鳴門渦潮高校や鳴門・大塚ス
ポーツパークを中心に、県内のスポーツ拠点施設
と相互に連携しながら、各施設で試合・講習会等
を実施する。

10,000 体育学校安全課

33
駐在所リフォーム整備事
業

　長寿命化やライフサイクルコストの縮減を図る
ため、駐在所の建物・設備について修繕・リ
フォームを行う。

34,868
警察本部
拠点整備課

34
「とくしま回帰！」局

有地有効活用事業

　アフターコロナ時代における新たな雇用創出や
地方創生に繋げるため、役割を終えた局有地を民
間企業に貸し出す事業用地として有効活用する。

3,000
企業局

経営企画戦略課
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◆実証実験・モデル事業 （単位：千円）

1

水素エネルギー「新時
代」展開加速事業のうち
燃料電池船「試験導入」
推進事業

　水素エネルギー普及拡大を図るため、新たな水
素モビリティ「燃料電池船」の社会実装に向けた
検討会議の開催や、試験船による具体的な実証実
験を行う。

40,700
環境首都課

〈自然エネルギー
推進室〉

2
世界の架け橋へ！とく

しま消費者政策グローバ
ル化推進事業

　戦略本部のカウンターパートを担う本県の消費
者政策のグローバル化を推進するため、「ＷＩＴ
Ｈコロナ・アフターコロナ時代」に対応した新た
な手法を活用したオンライン交流を実施する。

6,000 消費者政策課

3
サブスクで移住者の

「住まい」と「移動」ま
るごとサポート事業

　県外移住者の「住まい」と「移動」の不安を解
消するため、移住者支援に取り組んで下さる企業
等と協働して、「サブスクリプション方式の移動
に係るサービス」を含んだ家賃の賃貸物件を県内
各地に整備する。

10,000
とくしま回帰

推進課

4
ひとり親家庭ＡＩ相談

実施事業

　ひとり親への相談支援体制の強化を図り、孤立
化を防ぐため、ＳＮＳ相談窓口を開設し、これに
より得たニーズとデータを「とくしま丸ごとＡＩ
コンシェルジュ」に活用するとともに、「ひとり
親サロン」の設置や心理士・地域の支援者等の
プッシュ型による「寄り添い支援」を実施する。

20,000

次世代育成・
青少年課

〈こども未来
応援室〉

5
バスでらくらく！サイ

クリングプロジェクト

　本県におけるサイクルツーリズムを推進するた
め、バスを活用した観光サイクリングツアーに関
する実証実験を行うとともに、ファムツアーの開
催等により、県内外のサイクリストに向けた魅力
発信を行う。

10,000 スポーツ振興課

6 訪問看護出向支援事業

　地域包括ケアシステムの充実のため、医療機関
と訪問看護ステーションにおける看護職員の交流
により、看護職員の知識や技術の向上を図り、在
宅医療の質の向上を図る。

6,900 医療政策課

7
分身ロボット！！難病患
者社会参加促進事業

　ＡＬＳ等の運動機能低下を伴う難病患者に対
し、「移動の制約」を克服するため、遠隔操作が
可能なコミュニケーションロボットを貸与し、社
会参加を促すことで、ダイバーシティの実現を目
指す。

962
健康づくり課
〈感染症・疾病

対策室〉

8
介護ワークシェアリング
事業

　人手不足が深刻な介護分野で新型コロナの影響
により失業した方々の活躍を図るため、介護職員
として有期雇用・ＯＪＴに係る支援を行う。

7,200 長寿いきがい課

9
高付加価値型ものづく

り推進事業

　県内ものづくり企業の市場競争力強化を図るた
め、県産農林水産物の機能性を付与した加工食品
や高機能素材を活用した木工製品など、徳島なら
ではの高付加価値製品の開発を推進する。

6,000 新未来産業課

10
徳島ものづくりＤＸ推

進事業

　県内ものづくり企業のＤＸを推進し、付加価値
の高い製品の開発やイノベーションの創出につな
げるため、ワンストップ支援窓口による助言や啓
発セミナーの開催、デジタル技術導入支援など総
合的なサポートを実施する。

15,000 新未来産業課

11
とくしま「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。

18,500
もうかるブランド

推進課

12
とくしま「阿波ふうど」
新しい物流促進事業

　遠隔市場に向けた最適な物流システムの構築と
県産品の有利販売・ブランド化を同時に実現する
ため、航空貨物利用による物流の課題解決を図
り、県内生産者・団体等の県産品販売拡大に向け
た取組みを支援する。

10,000
もうかるブランド

推進課

備考番号 事　　業　　名 事　業　内　容 予算額 担当課名
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◆実証実験・モデル事業 （単位：千円）

備考番号 事　　業　　名 事　業　内　容 予算額 担当課名

13
勝ち抜く！園芸産地強靱
化事業

　とくしまブランド品目を支える産地の維持を図
るため、各産地の課題解決に向けた集中的な取組
みを実施し、産地のリノベーションを図る。ま
た、スマート農業支援のための実証を行う。

13,000
もうかるブランド

推進課

14
徳島県産海外コールド
チェーン構築事業

　輸出拡大のボトルネックとなっている輸送コス
トの低減を図るため、最適な鮮度保持技術を検
証、新たな県産品の販路開拓を図る。

2,850

もうかるブランド
推進課

〈輸出・六次化
推進室〉

15
検疫クリア！輸出型園地
「倍増」事業

　輸出相手国の検疫条件等に対応できる輸出型園
地の拡大を図るため、アジア・北米向け「なると
金時」、ＥＵ向け「とくしま三大香酸かんきつ」
など、植物検疫等に適合する園地を育成する。

2,000

もうかるブランド
推進課

〈輸出・六次化
推進室〉

16
徳島「阿波地美栄」供給
体制強化事業

　「阿波地美栄」の肉質改善による高付加価値化
と安定供給を図るため、シカの一時飼養技術の定
着と肉質改良の実証を行う。

6,000
鳥獣対策・ふるさ

と創造課

17 森林被害対策事業

　林業におけるシカ被害の低減を図るため、裸地
や新植地にＩＣＴを利用したセンサー、カメラ等
を設置し、効率的な防護柵見回りのモデル実証を
行う。

8,000 スマート林業課

18
林業成長産業化徳島モデ
ル創出事業

　国から「林業成長産業化地域」の指定を受けた
県南部地域において、県産材の生産増大につなげ
るため、エリアを越える円滑な流通と利用拡大を
推進し、地域モデルの創出を支援する。

12,750
スマート林業課
〈プロジェクト

推進室〉

19
人づくり革命・漁業リカ
レント事業のうち浜の担
い手育成支援事業

　青年の漁業就業意欲の向上及び就業後の定着促
進を図るため、漁業協同組合が経営の不安定な漁
業就業直後の青年漁業者等に対し、漁業にかかる
資材購入費や住居費等について補助した場合、そ
の経費について県が補助を行う。

14,250 水産振興課

20
温暖化対策「ＣＯ２見え
る化」実証事業

　本県の地球温暖化対策をより推進するため、県
が発注する治山工事の現場から排出されるＣＯ２
量を「見える化」し、請負者と共にＣＯ２排出削
減に取り組む。

－ 森林整備課

21
スマート農業経営モデル
確立事業

　農業の飛躍的な生産性の向上を図るため、モデ
ル経営体の生産工程にスマート技術を導入し、技
術面・経営面から効果を実証する。

4,374 経営推進課

22
河川安全・安心協働モデ
ル事業

　河川の浸水被害を防止し、県民の安全・安心を
確保するため、海部川等において、民間事業者と
の協働等により、土砂・樹木の撤去及び有効活用
を行う。

45,000 河川整備課

23
旧吉野川浄化センター栄
養塩管理運転実証事業

　クロノリの養殖時期における周辺海域の窒素濃
度低下を防ぐため、旧吉野川浄化センターにおい
て栄養塩管理運転の実証実験を行い、その有効性
や導入の可能性を検討する。

－ 水・環境課 再掲

24
進化する！「新たな海

上交通」実証運航（第二
幕）事業

　令和２年度の実証運航を踏まえ、関西からの
「誘客促進」や「交流人口の拡大」のため、「新
たな海上交通」導入に向けブラッシュアップした
実証運航を行う。

20,000 運輸政策課

25
「四国の右下」防災減災
地域力強化推進事業

　切迫する南海トラフ巨大地震をはじめとする大
規模災害を迎え撃つため、昭和南海地震の発生し
た１２月を、県南部において防災に集中的に取り
組む「四国の右下防災旬間」として設定し、防災
イベントの開催などを通して、地域住民が防災減
災を「自分事」として捉えられる機会づくりに取
り組む。

3,000 南部総合県民局
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◆実証実験・モデル事業 （単位：千円）

備考番号 事　　業　　名 事　業　内　容 予算額 担当課名

26
南部圏域災害時要配慮者
支援地域力アップ事業

  地域全体で、災害時要配慮者を支援する体制づ
くりを推進するため、平時から保健・医療・福祉
分野等の連携促進を図る。

400 南部総合県民局

27
「海部郡の魚」ブランド
確立事業

　漁業者の高齢化や担い手不足、さらには藻場の
衰退による資源量の減少などに対応するため、
「とくしま海部水産物品質確立協議会」を中心と
した「海部の魚」の販路拡大や知名度向上に取り
組むとともに、実践的な体験漁業の実施を通じて
将来の担い手確保につなげる。

948 南部総合県民局 再掲

28
人を育み、稔りを生む阿
南・那賀モデル「農の
里」づくり事業

  阿南・那賀地域の農業の再生を図るため、官民
一体の就農支援体制の整備により移住就農等をき
め細やかに支援するとともに、地域や産地が一体
となって就農者の定着支援や産地再生を目指す
「農の里」づくりに取り組む。

1,800 南部総合県民局 再掲

29

西部健康防災公園利活用
推進事業のうち「西部健
康防災公園」利活用モデ
ル支援事業

　50ヘクタールの広大な敷地をもつ「西部健康防
災公園」のさらなる利活用を図るため、広く利活
用のアイディアを募集し、「利活用モデル」とし
て実施する。

2,200 西部総合県民局 再掲

30
チャレンジ防災人材育成
推進事業

　地域防災の担い手となる人材を計画的に育成す
るため、小学校高学年を対象とした防災学習プロ
グラム「あわっ子防災チャレンジ」を実施すると
ともに、中高校生及び教職員の「防災士」の資格
取得を支援する。

6,450 体育学校安全課

31 地域部活動推進事業

　令和５年度以降における、休日の部活動の段階
的な地域移行に向け、地域人材の確保や費用負担
の在り方、運営団体の確保などの課題に総合的に
取り組むため、拠点校において実践研究を実施す
る。

3,519
グローバル・文化

教育課
体育学校安全課

32
進化する教室イノベー
ション事業

　ＩＣＴを活用した「わかる授業」の効果を普及
するため、普通教室に移動式常設電子黒板を設置
し、全ての授業で既存タブレットと連携させた、
生徒の理解を深める授業を実践する。

36,875
総合教育センター

教育情報課

33
教育関係ビッグデータ活
用実証事業

　児童生徒の学力や学習意欲、さらには教員の指
導力等本県の総合的な教育力を向上させ、新しい
未来を創造できる人材の育成に役立てるため、教
育ビッグデータの分析・活用方法について検証す
る。

1,042
総合教育センター

教育情報課
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◆新未来実装事業 （単位：千円）

1
水素エネルギー「新時

代」展開加速事業

　地産水素を活用した供給拠点構築と燃料電池バ
ス導入の好機を生かし、徳島から「地方発の水素
社会」実現の取組みを更に加速させるため、戦略
的かつ効果的な情報発信・普及啓発の展開や水素
モビリティの導入促進など、新時代を切り開く取
組みを推進する。

70,700
環境首都課

〈自然エネルギー
推進室〉

再掲

2
消費者トラブルＳＮＳ

相談事業

　ＷＩＴＨコロナ時代において、対面での相談を
避けつつ、気軽に相談できる体制を確保するた
め、県消費者情報センターにおいてＬＩＮＥを活
用した消費生活相談体制を構築する。

5,000 消費者政策課

3
可能性の宝庫・徳島！

アワーケーション実装事
業

　観光・宿泊業等における新たなビジネスプラン
の提案や、関係人口創出による地域活性化を図る
ため、全国屈指の光ブロードバンド環境を活か
し、恵まれた自然環境の中で働ける徳島ならでは
のワーケーションを実装・実践する。

16,000
とくしま回帰

推進課

4

「#徳島」実践！とく
しま魅力発信プロジェク
ト（「#徳島」クリエイ
ティブ発信強化事業）

　訴求力・拡散力のある「情報発信コンテンツ」
を創造するため、プロフェッショナル人材が参画
する県タスクフォースを活用し、県内クリエイ
ターに「気づき」を与え、創造性を喚起し、新た
な魅力を発見・洗練・付与する。

8,000
とくしま回帰

推進課

5

「#徳島」実践！とく
しま魅力発信プロジェク
ト（#徳島ニューノーマ
ル映画祭second　開催事
業）

　全国のクリエイターを惹きつける「クリエイ
ティブの聖地・徳島」を確立するため、「映像・
アート・デジタル」などのあらゆる技術を組み合
わせた参加型・屋外開放型の映画祭を実施する。

22,000
とくしま回帰

推進課

6
ＡＩ要約すだちくんＳＮ
Ｓ発信事業

　メディアの利用環境の変化に対応し、更なる情
報発信力の強化を図るため、県ホームページの記
事をＡＩ要約し、県公式Ｔｗｉｔｔｅｒにツイー
トする。

1,500 秘書課

7
県税納付等スマート化

推進事業

　納税者の利便性向上を図るため、令和３年度自
動車税種別割から電子マネーによる納付を追加
し、キャッシュレス決済の充実を図る。

3,759 税務課

8 電子入札全庁展開事業

　行政手続のデジタル化による事業者の利便性向
上を図るため、物品の調達等に関する入札手続き
オンライン上でも行うことができるよう、システ
ムを構築する。

9,500
スマート県庁

推進課

9 県庁会議室ＤＸ化事業

　ＤＸ時代の「新たな働き方のスタイル」を実装
するため、万代庁舎の一部会議室にオンライン会
議環境を整備し、円滑で安定したオンライン会議
の実施を推進する。

27,500
スマート県庁

推進課

10
オンライン婚活基盤整

備事業

　「アフターコロナ時代」の新たな日常に対応
し、婚活が手軽にできる環境を整備するため、登
録者情報の自宅閲覧やオンラインお見合い機能の
導入など、マッチングシステムを拡充する。

7,500
次世代育成・青少

年課

11
とくしま「ｅスポー

ツ」推進加速化事業

　全国を先導する形で「ｅスポーツ」の取組みを
加速化し、「にぎわいの創出」や「ダイバーシ
ティ社会」の実現を図るため、オンラインによる
「国際交流」や県主催の「全国規模の大会」を開
催するとともに、地域団体等が実施する「ｅス
ポーツイベント」への助成を行う。

10,000 県民文化課

12
アクティブ・シニア生涯
活躍加速化事業

　高齢者の生きがいづくりと介護現場の人材確保
を図るため、介護に関心がある方向けに「入門的
研修」を実施するとともに、介護現場への徳島県
版「介護助手」制度の本格的な普及を促進する。

27,800 長寿いきがい課

備考番号 事　　業　　名 事　業　内　容 予算額 担当課名
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◆新未来実装事業 （単位：千円）

備考番号 事　　業　　名 事　業　内　容 予算額 担当課名

13
進化する！障がい者地域
共生拠点実装事業

　障がい児者とその家族が地域で安心して暮らす
ことのできる「地域共生社会の実現」のため、関
係機関との連携をはじめとする総合的な支援体制
の構築とともに、障がい児者の地域生活への移行
に向け、地域の実情に応じた支援機能を備えた、
子どもから大人まで切れ目なく支援する、本県な
らではの「地域生活支援拠点」の整備を推進す
る。

276,600 障がい福祉課

14
クリエイティブ産業育成
事業

  本県をより魅力ある地域として差別化し、県外
の企業やクリエイターの関心を高め、関連企業の
集積や地域活性化を図るため、光ブロードバンド
環境など本県の優位性を活かし、４Ｋ・ＶＲやデ
ジタルアートの推進、次世代を担う人材の育成な
どの取組みを実施する。

68,180 企業支援課

15
情報通信関連事業立地促
進補助事業

　情報通信関連産業の集積を促進し、地域産業の
情報化推進と雇用の場を確保するため、県内への
情報通信関連事業所の立地に対し補助金を交付す
る。

150,000 企業支援課 再掲

16
「３Ｄ・ＶＲショー

ルーム」実装プロジェク
ト

  クリエイティブ産業の集積を図るため、イン
ターネット上に「３Ⅾ・ＶＲ技術」を活用した
バーチャルなイベント会場「３Ⅾ・ＶＲショー
ルーム」を構築し、４Ｋ・ＶＲ徳島映画祭の受賞
作品や県内企業の優れた製品等を発信する。

10,000 企業支援課

17 ＤＸ促進資金

　県内企業のデジタル・トランスフォーメーショ
ン（ＤＸ）導入を促進するため、新製品等の継続
的な開発への取組みに必要となる円滑な資金調達
を支援する。

－ 企業支援課

18
柔軟な働き方「テレワー
クするんじょ！」事業

　県内のテレワークの普及を促進するため、企業
の業務の電子化などの導入支援や出前講座等を行
うとともに、テレワーカー養成のためのｅラーニ
ングやスキルアップ研修等を実施する。

22,000 労働雇用戦略課

19 藍増産事業
　藍の生産量を確保するため、収穫機械の導入支
援や共同乾燥場の整備支援、農福連携モデル等に
より藍の増産を図る。

4,000
もうかるブランド

推進課

20 森林被害対策事業

　林業におけるシカ被害の低減を図るため、裸地
や新植地にＩＣＴを利用したセンサー、カメラ等
を設置し、効率的な防護柵見回りのモデル実証を
行う。

8,000 スマート林業課 再掲

21
「スマート林業」導入

支援事業

　効率的な施業地確保による生産量の拡大を図る
ため、先進的なＩＣＴ技術導入による非接触型の
業務体制整備を支援する。

6,700
スマート林業課
〈プロジェクト

推進室〉

22
デジタル技術を活用し

たセールスプロモーショ
ン事業

　新しい生活様式における家庭内消費への販路拡
大を図るため、レシピ動画を作成・配信し、量販
店で電子ＰＯＰを活用した販売促進等を行う。

9,500
もうかるブランド

推進課

23 建設分野ＤＸ実装事業

　建設分野の生産性向上、ＷＩＴＨコロナ時代の
新しい働き方を推進するため、遠隔臨場やＢＩＭ
をはじめとした３次元データ活用により、建設分
野のＤＸ実装を加速するとともに、建設産業が持
続的に発展できるよう、多様な担い手の確保等の
取組みを進める。

11,000
建設管理課

住宅課
営繕課

24
一般歳入金キャッシュレ
ス決済推進事業

　キャッシュレス・ポイント還元事業（Ｒ元.10
～Ｒ2.6）を契機に、急速に普及が進んだキャッ
シュレス決済を一般歳入金にも導入するため、コ
ンビニ収納・電子収納などの多様な納付手段の環
境を整備し、県民の利便性向上につなげる。

68,800 会計課
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◆新未来実装事業 （単位：千円）

備考番号 事　　業　　名 事　業　内　容 予算額 担当課名

25
「きゅうりタウン」から
広がる多様な人材発掘支
援事業

　海部地域の活性化を実現するため、「きゅうり
タウン構想」の推進における移住就農者の定着や
リモート参加を取り入れた「海部きゅうり塾」に
よる新たな人材の発掘に取り組むとともに、キュ
ウリに続く特産品の担い手育成や産地再生を図
る。

2,400 南部総合県民局 再掲

26
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 教育創生課

27
企業局スマート化推進事
業

　水力発電所の設備保守及び運営管理の効率化を
図るため、ＩｏＴ、ビッグデータ及びＡＩ等の先
進技術を活用し、設備の故障を早期検知するＡＩ
異常予知システムを、勝浦発電所に導入した効果
を検証するとともに、他設備への導入拡大に向け
ての検討を行う。

534
企業局

事業推進課

28
５Ｇ遠隔診療・遠隔診断
事業

　専門医療の提供や、医師の働き方改革、専門医
の指導による若手医師の育成を図るため、５Ｇを
活用した４Ｋ高精細映像・画像の伝送による病院
間リアルタイム遠隔診療・遠隔診断を行う。

1,500
病院局

経営改革課
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