
（※）記載事項は主なものであるため、
      合計額は一致しない 担当：とくしま回帰推進課

徳島の「クリエイティブ」や文化の魅力を結集！
オフライン×オンラインによる情報発信の積極展開！

 資料４  令和３年度「地方創生・第２幕」関連予算【５７６億円】 令和２年度 ２月補正   ４２億円
令和３年度 当初    ５３４億円

 ひと

 子育て

 しごと

 まち

       「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」第２幕の着実な推進！

                        WITHコロナからアフターコロナへ！地方創生の実践・加速化！        
             「とくしまリスタート’（ダッシュ）！プロジェクト」の展開！ うち９１億円

「暮らし」･「住まい」･「働き方」・「グリーン社会」 
地方回帰の受け皿創造により、持続性の高い地域づくりを牽引！

アフターコロナ時代の処方箋！ＤＸを強力に推進し、
「新たな日常」を実装！

先が見通せない社会に光射す！まちの活力を取り戻し、
「誰一人取り残さない」社会を実現！

「地方創生」を牽引！

「持続性」提案

「革新性(ＤＸ)」展開 「ﾀ゙ ｲﾊ゙ ｼーﾃｨ(多様性)」推進

「創造性」結集

総合戦略４本柱「ひと」「しごと」「子育て」「まち」関連施策を展開！

•経営者の想いをつなぐ事業承継支援事業（商工）
•四国ＤＣ周遊観光キャンペーン事業（商工）
•新たなスポーツ大会・合宿スタイル実践事業（未来） 
•進化する！「新たな海上交通」実証運航（第二幕）事業（県土）
•「川口ダムと上流をつなぐ」にぎわい創出事業（企業）

12,000千円
21,500千円
31,000千円
20,000千円
56,000千円

•産学官連携・地域人材育成事業（政創） 19,000千円
•関西発！「徳島ファン」が拡げる「徳島ファン」創出事業（政創） 13,000千円
•テクノスクール新技術対策事業（商工）  5,900千円
•とくしま漁業アカデミー活性化支援事業（農林） 12,000千円
•新時代のハイブリッド型「学び」推進プロジェクト（教育） 8,500千円

•チーム育児推進！事業（未来） 7,100千円
•とくしま子育てはぐくみ応援推進交付金事業（未来） 32,000千円
•オンライン婚活基盤整備事業（未来） 7,500千円
•未来の保育士定着促進事業（未来） 8,700千円
•特定不妊治療費用の助成（保福）  595,296千円

•複合災害を迎え撃つ「とくしまゼロ作戦」推進事業（危機） 157,000千円
•温故知新！「いにしえ」を訪ねて「ミライ」を創るプロジェクト（未来） 44,328千円
•救急搬送支援システム整備事業（保福） 173,250千円
•Society5.0対応型耐震リフォーム支援事業（県土）  243,000千円
•県立中央病院ＥＲ棟整備推進事業（病院） 2,097,000千円

•みんなでリスタート！#徳島移住促進事業（政創） 20,000千円
•「#徳島」“アワ”ーケーション実践展開プロジェクト（政創・南部・西部） 24,000千円
•「未来につなぐ集落再生プロジェクト」推進事業（政創） 14,700千円
•とくしまビジネス創造ハブ拠点事業（商工） 4,000千円
•水素エネルギー「新時代」展開加速事業（危機） 70,700千円

•「#徳島」実践！とくしま魅力発信プロジェクト（政創） 42,000千円

•「吉野川・あわ文化」を巡るとくしま文化観光推進事業（未来） 69,000千円
•グランドオープン博物館“驀進（バクシン）”事業（未来） 18,000千円
•次代へ継承・文化芸術創造事業（教育） 30,000千円

•ローカル５Gプロジェクト加速事業（経戦） 118,000千円
•とくしま版ＤＸ加速！デジタル人材育成事業（政創） 1,900千円
•徳島ものづくりDX推進事業（商工） 15,000千円
•「３Ｄ・ＶＲショールーム」実装プロジェクト（商工） 10,000千円
•５G活用！スマートファーマー育成事業（農林） 10,000千円

•ダイバーシティとくしま実装事業（未来） 4,000千円
•男女共同参画総合支援センターデジタル化実装事業（未来） 9,000千円
•WITHコロナ時代の心のケア支援事業（保福） 10,548千円
•「エシカル甲子園」プロジェクト（教育） 10,000千円

•世界とつながる！消費者行政・消費者教育国際連携ネットワーク強化事業（危機） 40,000千円

•歴史の絆を新たなミライへ！首都圏で「阿波とくしま」魅力発信事業（政創） 10,000千円

0410268
四角形



令和３年度リスタート’（ダッシュ）プロジェクト関連予算一覧
リスタート

分類 予算額

危機 「気候危機」を迎え撃つ！県民運動推進事業 7,200

危機 事前復興推進事業 2,000

危機 事前復興推進事業 12,000

危機 事前復興推進事業（啓発等（ラジオ）） 2,500

危機 事前復興推進事業（啓発等（セミナー）） 3,000

危機 事前復興推進事業（複合災害を迎え撃つ！「とくしまゼロ作戦」推進事業のうち事前復興補助金） 10,500

危機 WITH・コロナ事前避難促進事業 8,500

危機 水素エネルギー「新時代」展開加速事業 70,700

危機 ゼロカーボンシティ推進事業補助金 128,000

危機 「緩和」×「適応」で挑む気候変動対策推進事業 2,500

危機 新世代に向けた鳴門公園プランニング事業 1,000

危機 「気候危機」を迎え撃つ！県民運動推進事業 7,200

危機 コウノトリ定着促進事業 914

危機 災害廃棄物初動対応強化事業 6,500

危機 災害廃棄物仮置場実地訓練事業 1,500

危機 新しい未来へ！徳島がはじめる　SDGｓ実践プロジェクト 55,000

政創 みんなでリスタート！＃徳島移住促進事業 20,000

政創 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 10,000

政創 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 5,000

政創 可能性の宝庫！アワーケーション実装事業 9,500

政創 「未来につなぐ集落再生プロジェクト」推進事業 14,700

政創 地域の担い手！サテライトオフィス誘致定着事業 56,000

商工 経営者の想いをつなぐ事業承継支援事業 12,000

商工 とくしまビジネス創造ハブ拠点事業 4,000

商工 「SOHO立地適地情報」発信事業 5,000

商工 ＩＴ人材確保支援事業 3,000

商工 徳島型ヘルスケア産業創出モデル事業 400

商工 高付加価値型ものづくり推進事業 6,000

商工 徳島で就職！オンライン就活支援事業 5,000

商工 あすたむらんど徳島20周年魅力アップ事業 18,300

農林 卸売市場等と連携したリテール販売促進事業 9,000

農林 オーガニックエコ食育活動推進事業 3,000

農林 ニューノーマルに対応した県産花きの新たな需要創出・開拓事業 3,000

農林 農作業安全確保加速化事業 4,300

農林 とくしまブランド新商流構築事業 25,000

農林 とくしま地域食農連携プロジェクト（LFP）推進事業 5,100

農林 とくしまエシカル農産物ターゲットセールス推進事業 11,400

農林 「阿波地美栄」消費回復・販路開拓事業 4,000

農林 選ばれる徳島県産畜産物支援事業 2,100

農林 とくしまの酪農・乳用生産基盤強化事業 7,000

農林 木造応急仮設住宅事前復興事業 54,000

農林 使おう県産材！「徳島すぎの家」普及拡大事業 10,000

農林 とくしま漁業アカデミー活性化支援事業 12,000

農林 かんきつテラススマート農業交流事業 3,000

農林 ５Ｇ活用！スマートファーマー育成事業 10,000

農林 漁業調査船「とくしま」新船建造事業 10,000

県土 awaもくよんプロジェクト 384,000

県土 建設分野ＤＸ実装事業 11,000

県土 アフターコロナ航空戦略事業 85,000

南部 遊びの中からビジネス創出！四国の右下・徳島アワーケーション事業 4,000

西部 「にし阿波でリスタート！」人材育成・定着支援事業 7,000

西部 にしアワーケーション・フィールド推進事業 4,000

西部 西の守り！総合防災力強化事業 2,975

病院 県立中央病院ER棟整備推進事業 2,097,000

教育 ビジネス創造人材育成事業 3,200

部局 事業名
令和３年度
（15か月）

持続性



令和３年度リスタート’（ダッシュ）プロジェクト関連予算一覧
リスタート

分類 予算額
部局 事業名

令和３年度
（15か月）

政創 魅力創造・発信！「ｖｓ東京」実践事業 34,000

経戦 [新]とくしまPR広告創出事業 6,000

未来 地域連携音楽コーディネート事業 17,000

未来 とくしま「ｅスポーツ」推進加速化事業 10,000

未来 「あわ三大音楽」とくしま魅力創出発信事業 26,000

未来 文化資源をつなぐ「あわ文化」とくしま魅力発見事業 9,500

未来 徳島県民文化祭開催事業 18,500

未来 「吉野川・あわ文化」を巡るとくしま文化観光推進事業 69,000

未来 「あわ文化」とくしま未来創造事業 31,200

未来 阿波人形浄瑠璃国内外派遣事業 14,000

未来 魅力実感！ふるさと徳島の文化財重点保存活用事業 12,359

未来 「未来の鳥居龍蔵」育成プロジェクト事業 912

未来 グランドオープン!!博物館”驀進（バクシン）”事業 18,000

商工 “ニューノーマル”誘客プロモーション事業 7,000

教育 あわっ子グローカル文化芸術事業 3,750

教育 次代へ継承・文化芸術創造事業 30,000

創造性



令和３年度リスタート’（ダッシュ）プロジェクト関連予算一覧
リスタート

分類 予算額
部局 事業名

令和３年度
（15か月）

危機 「フェーズフリー」×DX推進事業 8,000

危機 消費者トラブルSNS相談事業 5,000

政創 ふるさと徳島魅力創造発信事業 48,000

政創 大阪・関西万博に向けた魅力発信加速化事業 4,500

政創 歴史の絆を新たなミライへ！首都圏で「阿波とくしま」魅力発信事業 10,000

政創 関西発！「徳島ファン」が拡げる「徳島ファン」創出事業 13,000

政創 とくしま版ＤＸ加速！デジタル人材育成事業 1,900

政創 デジタル社会のパスポート！マイナンバーカード申請サポート事業 80,000

政創 マイナンバーカード活用！地域活動応援事業 6,000

経戦 [新]ローカル５Ｇプロジェクト加速事業 118,000

経戦 [新]県庁会議室ＤＸ化事業 27,500

経戦 目指せスマート県庁！「電子決裁100％化」推進事業 10,000

経戦 電子入札全庁展開事業 9,500

経戦 県税納付等スマート化推進事業 3,759

未来 児童福祉負担金キャッシュレス収納導入事業 1,000

未来 男女共同参画総合支援センターデジタル化実装事業 9,000

未来 温故知新！「いにしえ」を訪ねて「ミライ」を創るプロジェクト 44,328

未来 リモートであつまれ図書館事業 892

未来 オンライン婚活基盤整備事業 7,500

保福 救急搬送支援システム整備事業 173,250

商工 オンラインで拓く！オフラインで拡げる！海外販路開拓事業 9,500

商工 「３Ｄ・ＶＲショールーム」実装プロジェクト 10,000

商工 オンライン新市場開拓支援事業 8,000

商工 徳島ものづくりＤＸ推進事業 15,000

商工 テクノスクール新技術対策事業 5,900

農林 ＥＣサイト活用促進事業 9,300

農林 デジタル技術を活用したプロモーション事業 9,500

農林 ＷＩＴＨコロナ「スマート林業」導入支援事業 6,700

企業 企業局「スマート保安」推進事業 20,000

教育 英語教育アップグレード事業 6,500

教育 家庭学習のための通信機器整備事業 25,000

教育 デジタル化対応産業教育設備整備事業 1,133,782

教育 徳島県GIGAスクール構想推進事業 93,000

警察 アフターコロナ時代における新たな警察活動事業 3,809

革新性



令和３年度リスタート’（ダッシュ）プロジェクト関連予算一覧
リスタート

分類 予算額
部局 事業名

令和３年度
（15か月）

危機 新型コロナウイルス感染症対策啓発事業 30,000

危機 複合災害を迎え撃つ「とくしまゼロ作戦」推進事業 26,000

危機 とくしまゼロ作戦LINE公式アカウント開設事業 10,000

危機 「awa臨港プロジェクト」徳島東部防災拠点施設等改修事業 366,500

危機 救急搬送体制安心支援事業 5,700

危機 アフターコロナ時代の「全国女性消防団員活性化徳島大会」 5,000

危機 ニューノーマル・遠（オン）ＬＩＮＥ防災啓発事業 5,670

危機 世界とつながる！消費者行政・消費者教育国際連携ネットワーク強化事業 40,000

危機 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 6,000

危機 支援をつなぐ！犯罪被害者等サポート事業 5,000

危機 次世代食肉衛生事業 2,300

危機 生活衛生関係営業アフターコロナ対応強化事業 3,000

危機 次世代に繋ぐアニマルパートナーシップ事業 8,000

経戦 [新]私立学校WITHコロナ支援事業 16,500

未来 子ども・若者育成支援強化推進事業 8,000

未来 保育士試験対策講座実施事業 3,000

未来 青少年センター機能移転事業 1,215,000

未来 未来の保育士定着促進事業 8,700

未来 認可外保育施設衛生用品整備事業 32,700

未来 新たな時代の東京2020大会事前キャンプ受入事業 480,000

未来 新たなスポーツ大会・合宿スタイル実践事業 31,000

未来 バスでらくらく！サイクリングプロジェクト 10,000

未来 ダイバーシティとくしま実装事業 4,000

未来 ユニバーサルカフェ整備推進事業 800

未来 「生涯活躍のまち」推進事業 800

未来 東京2020パラリンピック・芸術文化活動応援事業 11,000

未来 次世代パラアスリート発掘・育成事業 7,525

未来 アールブリュット作品購入プロジェクト 2,200

未来 湖南省友好交流10周年記念事業 18,000

未来 チーム育児推進！事業 7,100

未来 新ホール整備事業 167,000

保福 WITHコロナ時代の心のケア支援事業 10,548

保福 生涯健康とくしまを目指す生活習慣病等対策事業（うち「テクとく」システム改修分） 10,434

保福 骨髄等移植ドナー支援事業 1,000

保福 「awanowa」がつなぐ「障がい」理解促進事業 3,000

商工 アフターコロナを見据えたインバウンド誘客促進強化事業 13,000

商工 とくしま応援！魅力発見事業 880,000

商工 四国ＤＣタイアップ周遊観光促進事業 21,500

商工 「旅マエ」のとくしま魅力発信強化事業 5,000

商工 ニューノーマル「マチ★アソビ」来場者満足度向上事業 13,700

県土 新駅設置検討事業 45,000

県土 進化する！「新たな海上交通」実証運航（第二幕）事業 20,000

企業 「川口ダムと上流をつなぐ」にぎわい創出事業 56,000

教育 新時代のハイブリッド型「学び」推進プロジェクト 8,500

教育 「エシカル甲子園」プロジェクト 10,000

教育 帰国･外国人児童生徒トータルサポート事業 10,000

教育 学校ネットパトロール事業 2,000

152事業 9,149,507

持続性 3,258,989
創造性 307,221
革新性 1,937,120
多様性 3,646,177

多様性


