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ー 感染症に強い「強靱で安心な社会」の構築 ー

Ｒ4当初：２６９億円
Ｒ3.2月補正： ３８億円

Ｒ3.11月補正： ５９億円
３６６億円新型コロナ対策

アフターコロナへ！「環境と経済の好循環」創出

（主な事業） （金額単位：百万円）

Ｇ

Ｘ

■ＧＸ推進による農林漁業者の支援
GX対応型施設園芸促進事業（2月補正） 42

県産木材競争力強化対策事業（一部2月補正） 1,324

うまいでないで！「阿波ふうど」魅力発信事業（2月補正） 14

■グリーン社会につながる新たな交流促進
公共交通グリーンチャレンジ事業（2月補正） 888

「四国の右下」アウトドアスポーツツーリズム推進事業 7

「徳島・にし阿波」農泊・移住交流促進事業 4

デジタル技術で実現！感染症に強い経済・社会の構築

Ｄ

Ｘ

コロナ克服・とくしまの実装

業と雇用を守る 暮らしと命を守る
■ワクチン接種体制の確保

○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 160

■相談・検査体制の確保
○新型コロナウイルス感染症健康危機管理強化等事業 1,556

■医療提供体制の確保
○入院患者のための病床確保事業 15,149
○臨時医療施設における受入体制確保事業 233
○軽症者等の療養体制確保事業 3,025

■福祉・看護職員等の処遇改善
福祉・看護職員等賃金改善事業（一部2月補正） 1,759

■デジタル技術を活用した学びの充実

デジタル社会形成を見据えた
　「とくしま学びのデータ活用」実証事業（2月補正） 10

新次元の文化部活動推進事業 3
１人１台端末を活用した児童生徒の心のサポート事業（2月補正） 4

■学びを支えるデジタル基盤の強化
GIGAスクール運営支援センター整備事業（2月補正） 144

○徳島県GIGAスクール構想推進事業 147

DXを活用した私立学校魅力向上推進事業（2月補正） 40

■宿泊・観光事業者の支援
「Go To トラベル」タイアップ事業（2月補正） 120

○宿泊施設投資促進事業補助金（債務負担行為） [500]
○宿泊施設民間融資活用資金利子補給補助金 10

■中小企業等の事業継続支援
○伴走支援型経営改善推進費補助金（2月補正） 260
○新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給事業 2,700

■地域雇用の維持・再生
○とくしま地域雇用再生プロジェクト 57
○新型コロナウイルス安定雇用促進支援事業（一部2月補正） 51

■遠隔医療・オンライン診療の体制強化
「5G遠隔医療」地域連携事業（2月補正） 89

オンライン診療・服薬指導推進事業（2月補正） 112

■デジタル技術を活用した新たな需要喚起
今こそ「飛好機！再興」事業（一部2月補正） 70

「徳島の食」販路拡大・ブランディング強化事業（2月補正） 31

■オンラインによる就業支援の強化
離職者向けオンライン職業訓練推進事業（2月補正） 5

○ひとり親家庭就業支援強化事業（2月補正） 4
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ー 「デジタル田園都市『徳島』」の具現化 ー

Ｒ4当初：９９７億円
Ｒ3.2月補正： ２３億円

Ｒ3.11月補正： １億円
１,０２１億円人口減少対策

徳島が先導！グリーンイノベーションの推進

（主な事業） （金額単位：百万円）

Ｇ

Ｘ

デジタル技術の実装！「地域経済の好循環」加速

Ｄ

Ｘ

革新創造・魅力感動とくしまの実装

■ＧＸ関連産業の創出

中小企業振興資金貸付金・GXビジネス促進資金の創設

企業立地促進事業費補助金・GX投資促進事業の創設 1,301

循環経済とくしま・グリーンイノベーション事業 20

ものづくり企業GX推進事業 16

持続可能な社会をつくる「食・ツーリズム」イノベーション創出事業 6

■転職なき移住の推進

複業人材活用進化展開プロジェクト 10

アワーケーション拡大強化プロジェクト（一部2月補正） 23

融資枠
2.8億円

■持続可能な農林水産業の推進

有機農業等産地拡大加速化事業（2月補正） 19

とくしまグリーン栽培転換支援事業（一部2月補正） 13

未来につなぐ水稲生産体制確立事業（2月補正） 3

次代につながる畜産経営モデル事業（2月補正） 6

生産現場における国際規格認証取得支援事業（2月補正） 3

■農林水産業の次世代人材の確保

とくしま林業アカデミープラス人材育成強化事業（一部2月補正） 185

「農作業シェア」で健康増進！労働力支援モデル創出事業 8

■妊娠・出産・子育ての希望がかなう環境づくり

Myライフプランニングサポート事業 17

保育士養成施設に対する就職促進支援事業 2

ダイバーシティ実現！育休推進事業 2

■徳島ならではの新たな魅力創造

○令和４年度全国高等学校総合体育大会推進事業（一部2月補正） 520

○新ホール整備事業 625

DMV阿佐東線モード・チェンジ事業 10

■観光ＤＸによる誘客促進

大阪・関西万博魅力発信体制構築事業（一部2月補正） 41

徳島観光デジタルマーケティング推進事業（2月補正） 105

博物館誘客強化事業 18

■県内産業のＤＸ実装の加速

ものづくり企業DX加速化事業 16

「インフラDX」実装加速化事業 15

道の駅等を拠点とした自動運転サービス導入促進事業 15

■スマート農林水産業の加速化

航空レーザ測量データ利活用推進事業 25

酪農経営DX化促進事業（2月補正） 6

■デジタル社会の基盤強化と人材育成

人に寄り添う
　「とくしまデジタル人材育成プラットフォーム」運営事業 13

○ローカル5Gプロジェクト加速事業 138

■デジタル技術を活用した多様な働き方の推進

とくしまスマートワークプロジェクト 20

○サステナブルワークスタイル推進事業（2月補正） 16

■行政サービスのＤＸの加速

県庁業務デジタル化推進事業（2月補正） 44

道路管理DX統合基盤整備事業（2月補正） 200

メディアミックスを加速させる情報発信事業（2月補正） 4
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ー 「脱炭素×県土強靱化」安全・安心な地域づくり ー

Ｒ4当初：１,４１１億円
Ｒ3.2月補正： ７９億円

Ｒ3.11月補正： １６５億円
１,６５５億円災害列島対策

気候危機を迎え撃つ！脱炭素ロードマップの展開

（主な事業） （金額単位：百万円）

Ｇ

Ｘ

デジタル技術を活用！徳島版SDGsの実践

Ｄ

Ｘ

安全・安心とくしまの実装

■自然エネルギーの最大限導入

太陽光発電等の率先導入及び民間への普及促進事業 19

促進区域に係る環境配慮基準策定事業（2月補正） 20

事前復興・地域マイクログリッド融合事業 5

○ゼロカーボンシティ推進事業 28

■水素グリッド構想の加速

新たな水素供給拠点整備構築事業 50

ゼロカーボン・ドライブ普及促進事業 13

GX実装に向けたCNP計画検討事業 10

■循環経済への移行

海洋ごみ発生抑制に係るプロモーション事業 6

「経済と環境の好循環」による脱炭素社会推進事業 3

■気候変動に適応した新品種・新技術開発

新たな挑戦 技術開発プロジェクト 21

気候変動適応型藻類養殖推進事業 6

■学校教育におけるＳＤＧｓの実装

とくしまGXスクール推進事業 6

新時代「特別支援学校SDGs」創出事業 11

■地域防災ＤＸによる災害対応力の強化

未来志向避難所運営モデル検証事業（2月補正） 8

VR活用災害に強いひと・まちづくり事業（2月補正） 15

■革新技術の現場実装による県土強靱化の加速

被災建築物・宅地判定活動支援システム構築事業（2月補正） 10

○「とくしまゼロ作戦」県土強靱化推進事業（一部2月補正） 149

■医療・介護分野における勤務環境の改善

地域医療勤務環境改善体制整備事業 92

○介護サービス事業所等ICT・介護ロボット導入促進事業 165

■健康長寿とくしまの実現

スポーツDX推進事業（2月補正） 4

○チャレンジ！健康寿命アップ事業（一部2月補正） 14

■世界をリードする消費者行政の展開

世界へ発信！消費者政策「国際拠点化」推進事業 31

○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（2月補正） 6

■ＳＤＧｓ×ＤＸ徳島モデルの実践

オール徳島SDGs推進事業 8

○新しい未来へ！徳島がはじめるSDGs実践プロジェクト 55

■ダイバーシティとくしまの実装

○未来にはばたけ！障がい者就労促進事業 49

ユニバーサルカフェ支え合い促進事業 3

■デジタル技術を活用した相談・見守り体制の強化

虐待防止のためのSNS相談事業 7

県営住宅高齢者見守りサービスモデル事業 2

■若者・女性等へのきめ細やかな支援

ヤングケアラー支援事業 7

妊産婦・乳幼児災害時避難生活安心確保事業 3

■障がい者等の教育環境・支援体制の充実

○新時代対応！国府支援学校整備事業 280

医療的ケア児等支援体制整備事業 15
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 　令和４年度当初予算における財政状況

 
  R元 12.1％ → R2 11.7％ →    R3 11.3％

 
 R2：444億円  →  R3：444億円 → R4：436億円

※県債残高・公債費の目標は、臨時財政対策債及び国の防災・減災、国土強靭化のための
　　３か年緊急対策・５か年加速化対策に係る交付税措置の有利な地方債（新設地方債）分を除く

 
 R2末:4,755億円→ R3末:4,700億円程度→ R4末:4,650億円程度
        

県債残高　　目標：R４年度末　4,800億円未満※

公債費　　目標：R４年度末　440億円未満※

 

  R2末：800億円 → R3末：816億円程度  →  R4：761億円
　　
　　　　　　

財政調整的基金残高　　目標：R４まで800億円以上堅持

（H29～R元決算の３か年平均） （H30～R2決算の３か年平均）

実質公債費比率　　目標：R４まで12％台以下堅持

（当初予算）（見込）（決算）

（決算） （見込） （当初予算編成後）

（決算） （見込） （見込）

（H28～H30決算の３か年平均）

財政構造改革の進捗状況

　指標②　（事後的検証）　

※　行政サービスが借金に頼らずに税金等で
　　実施されていることを示す指標
　　新公会計制度の財務書類Ｈ19～Ｒ元決算値
　　

プライマリーバランス※
       １３年連続黒字

◆健全財政センサー指標の状況

単年度実質公債費比率（四捨五入値）

Ｈ30決算：11.6％→R元決算 11.4％
  → R2決算：11.1％と改善継続　

指標①　（財政悪化の早期検知）

１６か月予算の新型コロナ対策予算と財源

新型コロナ対策の財源確保により、県負担を大幅に軽減！

財源構成 金額（億円）

国
庫
補
助
金

地方創生臨時交付金 51 
緊急包括支援交付金 221 
その他国庫補助金 46 

その他（諸収入、繰入金等） 30 
県負担一般財源 18 

16か月予算区分 金額（億円）

R3.11月補正 59 

R3.2月補正 38　

R4当初予算 269　

合　計 366 

本県及び全国知事会を通じた国への政策提言により、
　全国総額でこれまでに、
　◇地方創生臨時交付金、累計１５.２兆円
　◇緊急包括支援交付金、累計 ６.６兆円 確保の結果

※国のR2.1次補正～R3補正の累計

一般財源総額の確保と質の向上

65

計 2,875 億円 （単位：億円）

計 2,876 億円

今後の積戻しにより800億円確保を目標

総額＋１億円、地方交付税の代わりに措置される「臨時財政対策債」は、
前年度比「▲６９％」過去最少「６５億円」と、一般財源の質が飛躍的に向上！
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令和４年度 ＤＸ関連予算（デジタル社会推進本部）【８２億円】
～誰一人取り残さない「デジタル社会」の実現～

デジタル社会を牽引する徳島から「新次元の分散型国土」を創出！

・ 令和３年９月１日

ＤＸの司令塔である「デジタル庁」創設

・令和３年１１月１１日

「デジタル田園都市国家構想」実現会議発足

背

景

国の動きに即応し，「デジタルとくしま推進プラン」の

「目指すべき社会」実現に向けた取組みを三本柱で加速！

１ 「デジタル社会」の基盤づくり

２ 「未来技術の実装」による課題解決

３ 人にやさしい「デジタル社会」の構築

重

点

事

項

アフターコロナ時代をリードする徳島発の「ＤＸ」実装！

「デジタル社会」の基盤づくり 「未来技術の実装」による課題解決 人にやさしい「デジタル社会」の構築

《遠隔医療体制の充実》

「５Ｇ遠隔医療」地域連携事業 89,000千円【政創】

徳島医療ｺﾝｿｰｼｱﾑへの５Ｇ遠隔医療の拡大 【保福】

県立中央病院ＥＲ棟へのﾛｰｶﾙ５Ｇ導入 【政創・病院】

ｵﾝﾗｲﾝ診療・服薬指導推進事業 112,000千円【保福】

《防災力向上・着実なインフラ整備》
VＲ活用災害に強いひと・まちづくり事業 15.000千円【危機】

「とくしまゼロ作戦」県土強靱化推進事業 148,500千円【危機】

未来志向避難所運営モデル検証事業 8,000千円【危機】

「インフラＤＸ」実装加速化事業 15,000千円【県土】

被災建築物・宅地判定活動支援システム構築事業 9,500千円【県土】

安全・迅速「スマート点検」推進事業 30,000千円【企業】

新

《雇用・福祉サービスの充実》

Society5.0実装化エリア創出事業 20,800千円【政創】

ひとり親家庭就業支援強化事業 4,154千円【未来】

介護サービス事業所等ＩＣＴ・介護ロボット

導入促進事業 165,000千円【保福】

県営住宅高齢者見守りサービスモデル事業 2,000千円【県土】

《スマート自治体推進》
マイナンバーカード取得・普及促進 670,000千円【政創】

「アフターコロナ」を牽引する

「県庁ＤＸ」の具現化 59,000千円【経戦】

ＤＸ推進！革新的業務手法の実装 3,150千円【監察】

《行政サービスの向上》
オール徳島ＳＤＧｓ推進事業 7,500千円【政創】

道の駅等を拠点とした自動運転ｻｰﾋﾞｽ導入促進事業15,000千円【県土】

道路管理ＤＸ統合基盤整備事業 200,000千円【県土】

藍場町地下駐車場プラスＤＸ事業 40,000千円【企業】

《高齢者等のデジタル利活用支援》

ＳＤＧｓの実現に向けた

新次元の消費者政策の加速 55,000千円【危機】

人に寄り添う「とくしまデジタル人材育成

プラットフォーム」運営事業 12,800千円【政創】

《地域の魅力を高める体制強化》
ＤＸを捉えて！消費者政策の

国際拠点化の推進（再掲） 37,300千円 【危機】

オール徳島ＳＤＧｓ推進事業（再掲） 7,500千円【政創】

サテライトオフィスの

誘致・定着支援の強化 28,000千円【政創】
ローカル５Ｇプロジェクト加速事業 138,113千円【政創】

「とくしまＩｏＴプラットフォーム」

利活用モデル推進支援事業 7,800千円【政創】

今こそ「飛好機！再興」事業 70,000千円【県土】

《地域産業の活性化》
大阪・関西万博魅力発信体制構築事業 41,268千円【政創】

徳島観光デジタルマーケティング推進事業 105,000千円【商工】

ものづくり企業ＤＸ加速化事業 16,000千円【商工】

コンテンツ産業好循環構築事業 50,600千円【商工】

ＤＸで成長！「スマート農林水産業」の加速化 217,540千円【農林】

生産性革命を実現する徳島スマート農林水産業推進事業

県産和牛ブランド飛躍事業

酪農経営ＤＸ化促進事業

航空レーザ測量データ利活用推進事業

漁業調査船「とくしま」新船建造事業

《魅力発信とにぎわいづくり》
ＤＸを捉えて！

消費者政策の国際拠点化の推進 37,300千円【危機】

メディアミックスを加速させる情報発信事業 4,000千円【経戦】

「阿波人形浄瑠璃」魅力発信派遣事業 10,000千円【未来】

「吉野川・あわ文化」を巡る文化観光推進事業 34,500千円【未来】

とくしま「ｅスポーツ」推進加速化事業 10,000千円【未来】

図書館ＤＸ推進事業 107,765千円【未来】

博物館誘客強化事業 18,000千円【未来】

新次元のスマート回廊にぎわい創出事業 85,000千円【企業】

《人材育成拠点づくり》
人に寄り添う「とくしまデジタル人材育成

プラットフォーム」運営事業（再掲） 12,800千円【政創】

高齢者の生きがいと健康づくり

推進事業 146,000千円【未来】
※上記の一部

とくしま経営塾「平成長久館」事業 16,500千円【商工】
※上記の一部

《デジタル人材育成の加速》
Society5.0実装化エリア創出事業（再掲） 20,800千円【政創】

人に寄り添う「とくしまデジタル人材育成

プラットフォーム」運営事業（再掲） 12,800千円【政創】

とくしま版DX加速！デジタル人材育成事業 1,900千円【政創】

とくしまスマートワークプロジェクト 20,000千円【商工】

コンテンツ産業好循環構築事業（再掲） 50,600千円 【商工】

《学びを支えるデジタル技術の活用》

ＤＸを活用した私立学校魅力向上推進事業 40,000千円【経戦】

離職者向けオンライン職業訓練推進事業 4,500千円【商工】

本格運用強化！ＧＩＧＡスクール構想の推進 300,304千円【教育】

徳島県ＧＩＧＡスクール構想推進事業

ＧＩＧＡスクール運営支援センター整備事業

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会形成を見据えた「とくしま学びのﾃﾞｰﾀ活用」実証事業

新

新

新

新

新
新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

ＤＸ

新

国 徳島県

令和４年度

に向けて

新

新

新
新

「社会のデジタル化」が

一気に加速！

新

新

新

新

《人材育成》

人材を育み，

誰もが輝く

自己実現可能

な社会

《ＳＤＧｓ》
全ての人に

優しく，

スマートで

持続可能な社会

《安全・安心》
安全安心な

暮らしを

しなやかに

守り抜く社会

《豊かさ実感》

新たな価値が

創造され，

豊かさを

実感できる社会

目指すべき社会

新

新

新

新

新

新

新

令和４年度当初 ５４億円

令和３年度２月補正 １７億円

令和３年度11月補正 １１億円

新

新

（主な事業）
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