
県が策定した計画・構想の一覧表

  

　この情報については，担当所属及び県庁ふれあいセンター（警察関係分を除く）で閲覧ができます。  　　　　　　　　　　

　一部は，県のホームページの計画・構想のカテゴリに概要等が掲載されています。
（令和4年7月1日現在）

NO. 部局名 担当所属名 計画・構想の名称 計画・構想の内容等

1

危機管理環
境部

危機管理政策課 徳島県国民保護計画 いわゆる「国民保護法」に基づき，武力攻撃事態等において，国民
保護措置の総合的な推進に関する事項等を定める

2

危機管理対処指針 危機事象発生時における県民の生命，身体及び財産への被害を防止
及び軽減を図るため，日常における事前対策並びに危機事象発生後
の各段階に応じた応急対策，事後対策の確実な実施を含め，本県に
おける危機管理の基本的枠組みを示すもの

3

徳島県新型インフルエンザ等対策行動計画 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく，本県の新型インフ
ルエンザ等対策の充実・強化を図るための行動計画

4

とくしまゼロ作戦課 徳島県地域防災計画 災害対策基本法に基づき，県の災害対策に関し定めたもの

5

徳島県災害時快適トイレ計画 災害時のトイレ確保や環境改善のための取組を計画的・体系的に整
理し、推進することにより、避難者が安心して過ごせる環境を実現
し、「災害関連死」ゼロを目指すために策定

6

徳島県広域防災活動計画 国の「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計
画」に基づき、南海トラフ巨大地震や中央構造線・活断層地震が発
生した場合の国、県、市町村、自衛隊、消防などが実施すべき役割
をあらかじめ具体的に定めたもの

7

とくしまゼロ作戦課事
前復興室

徳島県復興指針 今後発生が懸念される大規模災害からの迅速かつ円滑な復興の実
現に向け，復興プロセスや事前に取り組むべき準備や実践である
「事前復興」を定めたもの

8

徳島県南海トラフ・活断層地震対策行動計
画

南海トラフ巨大地震及び活断層地震に備え，防災・減災対策を計画
的かつ着実に推進することにより，被害を最小限に抑え「地震に強
いとくしま」を実現するために策定

9

徳島県地震防災緊急事業五箇年計画 「地震防災対策特別措置法」に基づき、地震防災上緊急に整備すべ
き、避難路や緊急輸送道路などの施設について、五箇年間の計画を
作成し、計画的な施設整備等の推進を図るもの

10

徳島県国土強靱化地域計画 平成25年12月に施行された国土強靱化基本法に基づき，「南海トラ
フの巨大地震」をはじめ，いかなる大規模自然災害が発生しても，
「致命的な被害を負わない強さ」と「速やかに回復するしなやか
さ」を持った「災害に強い県土づくり」を実現するために策定

11

徳島県南海トラフ沿いの異常な現象への防
災対応方針

気象庁が発表する「南海トラフ地震に関連する情報」を活用し，地
震・津波からの被害を軽減するため，住民避難について県の防災対
応方針を示したもの

12

消防保安課 緊急消防援助隊徳島県大隊応援等実施計画 緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱に基づき徳島県大隊
等が迅速に被災地に出動し、的確な応援等の活動を実施することを
目的として定めたもの。

13

徳島県緊急消防援助隊受援計画 緊急消防援助隊の応援を受ける場合において、緊急消防援助隊運用
要綱に基づき、緊急消防援助隊が円滑に活動できる体制の確保等を
図るため定めたもの。

14

徳島県消防広域化推進計画 「自主的な市町村の消防の広域化の推進」及び「広域化後の消防の
円滑な運営の確保」について定めたもの。

15

グリーン社会推進課 徳島県気候変動対策推進計画（緩和編） 県全体の温室効果ガスについて，2030年度に2013年度比で50%削減
するための目標及び部門別の取組み（期間R2～R5）

16

環境首都とくしま・未来創造憲章 県民・事業者・行政が，環境の大切さを自覚し，それぞれの役割の
下に，一体となって行動を起こすための指針。また一人ひとりの行
動の規範となるもの。

17

第３次徳島県環境基本計画 本県の将来の環境像と長期的な目標を示し，その実現に向けて取り
組むべき環境の保全・創造のための施策展開の方向性や内容を明ら
かにしたもの。

18

エコオフィスとくしま・県率先行動計画 オフィス活動やサービスの購入，公共建築物の管理等の行政事務の
実施に際し，県庁全体で環境保全に配慮した取り組みを推進し地球
温暖化の原因となる二酸化炭素排出削減を図る。（期間R2～R5）

19

徳島県グリーン調達等推進方針 再生紙の利用や低公害車の導入等のグリーン購入の一層の徹底を図
るため，法に基づく県の推進方針や導入目標を定めたもの（期間
H14～毎年度見直し）

20

生物多様性とくしま戦略 本県固有の生物多様性の保全や，その持続的利活用のための施策・
事業を相互に関連づけ，枠組をつくるための基本的かつ総合的な計
画

21

とくしまビオトーププラン 人と生き物の共生による豊かな環境を作るためのプラン

22

徳島県気候変動対策推進計画（適応編） 気候変動による県民生活の「リスクの低減」と、温暖化の影響のプ
ラス面の「効果的な活用」の両面から、気候変動に適切に対応する
「適応策」に関する本県の基本的指針として策定したもの

23

自然エネルギー立県とくしま推進戦略 「脱炭素社会の実現」や災害に強い「自立・分散型エネルギー社
会」の構築に向け，「2030年自然エネルギー電力自給率・50％」を
目指し、県民，事業者，行政等が一体となって，本県の自然エネル
ギー導入を推進していくために策定。

24

徳島県水素グリッド構想  「一歩先の未来」である「水素社会」の早期実現に向け，
 県全体としての施策や目標等を定めたもの

25

徳島県食品ロス削減推進計画 徳島県における食品ロス削減の推進に関する施策や目標等を定めた
もの

26

徳島県版・脱炭素ロードマップ 徳島県の地球温暖化・脱炭素対策を戦略的に推進するため，重点施
策を新たに設け，具体的な取組みと行程を示したもの
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27

環境指導課 徳島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
に基づく，本県における処理計画

28

徳島県分別収集促進計画（第9期） 容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画
（期間R2～R6）

29

第五期徳島県廃棄物処理計画 廃棄物の減量及びその適正化処理に関する計画（期間R3～R7）

30

徳島県災害廃棄物処理計画 南海トラフ巨大地震や台風等の災害により発生する災害廃棄物の処
理に関する基本的な考え方と方策を示すもの

31

環境管理課 第８次総量削減計画 瀬戸内海の環境保全を目的とした，化学的酸素要求量（ＣＯＤ），
窒素含有量及びりん含有量に係る水質総量規制に係る計画

32

瀬戸内海の環境の保全に関する徳島県計画 瀬戸内海の環境保全について中長期にわたる総合的な計画

33

公共用水域及び地下水の水質測定に関する
計画

水質汚濁防止法第１６条に基づき，本県の公共用水域の水質測定に
関する年度ごとの計画をまとめたもの

34

消費者政策課 徳島県消費者基本計画 県が長期的に講ずるべき消費者政策の大綱とともに，消費者政策の
計画的な推進を図るために必要な事項を定めた計画

35

徳島県交通安全計画 陸上交通安全対策を総合的に実施するために策定した計画

36

徳島県自転車安全適正利用推進計画 社会全体が協働して自転車の安全利用に取り組み,事故のない社会
を目指すために策定した計画

37

徳島県再犯防止推進計画 犯罪をした者等が社会において孤立することなく，再び社会を構成
する一員となることができるよう，国や県，民間団体が連携して支
援を行うため策定した計画

38

徳島県犯罪被害者等支援推進計画 徳島県犯罪被害者等支援条例に基づき，犯罪被害者等支援に関する
基本方針を定めるとともに具体的な施策を体系的に整理し，支援施
策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした推進計画

39

安全衛生課 徳島県食品衛生監視指導計画 食生活の安全性の確保を推進するため，食品の流通，製造・加工の
状況，衛生上の問題発生状況をふまえた，重点的かつ効果的な監視
指導を行うための計画

40

徳島県食の安全・安心基本指針 食の安全・安心の確保に関して，消費者の健康保護を最優先に，生
産から消費に至る一貫した安全対策を総合的に推進していくための
基本的な考え方や施策の方向性を示したもの

41

徳島県広域火葬計画 徳島県地域防災計画に基づき，災害等発生時における広域火葬の円
滑な実施及び遺体の適正な取り扱いを確保するための計画

42

徳島県食品表示適正化基本計画 食品表示の適正化に関する施策について、計画的かつ効率的に推進
し、県民の健康保護と消費者に信頼される県産食品の生産及び振興
を図るため、中期的な施策の目標や具体的な取組を定めたもの。

43

徳島県水道ビジョン 将来の本県における水道のあり方を設定するとともに，持続可能
な水道の運営基盤が確立できるような取組を示す。

44

動物愛護管理センター 徳島県動物愛護管理推進計画 県が実施する動物愛護及び管理に関する施策や目標を明確化し，目
標達成のための手段や実施主体の設定を行い，施策をより具体的に
遂行することを目的とした計画。

45

政策創造部 総合政策課 「未知への挑戦」とくしま行動計画 「国難打破！未知の世界の羅針盤・とくしまの実現」に向け，本県
が目指すべき将来の姿と、その実現に向けて取り組む施策を示した
総合的な計画。（期間：令和1(2019)～令和4(2022)年度の4年間）

46

徳島教育大綱 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、本県における
教育、学術、文化及びスポーツの振興について、その目標や今後、
推進していくための方針を定めたもの（令和元年度～令和4年度）

47

市町村課 徳島県離島振興計画 県内離島地域の振興計画（期間H25～H34）

48

徳島県市町村合併支援プラン 国の市町村合併支援プランと歩調を合わせた県独自が行う支援につ
いてのプラン

49

徳島県山村振興基本方針 本方針は，山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第７条の２の規
定に基づき定めるものであり，本県の山村振興対策の大綱を示すと
ともに，市町村が山村振興計画を定める際の指針となるもの。

50

徳島県過疎地域持続的発展方針 本県の過疎対策の方向を示すとともに，県及び市町村の「過疎地域
持続的発展計画」の指針となるもの（期間：令和３年度～令和７年
度）

51

徳島県過疎地域持続的発展計画 本県過疎地域の持続的発展を図るため，県が講じようとする措置の
内容を定めたもの（期間：令和３年度～令和７年度）

52

とくしまぐらし応援課 とくしま人口ビジョン 本県の人口の現状を分析し，今後目指すべき将来の方向性と人口の
将来展望を提示するもの。

53

vs東京「とくしま回帰」総合戦略 「とくしま人口ビジョン」で描く将来展望に向け，人口減少の克服
と東京一極集中の是正に向けた施策の方向性を位置づける計画

54
デジタルとくしま推進
課

デジタルとくしま推進プラン とくしま版ＤＸを推進するための本県の総合的なデジタル戦略

55

経営戦略部 人事課 とくしまスマート県庁推進プラン
～Society5.0を先取り～

未来技術の積極的な利活用等により、持続可能な行財政基盤を構築
し、夢や希望あふれる徳島の実現と職員が働きやすい職場環境の実
現を目指した新たな行財政改革プラン

56

財政課 財政構造改革基本方針 政策創造と健全財政の両立を図り、｢未来投資｣を支える｢持続可能
な財政基盤｣の確立に向けた取組みを推進するための基本方針

57

スマート県庁推進課 業務・システム最適化ガイドライン～デジ
タル社会の実現を目指して～

行政の簡素・効率化と県民サービスの向上を目指した「業務・シス
テム最適化」を進めるための基本的な方向を定めたガイドライン

58

徳島県電子申請・届出システムオンライン
利用促進計画

電子申請・届出システムにおける県手続のオンライン利用促進に関
する基本的な方針を定めたもの

59
未来創生文
化部

ダイバーシティ推進課 とくしま国際フレンドシップ推進指針 多文化共生のまちづくりや国際交流・協力等の国際化施策を進める
にあたっての指針
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60

とくしま国際フレンドシップ憲章 多文化共生社会の推進や地域の国際化，活性化等を図るため，外国
人を含めた県民・事業者・行政が一体となって取り組むための行動
指針

61

とくしまユニバーサルデザイン基本指針 徳島県におけるユニバーサルデザイン推進のための基本指針

62

ダイバーシティとくしま推進方針 本県のめざすべきダイバーシティ社会の理念と方向性を示した方針

63

男女参画・人権課 徳島県人権教育・啓発に関する基本計画 様々な人権問題の解決に向け，人権教育・啓発に関する施策を総合
的かつ計画的に推進するための基本計画

64

同和問題の解決に向けて（基本方針） 平成14年度以降において，同和問題を早期に解決し，人権が尊重さ
れた社会を実現するための基本方針

65

　 誰もが輝く『未知のとくしま』創生プラン
～徳島県男女共同参画基本計画（第４次）
～

徳島県の男女共同参画行政を総合的に推進するための計画
（期間R1～R4）

66

　 配偶者暴力防止及び被害者保護に関する徳
島県基本計画

総合的に配偶者からの暴力の問題に取り組むことを目的に策定した
基本計画

67

次世代育成・青少年課 とくしま青少年プラン２０２２ 青少年の健やかな成長と円滑な社会生活の実現を目指し，青少年健
全育成施策の基本指針として策定した計画（期間R4～R8）

68

徳島県次世代育成支援行動計画「第２期徳
島はぐくみプラン（後期計画）」

次世代育成支援対策事業について積極的な施策を総合的に推進する
ため，基本理念や主要課題を掲げるとともに，主要課題の施策の方
向及び重点目標を掲げた計画

69

徳島県ひとり親家庭等自立促進計画 ひとり親家庭等が仕事と子育てを両立しながら自立することを支援
するため，母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき策定する計画

70

徳島はぐくみ子育て憲章 県民・事業者・行政がそれぞれの役割の下に，一体となって少子化
対策に取り組むための行動指針として制定した憲章

71

第二期徳島県子ども・子育て支援事業支援
計画

子ども・子育て支援法第６２条第１項に基づく，教育・保育及び地
域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保等に関する計画

72

徳島県社会的養育推進計画「徳島こども未
来応援プラン」

新しい社会的養育ビジョンに基づき，取り組むべき社会的養育の考
え方や在り方を定めた計画

73

文化・未来創造課 徳島県文化芸術推進基本計画 令和元年度から５年度までを計画期間とする本県の文化芸術の振興
に関する基本計画

74

スポーツ振興課 徳島県スポーツ推進計画 本県スポーツを取り巻く社会の現状と課題を踏まえ，今後の本県ス
ポーツ推進の基本的な方向性を示すもの。

75

徳島県鳴門総合運動公園野球場整備基本計
画

「徳島県鳴門総合運動公園野球場」（愛称:オロナミンC球場）は，
1973（昭和48）年12月の開場以来，48年が経過し，球場内各所に壁
面のクラックや雨漏りが生じるなど，老朽化が進行しており，今後
も引き続き安全・安心な球場として利用を続けていくために，どの
ような対応を行うべきか検討が必要な状況にありました。また，
「ユニバーサルデザイン」への対応，夏場における暑さ対策として
の「諸室への空調整備」や，近年競技人口が増加している「女子野
球競技」への対応など，球場建設当時には想定していなかった，社
会状況の変化に応じた機能拡充が求められているところです。この
ような課題を解決し，今後も長きにわたって本球場が本県野球界の
発展に貢献し，県内の子どもや球児達が夢や希望をいだくことがで
きるような，まさに「シンボル」として在り続けるために必要な整
備を行うことを目的として，令和4年3月31日に「徳島県鳴門総合運
動公園野球場整備基本計画」を策定しました。

76

保健福祉部 保健福祉政策課 徳島県自殺対策基本計画（第２期） 平成３１年度から２０２３年度までを計画期間とする本県の自殺対
策に関する基本計画

77

とくしま“福祉のきずな”サポートプラン
（徳島県地域福祉支援計画）〈第３期〉

広域的な見地から市町村の地域福祉の推進を支援するための県の取
組みについて基本的な考え方・方針を示した計画

78

国保・自立支援課 第３期徳島県医療費適正化計画 県民の健康の保持，医療資源の効率化等，高齢化による医療費の伸
びを緩やかにするための計画（期間H30～H35）

79

医療政策課 第７次徳島県保健医療計画 平成30年度から向こう６カ年を計画期間とする本県の保健医療に関
する基本計画

80

健康づくり課 健康徳島２１ 平成30年度から6年間を計画期間とし，「健康寿命の延伸と健康格
差の縮小」を重点目標として「生涯健康とくしま」を目指した徳島
県健康増進計画

81

徳島県歯科口腔保健推進計画 平成30年度から6年間を計画期間とし，県民一人ひとりのライフス
テージに応じた歯と口腔の健康づくりや推進体制等の具体的施策を
示した計画

82

徳島県がん対策推進計画 平成30年度から6年間を計画期間とする徳島県のがん医療，がんの
予防およびがんの早期発見などのがん対策を推進するための計画

83

徳島県アルコール健康障がい対策
推進計画

平成30年度から35年度までを計画期間とする本県のアルコール健康
障がい対策に関する計画

84

徳島県ギャンブル等依存症対策推進計画 令和2年度から5年度までを計画期間とする本県のギャンブル等依存
症対策に関する計画

85

徳島県循環器病対策推進計画 令和3年度から5年度までを計画期間とし、循環器病の予防、循環器
病患者に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制充実
等、循環器病対策に関する計画

86

感染症対策課 徳島県肝炎対策推進計画 平成30年度から6年間を計画期間とする徳島県の肝炎治療、肝炎ウ
イルス検査などの肝炎対策を推進するための計画

87

徳島県感染症予防計画 平成29年度に改定した感染症の発生の予防及びまん延の防止のため
の施策の実施に関する基本的な計画

88

薬務課 徳島県献血推進計画 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第10条第5項の規
定に基づき策定した計画

89

長寿いきがい課 徳島県高齢者保健福祉計画・介護保険事業
支援計画

市町村等が行う介護保険事業の円滑な実施を支援し，高齢者保健福
祉水準の向上を総合的に図る計画（期間R3～R5）

90

障がい福祉課 徳島県障がい者施策基本計画〈中間見直し
版〉

平成30年度から令和5年度までを計画期間とし，障害者基本法に基
づく県障がい者計画，障害者総合支援法に基づく県障がい福祉計画
及び児童福祉法に基づく県障がい児福祉計画を統合し，かつ「障が
いのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例」の実施計画と
して，本県の障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するための基
本的な計画

91

発達障がい者総合支援
センター

徳島県発達障がい者総合支援プラン（第2
期）

平成31年度から令和4年度までを計画期間とし，発達障がい者
（児）の自立と社会参加を目的として，医療，福祉，教育及び就労
の各機関が連携を図り，発達障がい者（児）及びその家族への支援
を総合的，計画的に実施するための基本方針，支援施策等を定めた
もの。
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92

商工労働観
光部

商工政策課 とくしま小規模企業振興憲章 小規模企業が本県の振興・発展と私たちの生活に密接に関係してい
ることを一人ひとりが改めて認識し，県民総ぐるみで支え，地域が
持続的に発展できるようにするため，小規模企業を応援する指針と
なる憲章

93

新未来産業課 徳島県知的財産推進指針 知的財産の創造，保護，活用を推進し，「知的創造サイクル」の確
立を目指すための推進指針

94

次世代ＬＥＤバレイ構想 ＬＥＤ関連産業をはじめ本県産業の更なる成長と飛躍に向け、次世
代の光が持つ可能性を活かした新産業の創出と優れた研究開発人材
の好循環を目指し策定した構想

95

労働雇用戦略課 とくしま障がい者雇用促進行動計画(第5
期)

障がいのある人に対する理解を深めるとともに、障がい特性に応じ
た就労支援の拡充により、さらなる障がい者雇用の促進を実現する
ための行動計画

96

産業人材育成センター 第１１次徳島県職業能力開発計画 職業能力開発に関する基本計画（期間R3～R7）

97

観光政策課 徳島県観光振興基本計画（第３期） 徳島県観光振興基本計画（第３期）

98

とくしま県産品振興戦略（第３期） とくしま県産品振興戦略（第３期）

99
農林水産部 農林水産政策課 徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計

画
食料の確保及び農林水産業の振興等に関する基本的な計画で，総合
的かつ長期的に講ずべき施策についての基本的な方針

100
農業振興地域整備基本方針 農業振興地域の指定，市町村が定める農業振興地域整備計画の策定

に際し，その基準ないし基本となるべき事項を定めたもの

101

もうかるブランド推進
課

徳島県果樹農業振興計画 令和１２年度を目標とした果樹の振興方針を定めたもの

102
徳島県食育推進計画（第４次） 食育基本法第１７条第１項に基づく、県の食育推進を図るための計

画(令和３年から令和７年)

103
新時代を拓く　とくしまブランド戦略 基本方針や戦略の体系等を定めたもの

104

徳島県水田収益力強化ビジョン 経営所得安定対策等実施要綱に基づき，本県の水田農業等におけ
る作物振興の方向性を示した構想

105

徳島県エシカル農業推進計画 有機農業やGAP等「エシカル農業」について，令和５年度末を目標
とした推進方針をまとめたもの

106

徳島県花き振興計画 令和７年度を目標とした花きの振興方針を定めたもの

107

鳥獣対策・ふるさと創
造課

第13次徳島県鳥獣保護管理事業計画 国の基本指針に即して，鳥獣保護管理事業の実施に関して県知事が
策定した計画

108

第5期徳島県ニホンジカ適正管理計画 生息数が著しく増加しているニホンジカについて，その生息状況を
勘案して管理を図るための計画

109

第5期徳島県イノシシ適正管理計画 生息数が著しく増加しているイノシシについて，その生息状況を勘
案して管理を図るための計画

110

第3期徳島県ニホンザル適正管理計画 生息数が著しく増加しているニホンザルについて，その生息状況を
勘案して管理を図るための計画

111

畜産振興課 徳島県家畜・鶏改良増殖計画 家畜改良増殖法の規定に基づき目標年における本県の家畜及び鶏の
改良増殖目標等を定めたもの

112

徳島県酪農・肉用牛生産近代化計画書 令和１２年度を目標とした本県の酪農及び肉用牛の近代化を図るた
めの基本計画

113

家畜排せつ物の利用の促進を図るための計
画

令和１２年度を目標とした本県の家畜排せつ物の利用の促進を図る
ための計画

114

徳島県における獣医療を提供する体制の整
備を図るための計画書

令和１２年度を目標とした本県の獣医療を提供する体制の整備を図
るための計画

115

とくしま畜産成長戦略 令和７年度年度を目標とした本県畜産業の振興方針を定めたもの

116

徳島県飼養衛生管理基準指導等計画 令和３～５年度の本県の飼養衛生管理指導等計画（飼養衛生管理に
係る指導等の実施に関する計画をいう。）

117

スマート林業課 吉野川地域森林計画 全国森林計画に即して，森林計画区に係る民有林を対象に県知事が
策定した計画

118

那賀・海部川地域森林計画 全国森林計画に即して，森林計画区に係る民有林を対象に県知事が
策定した計画

119

特定間伐等の実施の促進に関する基本方針 国の特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針
に即して，県内民有林において促進すべき間伐等の目標を定めた基
本方針

120

水産振興課 栽培漁業基本計画 令和３年度を目標とした水産動物の種苗の生産及び放流，水産動物
の育成に関する基本計画

121

とくしま水産創生ビジョン（第2期） 水産行政を推進する上での基本となり,漁業者をはじめとする,すべ
ての関係者の共通目標となる計画的かつ総合的な指針

122

徳島県漁業版事業継続計画＜県漁業版BCP
＞

南海トラフ巨大地震等による大規模災害発生に備え、漁業者の命の
確保を最優先に、いち早く漁業を復興させることを目的とする計画

123

農林水産総合技術支援
センター 経営推進課

徳島県立農林水産総合技術支援センター研
究開発実行計画

目標年次に向け研究の推進方向を明確にし，研究の重点化・効率
化を目指す計画

124

農山漁村振興課 徳島県農業版業務継続計画（農業版BCP） 南海トラフ巨大地震の津波や中央構造線を震源とする地震により農
地・農業用施設が被災した場合にあっても，応急復旧や円滑な営農
再開がなされるよう，県及び関係団体の必要な取組みを定めた計画

125

県土整備部 建設管理課 建設工事従事者の安全及び健康の確保並び
に処遇の改善に関する徳島県計画

｢建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律｣に基づ
き徳島県計画を策定

126

用地対策課 徳島県土地利用計画 国土利用計画法に基づき，「県土の利用の基本方針」や「用途別の
土地利用の調整方針」等について一体的に整理したもの

127

高規格道路課 徳島県自転車活用推進計画 本県の自転車を取り巻く現状や課題、それらを解決するべき施策を
明確化し，自転車の活用を総合的かつ計画的に推進するための計画

128

徳島県新広域道路交通ビジョン 概ね20～30年間の中長期的な視点で、地域の将来像を見据えた広域
的な道路交通の今後の方向性を定め、広域道路ネットワーク計画等
を策定する際の基本とするもの

129

徳島県新広域道路交通計画 ビジョンで示した方針に基づき策定した、平常時・災害時及び物
流・人流の観点を踏まえた具体的なネットワーク計画
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130
道路整備課 徳島県道路啓開計画 南海トラフ等の大規模地震発生後に、迅速に緊急車両等が通行でき

るよう啓開計画を定めたもの

131
住宅課 徳島県住生活基本計画 徳島県の住宅行政にかかる基本計画

132
徳島県耐震改修促進計画 県の建築物耐震化促進に関する基本計画

133
徳島県賃貸住宅供給促進計画 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画

134

水管理政策課 とくしま流域水管理計画 「徳島県治水及び利水等流域における水管理条例」に基づき，県の
全域における30年先の将来像を描いた水管理を，総合的かつ計画的
に推進するための計画

135

　 河川整備課 吉野川水系三好西部圏域河川整備計画（変
更）

三好西部圏域の県管理河川の整備計画（期間H25～R4）

136

　 吉野川水系旧吉野川圏域河川整備計画（変
更）

旧吉野川圏域の県管理河川の整備計画（期間H27～R11）

137

　 二級河川苅屋川水系河川整備基本方針 苅屋川水系について治水，利水，環境面から河川の総合的管理が確
保できるよう定めたもの

138

　 二級河川福井川水系河川整備計画（変更） 福井川水系の整備計画（期間H27～R26）

139

　 二級河川奥潟川水系河川整備基本方針 奥潟川水系について治水，利水，環境面からの総合的管理が確保で
きるように定めたもの

140

　 二級河川福井川水系河川整備基本方針（変
更）

福井川水系について治水，利水，環境面からの総合的管理が確保で
きるように定めたもの

141

　 二級河川明神川水系河川整備基本方針 明神川水系について治水，利水，環境面からの総合的管理が確保で
きるように定めたもの

142

　 二級河川打樋川水系河川整備基本方針 打樋川水系について治水，利水，環境面からの総合的管理が確保で
きるように定めたもの

143

那賀川水系河川整備計画 那賀川水系の整備計画

144

二級河川勝浦川水系河川整備基本方針 勝浦川水系について治水，利水，環境面からの総合的管理が確保で
きるように定めたもの

145

二級河川立江川水系河川整備計画 立江川水系の整備計画（期間H23～R12）

146

二級河川立江川水系河川整備基本方針 立江川水系について治水，利水，環境面からの総合的管理が確保で
きるように定めたもの

147

二級河川宍喰川水系河川整備計画 宍喰川水系の整備計画（期間H23～R12）

148

二級河川宍喰川水系河川整備基本方針 宍喰川水系について治水，利水，環境面からの総合的管理が確保で
きるように定めたもの

149

吉野川水系中央南部圏域（飯尾川）河川整
備計画

中央南部圏域（飯尾川）の県管理河川の整備計画（期間H19～R8）

150

吉野川水系中央南部圏域（飯尾川除く）河
川整備計画

中央南部圏域（飯尾川除く）の県管理河川の整備計画（期間H24～
R13）

151

海部灘沿岸 海岸保全基本計画 海部灘沿岸の海岸保全施設の整備に関する基本的な事項を定めたも
の

152

紀伊水道西沿岸 海岸保全基本計画 紀伊水道西沿岸の海岸保全施設の整備に関する基本的な事項を定め
たもの

153

讃岐阿波沿岸 海岸保全基本計画 讃岐阿波沿岸の海岸保全施設の整備に関する基本的な事項を定めた
もの

154

吉野川水系新町川圏域河川整備計画 新町川圏域の県管理河川の整備計画（期間H26～R10）

155

二級河川海部川水系河川整備基本方針 海部川水系について治水，利水，環境面から河川の総合的管理が確
保できるよう定めたもの

156

二級河川海部川水系河川整備計画(変更） 海部川水系の整備計画（期間R3～R22）

157

吉野川水系美馬圏域河川整備計画 美馬圏域の県管理河川の整備計画（期間H28～R17）

158

二級河川勝浦川水系河川整備計画 勝浦川水系の整備計画（期間H30～R29）

159

二級河川苅屋川水系河川整備計画 苅屋川水系の整備計画（期間H30～R19）

160

二級河川神田瀬川水系河川整備基本方針 神田瀬川水系について治水，利水，環境面から河川の総合的管理が
確保できるように定めたもの

161

二級河川日和佐川水系河川整備基本方針 日和佐川水系について治水，利水，環境面から河川の総合的管理が
確保できるように定めたもの

162

吉野川水系中央北部圏域河川整備計画 中央北部圏域の県管理河川の整備計画（期間R2～R31）

163

二級河川神田瀬川水系河川整備計画 神田瀬川水系の整備計画（期間R3～R32）

164

二級河川日和佐川水系河川整備計画 日和佐川水系の整備計画（期間R3～R32）

165

勝浦川水系流域治水プロジェクト 河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

166

明神川水系・大浦川水系・櫛木川水系・粟
田川水系流域治水プロジェクト

河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

167

立江川水系・太田川水系流域治水プロジェ
クト

河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

168

福井川水系・鵠川水系・椿川水系流域治水
プロジェクト

河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

169

日和佐川水系・奥潟川水系流域治水プロ
ジェクト

河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

170

牟岐川水系・瀬戸川水系・東谷川水系流域
治水プロジェクト

河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

171

海部川水系・江川水系流域治水プロジェク
ト

河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

172

大須川水系・折野川水系流域治水プロジェ
クト

河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

173

神田瀬川水系流域治水プロジェクト 河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

174

苅屋川水系・幾島川水系・落合川水系流域
治水プロジェクト

河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの
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175

打樋川水系流域治水プロジェクト 河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

176

伊座利川水系・志和岐川水系・阿部東川水
系流域治水プロジェクト

河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

177

田井川水系・木岐川水系・喜多地川水系・
田井川水系流域治水プロジェクト

河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

178

古江川水系・内妻川水系流域治水プロジェ
クト

河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

179

鯖瀬川水系・伊勢田川水系・粟の浦川水
系・浦上川水系流域治水プロジェクト

河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

180

宍喰川水系流域治水プロジェクト 河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

181

野根川水系流域治水プロジェクト 河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が協働して行う治水対策を
水系でとりまとめたもの

182

砂防・気候防災課 徳島県水防計画 水防法の趣旨に基づき，災害時における河川・海岸・港湾等での水
防体制の確立のため，年度ごとに定めたもの

183

水・環境課 とくしま生活排水処理構想２０１７ 生活排水処理施設の整備を効率的かつ計画的に推進するための指針
となるもの

184

とくしま生活排水処理推進戦略 「とくしま生活排水処理構想2017」に掲げた市町村ごとの整備目標
が着実に実行されるために策定

185

徳島県流域下水道事業経営戦略 下水道サービスの安定的かつ持続的な提供と経営基盤の強化に向け
た中期的な経営の基本計画

186
運輸政策課 徳島小松島港港湾計画 港湾の開発，利用及び保全に関しての指針となる基本的な計画

187
橘港港湾計画 港湾の開発，利用及び保全に関しての指針となる基本的な計画

188

徳島空港周辺整備基本計画 徳島飛行場拡張整備事業と併せて県が実施する空港周辺整備事業の
基本方針及び導入施設等を定めた計画

189

監察局 監察評価課 徳島県が保有する特定個人情報等の適正管
理に関する基本方針

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律に基づく特定個人情報等に係る安全管理措置として定めた徳
島県が保有する特定個人情報の適正管理に関する基本方針

190

南部総合県
民局

地域創生防災部 南部防災拠点基本構想 県南部の災害対応能力の向上を目的として，災害活動拠点に必要な
機能を有する「南部防災拠点」についての基本構想

191

地域創生防災部 徳島県南部圏域振興計画 県南部圏域（阿南市，那賀郡，海部郡）の現状や課題を踏まえ，そ
の特性を活かしながら圏域県民とともに地域振興を推進していくた
めの指針として策定した計画

192

西部総合県
民局

地域創生観光部 徳島県西部圏域振興計画 西部総合県民局，管内市町，地域住民が連携して，地域の特性を活
かし効率的かつ効果的に圏域の振興を図るため取り組むべき方向や
仕組みを示す計画

193

企業局 経営企画戦略課 徳島県企業局経営計画 企業局が，地方公営企業の基本原則に基づき，計画的かつ効率的な
経営を進めていくための経営方針（計画期間　平成２９年度から令
和８年度までの１０年間）

194

病院局 経営改革課 徳島県病院事業経営計画（第２期）
～地域医療を未来へつなぐ県立病院改革プ
ラン～

令和７年度までの県立病院事業の取組方針などを示した病院経営の
指針となるもの

195

教育委員会 教育政策課 とくしまの学校における働き方改革プラン
（第２期）

第１期プランの成果と課題を踏まえ、学校における働き方改革を更
に推進するため、プランの改定を行い、取組内容を進化・拡充させ
るもの。

196

コンプライアンス推進
室

徳島県教育振興計画 第３期 「徳島教育大綱」で明確にされた基本方針等に基づき，今後講ずる
べき施策等を示した本県教育の行動計画（平成30年度～令和4年
度）

197
施設整備課 徳島県立学校施設長寿命化計画 県立学校施設の基本的な整備方針等を定めたもの

198

教育創生課 徳島県農工商教育活性化・魅力化方針 本県農工商教育の活性化・魅力化に向けた方針

199

人権教育課 徳島県人権教育推進方針 すべての人の基本的人権が尊重される社会づくりをめざし，より
一層総合的視野に立った人権教育を推進するために作成した指針

200

徳島県いじめの防止等のための基本的な方
針

いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため
に定めた基本的な方針

201
生涯学習課 徳島県子どもの読書活動推進計画［第四次

推進計画]
すべての子どもが自主的に読書活動を行うことができる環境の整備
の推進に関する計画

202

徳島県読書バリアフリー推進計画 視覚障がい者等の読書環境を整備・充実させることにより、障がい
の有無に関わらず、全ての県民が等しく文字・活字文化の恵沢を享
受できる社会の実現を図るための計画

203
警察本部 情報発信課 徳島県警察運営指針及び運営重点 警察行政の重点施策等をまとめたもの

204

警察署再編整備等総合計画 今後の警察組織の在り方や，これに密接に関連する警察施設の整備
等に関し，概ね１０年間の中長期的計画として策定した「組織体制
の見直し等の『大綱方針』」を，さらに具体的に推進するための計
画
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