令和４年４月３０日

アフターコロナ徳島戦略
～「日本の未来社会」を徳島からデザイン～

徳島県知事

飯泉嘉門

内 容
「アフターコロナ」への挑戦
１ 「新型コロナウイルス感染症」との闘い
２ 「災害列島」を迎え撃つ
３ 「人口減少」の処方箋
４ DXの実装（デジタル社会の実現）
５ GXの実装（グリーン社会の実現）
６ アフターコロナ徳島戦略

②

「アフターコロナ」への挑戦
対応 → 収束 → 新価値創造へ！
「３つの国難」
①新型コロナ感染症
変異株の影響

ＤＸ
（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）

ＧＸ

②災害列島

異常気象の頻発化

（ｸﾞﾘｰﾝﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）

③人口減少
大都市部への
人口集中の脆弱性

「３つの国難」に対し、
「２つのＸ(DX・GX)」
を活用し克服！

大阪・関西万博＝絶好のＰＲ！
～未来社会の実験場～
③

１ 「新型コロナウイルス感染症」との闘い
感染防止対策
◆ 「現場に即応！」感染対策の創設

◆ ワクチン接種の加速

○「まん延防止等重点措置」の創設

○児童等利用施設職員及び施設利用者の
同居家族へのワクチン接種

・大臣に対し直接提言
「現場の実情に応じ、
地域を絞った対策の創設を！」

・「緊急事態宣言並み」の強い措置
・「知事」がトリガー（引き金）を保持

R3.2.13
施行

R3.3.19～

・「接種券」なしの特例接種を、施設職員に加え、
利用者の同居家族にも拡充（R4.3）
・市町村を補完
県における大規模集団接種
累計97,321回接種
アスティとくしま ＋4会場で接種可能に！

◆ 第６波への対応
◆ 「感染対策と社会経済活動」の両立

○変異株の早期探知

○「WITHコロナ新生活様式」導入応援助成金 ・県独自ゲノム解析スタート！
・「スマートライフ対応」を３つのコースで支援

R3.12.1～

次世代シーケンサー配備により、 BA2、XEも検出可能
従来手法「１か月」→「１週間」に大幅短縮！

①100万円：「概ね10人以上」が集う施設の改修
② 50万円：オフィス間仕切り、空気清浄機設置
③ 20万円：デリバリーシステム導入

○「潜在陽性者」の早期発見と不安の防止

→8,400件超

○高齢者施設等における集中的な頻回検査

約30億円の助成
間仕切りの設置

・無料の帰省前PCR検査
・薬局等での一般検査
→感染不安のある無症状のすべての県民対象

・小学3年生以下の子どもを有する職員対象 R4.4.25～
・GW明けすべての職員対象 R4.5.9～

④

社会経済活動
◆ 国の「持続化給付金」創設誘引

◆ 「業と雇用を守る」経済対策

○全国初「融資額連動型・給付金」

○「コロナ対策三ツ星店」
①「ガイドライン実践店」ステッカー
コロナ対策
三ツ星店ステッカー
②とくしまコロナお知らせシステム
③「抗原検査キット」による従業員の検査
→国の制度(ジャパン・スタンダード)に！

R2.3.10

・融資額の10%・100万円を上限

→本県制度をベースに
「当面の融資・当座の給付」
を安倍総理に直接提言
R2.3.10 国と地方の協議の場

○「とくしまプレミアム交通券」
～交通事業者への支援～
・バス、鉄道、タクシー、航空機等を
「おトク(2,500円で5,000円分)」にご利用！
・利用期間 「3月11日～11月30日まで」
使い残した交通券も新交通券に交換可能！

持続化給付金創設
（中小企業200万円/個人事業者100万円）

◆ 「地域に即した」社会経済活動支援

◆ 第６波への対応

○「緊急経済対策」閣議決定

○徳島県「事業継続応援金」
～県独自の応援金制度～

R2.4.7

・「地方創生臨時交付金」の創設(1兆円)

予算総額32億円

・最大「法人40万円」「個人20万円」
申請受付数9,057件
・売上30％以上減少で対象
・国の「事業復活支援金(全国知事会の提言で
創設)」との併給も可能！
→併せて最大「法人140万円」「個人70万円」

→（最終15.2兆円に！）＋今回1兆円！
・「緊急包括支援交付金」の創設(0.15兆円)
→（最終6.6兆円に！）

本県の提言が国の制度を誘引・加速！

⑤

２ 「災害列島」を迎え撃つ
◆防災・減災、国土強靭化の実装へ

◆ 防災・減災、国土強靱化の充実

○政府主催「全国都道府県知事会議」(R元.11.11)

○国と地方の協議の場

・「防災・減災、国土強靱化３か年・

・「防災・減災、国土強靭化」３か年でなく5か年で！

緊急対策(H30～R2)」延長を要望

地方６団体を代表して菅総理に直接提言

→安倍総理から、

R3～R7年度

「地方創生に日本の未来を
託したい」との強い決意

◆吉野川

(R2.10.13)

→「15兆円・5か年
加速化対策」創設！

内閣官房 内閣広報室 提供

◆那賀川 「再度災害防止」の実践へ

悲願である「無堤地区の解消」へ

○「吉野川水系河川整備計画」変更(H29.12)

再度災害防止：同等規模の災害が再び起きても
同被害にならないよう機能向上

・岩津下流での一連築堤が完成！
→勝命堤防締切り(R3.7)
→今後10年間で
岩津上流の全無堤地区(10か所)
事業着手！

加茂第二地区

◆飯尾川

和食・土佐地区

徳島発「災害予防の提言」が全国へ

・三位一体改革（H16）による
「国庫補助負担金」見直し→地方に不利！
【対策】災害予防を国に提言
→「災害予防事業の創設(H17補正)」

→「床上浸水対策」（H27～）
・那賀町和食・土佐地区
・阿南市加茂地区
→R3年3月 築堤完成！

・国が角ノ瀬排水機場予算化(H17補正)
四国最大級の排水ポンプ設備(毎秒20トン)
・住民悲願！加減堰右岸撤去完了(H25.11)

加減堰

⑥

「命の道」の整備を加速

「命の道」：徳島が「南海トラフ対応」のために命名

◆ 「徳島南部自動車道」の整備促進
① 「徳島津田IC」 ～「徳島沖洲IC」 の開通！
※県政上初「地域活性化ＩＣ(県が整備)」の導入
→国から早期の完成年次(R2末)が提示！
・津田地区
IC直結の「新たな産業団地」を整備
南海トラフの津波を防ぐ「陸の防潮堤」の機能も！
・沖洲地区
「耐震強化岸壁」の整備（H27.3）
オーシャントランス(株)本店が北九州から移転
→「海の玄関口」に

②「徳島JCT」～「徳島沖洲IC」
３月21日開通！

・昨年開通の「沖洲・津田」地区が
全国の高規格道路ネットワークに直結
さらに松茂スマートICから「徳島阿波おどり空港」へ

→「四国の新たなゲートウェイ」となる

③「立江櫛渕IC(小松島市)」～「阿南IC」
「地域活性化IC
（県内２箇所目）」を
活用し、
「立江櫛渕IC～
阿南IC」
先行供用を目指す！

小松島ＩＣ

小松島市

立江櫛渕ＩＣ
阿南市

阿南ＩＣ

◆ 「徳島自動車道」4車線化が実現
・連続対面通行区間(全国２位の延長)
「藍住・川之江東間(55km)」が
優先整備区間に選定！
・阿波ＰＡ付近の

阿波PA付近

「連続する約10km」が4車線に！

「陸・海・空の結節点」
誕生！

→今後、連続26kmの4車線化へ！

⑦

３ 「人口減少」の処方箋
「新次元の分散型国土」の創出
◆ 新型コロナによる「リスクの顕在化」
○大都市部への「過度な人口集中（３密）」
・就職・転職サイトアンケート（主に20代若手を対象）

令和２年６月４日全国知事会議
「コロナを乗り越える日本再生宣言」

「地方への転職」希望
（R2年5月） 36.1%→（9月）65.8%

「新次元の分散型国土」
創出を提唱
（３つの処方箋）

※東京都から徳島県への人口移動の加速
（2020年→2021年）

人口移動増加率 全国第３位（＋9.5%）
１位：山梨(＋13.9%) ２位：奈良(＋9.7%)

未来社会をデザイン

① 中央省庁「本庁機能」の地方移転
○明治開闢以来初！
「消費者庁新未来創造戦略本部」
次は京都府への文化庁移転（R4年度中）

② 大企業の地方分散
○徳島発「サテライトオフィス」から！
→国策として全国展開へ

③ 地方大学の魅力向上
○次世代「光」をテーマ
徳島の優位性を活かす！
「地方大学 地域産業創生事業」
(H30創設：全国7か所の1つ)

⑧

①中央省庁「本庁機能」の地方移転
◆ 「国本庁機能」移転全国第１号へ

◆ 消費者庁との連携深化

○消費者庁「新未来創造戦略本部」開設！

○「エシカル甲子園2021」開催（R4.3.18）
・全国85校がエントリー

～国の本庁機能が、霞が関を離れ徳島に(R2.7)～
・「国際消費者政策研究センター」創設
・消費者政策研究＆新たな国際業務の拠点が徳島に

「リアル×オンライン」
ハイブリッド形式で実施

○野田地方創生担当大臣への提言（R4.3）
消費者庁発足時の特命担当大臣
・「徳島では新たな地方づくりが
地域課題の解決に
繋がっている」と太鼓判！

→消費者政策を世界に発信！

②大企業の地方分散

③地方大学の魅力向上

◆ 本県発祥！「サテライトオフィス」

◆ 地方大学・地域産業創生事業
地域産業創生交付金（10億×5年）
＋県として「２億×５年」で強力に支援
【研究成果】
・「深紫外」 コロナ99.99％不活化
・「テラヘルツ」 5G の先「Beyond 5G 」への応用

○全国屈指「光ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ」最大活用！
・東日本大震災を機に、東京・大阪の企業に提案
オフィス数「総務省統計」に～全国トップクラス

◆ 本県スタート！「デュアルスクール」
○地方・都市双方を “子ども” に体験！
→面倒な引越手続なしで、
転校が可能に！
全国知事会
・「先進政策大賞」受賞

◆ 新次元の教育モデル「高大接続」
○阿南光高等学校に、
徳島大学「新野キャンパス」の誕生！
・高校生が高大連携による講義受講＆共同研究
・教授らが常駐、企業と研究開発を展開！
⑨

４ DXの実装（デジタル社会の実現）
◆ 「遠隔医療」の実装

◆ 「i-Construction」の実装

○肉眼を超える８K

○「3Dデータ」を駆使し重機を自動制御

全国初

スーパーハイビジョンで
「手術映像」共有実証実験
（R3.9～：中央病院⇔三好病院）

8K遠隔医療実証実験

○「５Ｇ遠隔医療支援システム」
県立３病院に実装

→「徳島医療コンソーシアム」15病院に順次拡大
(R4)徳島赤十字病院、徳島県鳴門病院で整備予定

→人手不足、アフターコロナへの対応

・カッコイイ、快適、
女性・若者に人気の
「建設・建築分野DX」
の実現へ！

i-Construction

→建設・建築産業の持続可能性の向上！

５ GXの実装（グリーン社会の実現）
◆ 環境首都とくしま(H15～）

◆ 「県版・脱炭素ロードマップ」始動

○自然エネルギー協議会会長県（H25.1～）として、
「2050年ゼロカーボン」宣言(R元.11)

○３つの重点施策

・国の「カーボンニュートラル」宣言(R2.10)を後押し

○国の「第６次エネルギー基本計画」策定へ提言
・再生可能エネルギーを「主力電源」に！
・2030年度、電源構成「水素・アンモニア」１%
→ 「水素」の位置付けを実現！

・自然エネルギー最大限導入
・水素グリッド構想の推進
・循環経済への移行

○重点施策の実現に向けて

水素グリッド構想

・「水素ステーション＆モビリティの導入！」など
→ 2030年度 「温室効果ガス排出量50%削減」

達成に向け「グリーン社会」を先導！

⑩

6 アフターコロナ徳島戦略
◆ 水素社会の実装
○「地産水素活用」固定式水素ステーション

○燃料電池バス(R3.12)
中四国初

・「製造から供給」までを一体化！ 全国初

・徳島バス「鳴門線」で運行開始

・R3.11.18 ～稼働

2台・11便（土日祝含）
～Co2や排気ガスを
全く出さない究極のクリーンバス！～

・R4. 4.15 開所式

→災害時には「走る大型発電所」に!

水素ステーション開所式

※大型避難所(体育館)では約５日、電力供給可能

◆ 県都の「新たなランドマーク」

◆ 二刀流！DMV

○新ホール整備

○「世界初」を乗りに行こう！

文化ｾﾝﾀｰ跡地～旧・徳島東署(約2万㎡)の活用
「屋外への映像発信」など未来志向のホールへ

～鉄道王国「英国・ドイツ」で、道路・線路の二刀流に
チャレンジするも挫折～ 海外メディアが注目！

・災害時には早期復旧が可能に

○「牟岐線」存続への挑戦

～全国のJRはじめ「鉄道活性化モデル」
①「新駅」設置に着手
新たな「通勤・通学客」の創出！
②JRと高速バスの運行連携 全国初
県が調整役となり実現！

（三陸鉄道は全線復旧に10年）
※乗車人数

R3.12.25運行開始

運行から約2か月で約9,000人となり、
過年度の年間旅客収入を上回る！
4月以降、団体予約も順調に伸びている！

◆ 「ダイバーシティ」モデル！国府支援学校

◆ 夢と希望あふれる「球場」に

○特別支援学校児童生徒数増加

○「オロナミンC球場」改築へ
基本計画策定 R4.3.31

→国の新たな「特別支援学校設置基準」
R5.4.1適用

○新設置基準に即応

基本設計完了

・基準を踏まえた基本機能の充実

整
備 ・地域を学習の場
方 「新たな教育内容」と「施設整備」
針
・「ダイバーシティ社会」を先取りした方策

⑪

・収容人数
16,500人→「20,000人」へ拡充
・「内野スタンド」の改築、
「屋根」の設置や「ダグアウト」の整備
・スコアボードの「大型映像化」を検討

→「NPB公式戦の開催」へ対応！

（S50.5.18 日本ハムー阪急戦以来）

◆ 「ニューノーマル」といえば徳島！
○＃徳島ニューノーマル映画祭2022（R4.3.5～3.6）
・全国屈指の「光ブロードバンド環境」のもと、
H27から、西日本最大の地域映画の祭典
「徳島国際映画祭」を開催

・コロナ禍の中、「新しい生活様式」に対応！
→「ニューノーマル映画祭」にリニューアル(R2～)

・徳島に根付いたクリエイティブ文化を次代へ！
→ 「映画を創るなら！徳島で」
・「リアル」×「オンライン」の
ハイブリッド開催
・新たな創造の場！

TikTokと連携！「縦型映画」の新作上映

⑫

「未知の世界」の羅針盤たれ！
「デジタル田園都市国家構想」へ徳島からの提言
【デジタル社会】を具現化！ 【グリーン社会】を具現化！ 【新次元の分散型国土】を創出！
・ ５Ｇはじめ「光ブロードバンド」 ・ 脱炭素社会の推進へ、
「再生可能エネルギー」の
環境のユニバーサルサービス化
全面導入をはじめ
を図り
→「ＧＸ」を実装・加速化！

→「ＤＸ」を実装・加速化！

・ 「ＤＸ」「ＧＸ」により、
感染症に強く、
「人」を呼び込み「地域」と結びつけ
→「日本のＳＤＧｓ」を
地方からリード！

R3.11.24
若宮大臣来庁

未来社会をデザイン
2030年

2025年

「大阪・関西万博」
万博は「ゲートウェイ」
徳島「まるごとパビリオン」
「３次元仮想空間＝メタバース」
も活用
先駆的な「未来技術」、
魅力ある「食・文化」を
世界に発信！

2050年

「SDGs目標年」

「カーボンニュートラル」

「SDGs先進県・徳島」こそが
「新次元の分散型国土」の創出！
日本・世界の目標達成を牽引！
「県版・脱炭素ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ」達成
「持続可能で
・温室効果ガス
強靱な社会」の実現
排出50%減
・自然エネルギー電力
自給率50%超

2025年日本国際博覧会協会
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「ポストコロナ新時代」の創造へ
14世紀のヨーロッパ
→「ペスト大流行」の後に
ルネサンスが到来！

では・・・ 「ポストコロナ」
→パンデミックの後 には
一体何が到来・・・？

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは

Sustainable Development Goalsの略称
2015年9月の国連サミットで採択され、加盟193か国が2030年までに達成するため
に掲げた目標。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成。

SDGｓ先進県「徳島」こそが
「未知の世界」の羅針盤たれ！

ご清聴ありがとうございました

⑭

