資料５－２

現行施策について（一覧）
まちづくりの基本目標
施策の大綱

施策

施策展開の基本方針

事務事業

事業内容

H25予算額
＜単位・千円＞

第１章 にぎわいの都
市づくり

第２節 産業の振興

1 農林水産業の振
興

多様な担い手による優
れた農林水産業の経
営

本市農林産物のブランド化を図るため、高品質生産・低
1 健やか新鮮ブランド産地づくり事業
コスト化・省力化に寄与しうる農業機械・施設の導入又
費
は産地の取り組みに対して補助を行う。
2 生産調整推進対策事業費

米の生産調整事務を円滑に行うため、総会の開催・水
稲生産実施計画書の作成・現地確認等を行う。

21,852

715

認定農業者が農地等の取得・改良、施設・機械の導入
3 農業経営基盤強化資金利子補給 等のために借り入れをする場合、農業経営基盤強化資
金に係る利子補給を行う。

334

4 有害鳥獣捕獲事業費

猟友会に委託し、有害鳥獣による農林水産物への被害
を防止するため、銃器等による捕獲を実施する。また、
国補事業を活用して被害防止柵の設置を行う。

1,730

5 栽培漁業推進事業費補助

県栽培漁業センターで生産した種苗を中間育成後又は
直接放流する。また、漁業者の経営安定を図るため、
漁業共済の掛金の一部を補助する。

2,138

6 中核的担い手育成事業費

中核的担い手農家及び後継者育成のため、農協青壮
年部・農業後継者グループ・農漁村女性組織等の各種
研修会活動に対して助成する。

722

7 経営改善支援活動事業費

経営感覚に優れた農業者の育成と経営基盤の強化を
図るため、パソコン研修や簿記講習会等を開催する。

108

8 中山間地域等直接支払事業費

耕作放棄地の発生防止や多面的機能の維持・増進を
図るため、中山間地域等直接支払交付金を交付する。

5,798

9 新規就農者支援事業費

新規就農者の増大と定着を図るため、就農してからの
期間が短く、経営が不安定な時期の新規就農者に対
し、年間150万円を最長5年間支給する。

36,000

10 農地集積推進事業費

地域の中心となる経営体へ農地の集積を進めるため、
農地の出し手に対する支援として、農地集積協力金を
交付する。

4,550
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現行施策について（一覧）
まちづくりの基本目標
施策の大綱

施策

施策展開の基本方針

事務事業

事業内容

H25予算額
＜単位・千円＞

11 耕作放棄地再生サポート事業費

耕作放棄地の解消を図るため、大型草刈り機を導入
し、アグリサポートセンターに農地の草刈り業務を委託
する。

農産物の品質向上・担い手育成のため、JA徳島市に委
12 地域農産物生産・販売力強化支援
託し、低コスト技術の指導、地域農産物の生産拡大に
事業費
向けた作業支援等を行う。

新鮮で安全・安心な農
林水産物の供給

569

15,011

13 農薬の適正使用の周知徹底

農薬の適正な使用と使用者の自己責任等について、広
報紙を通じて農業者への周知徹底を図る。

-

14 農産物認証制度の活用の促進

生産・流通過程の透明性や、安全の確保が期待されて
いるトレーサビリティ・システムの導入を推進するため、
国・県による検査認証制度の活用を促進する。

-

15 家畜防疫体制と危機管理体制の
維持

鳥インフルエンザなどの家畜伝染病について、国・県と
協力し、防疫体制の徹底、防疫マニュアルの整備によ
り、危機管理体制の維持に努める。

-

国の交付金を活用して農業者等が行う環境に優しい農
16 健やか新鮮ブランド産地づくり事業
業の実践に対して補助を行うほか、カンショの梱包機導
費
入に対して補助を行う。

1,127

17 畜産環境整備推進費

木酢液を主成分にした消臭剤及び光合成細菌ＰＳＢを
使用して、畜産農家の堆肥舎の消臭効果を検証する。

397

18 ＣＡＴＶ用テレビ広報費

農業関連施策の周知を図るため、国府町ＣＡＴＶに広報
番組の制作を委託し、国府町ＣＡＴＶ及びケーブルテレ
ビ徳島において放映する。

720

19 地産地消推進事業費

地元産農産物の魅力をＰＲするため、「とくしま食材フェ
ア」の開催、地元産食材を使ったメニューを提供する「と
くしまＩＰＰＩＮ店」の拡充を行う。

3,989

20 阿波牛普及推進事業費補助

阿波牛の知名度向上と消費拡大を図るため、県食肉事
業協同組合連合会が開催する阿波牛ファミリーバーベ
キューや食材フェアでの試食経費を補助する。

1,430

21 ふれあい農業推進事業費

農業に関心が高く農業就労に強い意欲がある人に農
業に関する基礎的知識や技術を習得してもらうため、
市民ファーマー育成講座を開催する。

22 農産物魅力発信事業費

徳島東部地域体験観光市町村連絡協議会に委託し、
農産物やその加工品等の紹介パンフレットを制作する
とともに、ＰＲイベントに係る費用を補助する。
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現行施策について（一覧）
まちづくりの基本目標
施策の大綱

施策

施策展開の基本方針

事務事業

事業内容

H25予算額
＜単位・千円＞

地域資源の保全と農産
漁村の振興

2 工業・地場産業
の振興

産業活性化への支援

地場・伝統産業の振興

地元農産物等の安全性やブランドの大切さを認識して
23 とくしまブランドアグリ体験スクール
もらい、地場産食材の消費拡大に繋げるため、農業体
事業費
験を実施する。

1,000

農業者、非農業者等で組織された地域の組織が、本市
24 農地・水・農村環境保全向上活動
との協定に基づき実施する排水路等の保全活動や施
支援事業費
設の長寿命化活動について、交付金を交付する。

12,227

25 農道整備事業費

農業機械の大型化等により損傷した農道の補修、幅員
が狭小で農作物の運搬等に支障をきたしている農道の
整備を行う。

64,900

26 排水施設整備事業費

損傷した排水施設の補修、土水路等で雑草等が繁茂し
通水を阻害している箇所等の環境整備を行う。

363,740

27 土地改良施設整備費

国の「社会資本整備総合交付金」を活用し、農道及び
農業用水路を改良することにより、農地・農村の環境整
備を図る。

35,000

28 基盤整備促進事業費

国の交付金等を活用し、農業基盤施設の整備や、老朽
化して管理に支障をきたしている農業用水路の更新・
保全を行う。

72,162

徳島市地場産業振興協会が取り組むインターネット・
29 地場産品新展開チャレンジ事業費
ショップ等向けの新商品開発事業や販路開拓事業に対
補助
して補助を行う。

1,722

30 産業振興ビジョン策定事業費

産業振興の方向性及び具体的な事業戦略を中・長期
的視点で示す「徳島市産業振興ビジョン」を策定する。

7,800

31 木工業活性化支援事業費

木工業の活性化及び「とくしまブランド」の認知度の向
上を図るため、重点分野雇用創出事業を活用し、木工
業者が取り組む新商品開発等を支援する。

9,975

32 木工会館指定管理料

市立木工会館を効率的、効果的に運営をするため、指
定管理者制度による管理運営委託を行う。

21,600

木工製品の地域ブランド化を促進するため、業界団体
33 「とくしまブランド」支援事業費補助 が取り組む新商品・新技術の研究開発、販路開拓事業
に対して補助を行う。

2,073

徳島市地場産業振興協会が取り組む木工業、伝統産
業の振興事業や、インターネットを活用した事業に対し
て補助を行う。

21,872

34 地場産業振興協会補助
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現行施策について（一覧）
まちづくりの基本目標
施策の大綱

施策

施策展開の基本方針

事務事業

事業内容

H25予算額
＜単位・千円＞

新たな産業の創出

3 商業・サービス
業の振興

商業・サービス業の集
積と育成

魅力ある商業空間の形
成

35 ＬＥＤが魅せるまち・とくしま推進事 「ＬＥＤが魅せるまち・とくしま」の実現に向けて、「ＬＥＤアート
フェスティバル２０１３」を開催するとともに、市民参加意識の
業費
醸成を図るためのワークショップを開催する。

60,132

36 ＬＥＤ景観整備事業費

他都市にはない新たな魅力を創造するため、ＬＥＤによる橋
梁などのアート整備を行う。

0

37 ハイテクランド徳島進出支援資金
貸付金

ハイテクランド徳島に進出する一定要件を満たす企業
に対して、低利融資を行うことで企業の進出を促し、産
業の振興と雇用創出を図る。

46,000

38 徳島市・丹東市経済交流促進事業 本市の友好都市である中国丹東市との経済交流を促
費
進するため、両市経済団体の交流事業を実施する。

829

39 企業誘致等推進事業費

企業誘致活動の基礎データとして利用するため、市内
遊休土地等の状況調査及び主要企業の本市への立地
意向調査を実施する。

2,640

40 商工団体育成補助

中小企業対策の推進及び商業・サービス業の振興を図るた
め、商工団体の事務及び事業に要する経費の一部に対し
て助成を行う。

4,616

41 徳島商工会議所貸付金

徳島商工会議所の新築に伴う建設資金等の貸付けを行う。

298,474

42 商店街活性化事業費補助

商店街の活性化並びに街づくりの推進を図るため、商
店街のイベント開催や街づくり研究活動等経費の一部
を助成する。

2,000

43 商店街共同施設設置費補助

商店街の環境整備の推進を図るため、共同施設の設
置に係る補助を行う。

1,000

44 商店街ほっとスペース事業費

商店街に新規顧客を誘導し、活性化を図るため、空き
店舗に子育て支援スペースを設置する。

8,734

45 中心商店街通行量調査事業費

商業振興及び中心市街地の活性化に係る施策検討の
参考とするため、徳島商工会議所と共同で中心商店街
の通行量調査を実施する。

46 商店街マネージメント活動推進事
業費補助

商店街の活性化を図るため、中心市街地内の商店街
がイベントや店舗改装支援等を行う場合に、徳島商工
会議所を通じて経費の一部を助成する。
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現行施策について（一覧）
まちづくりの基本目標
施策の大綱

施策

施策展開の基本方針

事務事業

事業内容

H25予算額
＜単位・千円＞

流通・市場機能の充実・
強化

4 観光・コンベン
ションの振興

温かいもてなしの観光
地づくり

47 中心市街地活性化支援事業費補 中心市街地の活性化を図るため、徳島商工会議所が行う
中心市街地におけるタウンマネージメント活動の経費を助
助
成する。

2,850

48 まちなかキャンパス推進事業費

中心市街地商店街のにぎわいの創出を図るため、空き店
舗に「まちなかキャンパス」を開設し、大学の教室、地域活
動の場として利用しもらう。

8,238

49 中央卸売市場事業会計出資金

市場施設の整備、改良等に伴う資本費の増嵩に対処
するため、建設改良資金として借入れた企業債の元金
償還金の一部について、出資する。

35,371

50 中央卸売市場事業会計補助金

市場事業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強
化するため、国の繰り出し基準に基づく補助を行う。

107,695

51 計量器事前調査費（隔年実施事
業）

２年に一度、特定計量器の定期検査行う。

52 中央卸売市場管理運営事業費
「企業会計」

安全・安心な生鮮食料品を供給する。

53 市場施設の整備「企業会計」

流通基幹施設としての機能低下を防ぐため、計画的な
施設整備を行う。

53,232

54 衛生対策設備整備費「特別会計」

食肉センターの衛生的・安定的な運営を図るため、老
朽化に対応した計画的な設備改善を行う。

91,320

55 食肉センター管理運営費等
「特別会計」

食肉センターの指定管理者に対する運営管理委託料、
センター運営協議会の経費、センター内卸売市場への
出荷促進のための奨励金交付など。

45,100

56 阿波おどり会館運営費指定管理料 阿波おどり会館の管理・運営を指定管理により行う。

-

417,281

72,000

57 阿波おどり備品整備促進事業費

阿波おどりの伝統文化の保存及び発展に寄与するた
め、阿波おどり連の備品整備に対して助成を行う。

10,000

58 市観光協会補助

市観光協会が行う阿波おどり関連事業、市の観光事業
や共同した観光行事、観光宣伝事業等に対する助成を
行う。

69,662
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現行施策について（一覧）
まちづくりの基本目標
施策の大綱

施策

施策展開の基本方針

事務事業

事業内容

H25予算額
＜単位・千円＞

59 観光パンフレット製作費

本市の観光施設や観光資源を紹介したパンフレットを
製作し、県内外の観光関連施設への配備するほか、
キャンペーン等でＰＲを行う。

60 観光案内板等の整備

効果的に観光情報の提供を行うとともに清潔感のある
観光案内板等を整備するため、既存の観光案内標識
板の修繕を行う。

61 阿波おどり魅力体験事業費

阿波おどりの普及をはかるため、演舞場での阿波おど
り体験や、小学校を訪問して阿波おどりの指導を行う出
前育成事業等を実施する。

徳島市と周辺11市町村の観光情報の発信や収集を一
62 広域観光案内ステーション事業費 元的に管理できる拠点施設を徳島駅前ビル内に整備
し、観光や物産案内事業を実施する。

創造型観光の推進

人々が交流し、にぎわ
う観光都市の推進

2,640

388

5,357

14,546

63 眉山の四季再発見事業費

眉山とその周辺の魅力に触れることのできるイベントを
実施し、四季を通して親しんでもらえる眉山・阿波おどり
会館周辺の観光のアピールを行う。

64 とくしま観光魅力づくり事業費

魅力あるイベントへの助成やインターネットで全国の誰
もが手軽に楽しめる「とくしま観光ネット検定」を行う。

5,750

65 はな・はる・フェスタ開催費補助

同イベントにおける有名連による阿波おどりのステージ
や阿波おどりコンテスト、物産展やグルメストリート等の
事業に対して助成を行う。

12,000

66 電動スクーター等観光レンタル事
業費

観光客等の利便性向上を目的として、市観光協会が行
う、電動バイク及び電動アシスト付き自転車のレンタル
事業に対して補助を行う。

9,577

67 とくしまグルメクリエイト事業費

「食」を目的とする交流人口の増加、徳島食材の販路拡
大を図るため、風土、調理方法、食べ方など、徳島なら
ではの食文化を踏まえたグルメ開発を行う。

2,450

68 眉山魅力アップ計画作成事業費

眉山ロープウエイの利用促進や、観光客の誘致を図る
ため、眉山一帯を対象とした、魅力アップ計画を策定す
る。

5,779

「阿波の狸合戦」などの狸にまつわる伝説を新たな観光
69 阿波狸伝説魅力発信事業費補助 資源として発展させ、観光誘客につなげることを目的と
した事業に対して補助を行う。

1,700

71 観光ポスター製作費
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徳島市の観光資源を紹介したポスターを製作し、全国
のＪＲ駅や観光施設等に配布、掲示する。

429

998
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現行施策について（一覧）
まちづくりの基本目標
施策の大綱

施策

施策展開の基本方針

事務事業

事業内容

H25予算額
＜単位・千円＞

72 観光キャンペーン実施費

阿波おどりを中心としたキャラバン隊を編成し、徳島観
光のインパクトを強く表現できるキャンペーンを実施す
る。

四国内での滞在型観光を目指し、四国の広域観光を全
73 四国四都市共同観光宣伝事業費 国に向けてアピールするため、県都４市による観光客
誘致宣伝活動を行う。

活力ある企業の育成

626

74 観光客誘致宣伝費

全国に向けて徳島の観光の知名度のアップとイメージ
アップを図るため、新聞及び雑誌等による周知宣伝を
行う。

1,418

75 観光姉妹都市交流事業費

仙台市七夕まつりに阿波おどり団を派遣し、阿波おどり
には仙台市からの訪問団の受け入れを行う。また、帯
広市との間でも子供交流を行う。

3,205

76 コンベンション誘致支援事業費

全国的規模等によるコンベンションの開催誘致を効率
的に行うため、県と共同で運営費及び誘致支援金を補
助する。

15,000

外国人観光客の受入体制の整備と誘致宣伝を図るた
め、県と市町が設立した県国際観光テーマ地区推進協
議会に負担金を支出する。

800

78 観光客誘致対策イベント事業費

阿波おどり期間中や観光シーズンにおいて、市民が主
体となって観光目的として実施するイベントに対する助
成を行うほか、昼間のイベント等を開催する。

8,901

79 とくしま魅力づくり事業開催費補助

「紺屋町歩道における朝市・日曜市」などに対して補助
を行う。

5,000

観光客誘致促進及び地域経済の振興を図るため、徳
80 徳島東部地域体験観光市町村連
島市と周辺11市町村が連携した共同キャンペーンや公
絡協議会負担金
式キャラクターを活用した観光宣伝活動を行う。

7,300

Ｂ級グルメを活用した中心市街地の活性化や観光客誘
81 ご当地Ｂ級グルメイベント開催費補
致を図る「とくしまご当地Ｂ級グルメフェスティバル」の開
助
催に対して補助を行う。

2,500

中小企業者の資金需要に対し、経営の安定と振興を図
るために、融資制度を設けて事業資金の融資を行う。

572,314

77

5 働く環境づくりの
推進

5,008

国際コンベンション誘致推進事業
費

82 金融費
中小企業振興資金貸付金

(115,000)

小規模企業小口資金貸付金

(120,000)

経済変動対策特別資金貸付金

(330,000)

制度融資維持対策事業費
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(7,314)

資料５－２

現行施策について（一覧）
まちづくりの基本目標
施策の大綱

施策

施策展開の基本方針

事務事業

事業内容

H25予算額
＜単位・千円＞

創業の支援

働きやすい環境づくり

83 ＡＷＡおんなあきんど塾事業費

ＡＷＡおんなあきんど塾と協働し、様々な分野で活躍す
る女性を応援し、新たな起業や活動を促進して地域経
済の発展につなげる取り組みを行う。

700

84 起業家育成資金貸付金

新たに開業しようとする者に対して、開業に必要とする
資金を貸し付ける。

35,000

85 創業促進事業費

産業の創出や雇用の場の確保を図るため、起業や創
業の支援策として、起業セミナーや講演会などを開催
する。

3,240

中小企業などの勤労者のための福利厚生サービスの
86 勤労者福祉サービスセンター推進
運営を行う徳島県勤労者福祉ネットワークに対する補
事業費
助を行う。

10,000

コールセンター等の情報通信関連事業所の立地を促進
87 コールセンター等立地促進事業費 し、本市経済の活性化と雇用創出を図るため、新規地
元雇用等に係る補助金を交付する。

44,900

子どもの預かりをする人（提供会員）と依頼する人（依
88 ファミリー・サポート・センター事業
頼会員）の会員相互組織の運営を、徳島県勤労者福祉
費
ネットワークに委託する。

18,168

89 労働者福祉対策事業費補助

労働者福祉の向上のために徳島県労働者福祉協議会
が行う事業に対し補助を行う。

1,100

90 労働金庫貸付金

勤労者の生活安定と福祉向上のための貸付制度の安
定的運営を図るため、労働金庫に対する貸し付けを行
う。

25,000

91 非正規労働者等サポート事業費

非正規労働者や離職者等の就職支援を行うため、各種
資格講座及び受講生に対する個別相談業務を徳島県
就職支援機構に委託する。

5,400

起業後１０年以内の企業の育成を支援するとともに、若
92 起業支援型若年失業者雇用促進
年失業者の就業促進を図るため、人材育成業務を委託
事業
する。

22,000
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