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令和３年度当初予算の主要施策の概要 
 

 

［新］新規事業、［拡］事業拡充、［コ］コロナ対策、［ニュ］ニューノーマル、［デジ］デジタル化 

１ 誰一人取り残さない！希望あふれるまち「とくしま」の創造     

安心して子どもを生み育てられる環境づくりや、子どもたちの生きる力を育む教育の

充実に取り組むとともに、健康づくりの推進や社会保障、地域医療の充実に努め、「未来

を担う人が育ち、誰もが希望を持って健やかに暮らせるまち」を目指します。 

 

 

子どもたちが健やかに育ち、生きる力を育むまちづくり 
 
1. 子ども・子育て支援の充実 
 

(1) 認定こども園整備事業                           ３０，０００千円  

【子ども企画課】 

新たな市立教育・保育施設の再編計画に基づき、令和４年４月開園予定の（仮称）市立不動認

定こども園を整備する。 

 

(2) 教育・保育施設等整備費補助                           ６７２，３２３千円  

【子ども企画課】 

新たな市立教育・保育施設の再編計画に基づき、城東・八万中学校区の再編の受け皿となる私

立認定こども園の整備費用に対して助成を行う。 

①（仮称）沖洲認定こども園（創設） 定員 110 人 

②（仮称）八万認定こども園（創設） 定員 165 人 

 

(3) 教育・保育給付費負担金                ６，５３４，０８９千円  

【子ども企画課】 

子ども・子育て支援法の給付対象となる私立の教育・保育施設（保育所・認定こども園・幼稚

園）及び地域型保育事業者を利用する者に対して、教育・保育給付費を支給する。 

 

(4) 教育・保育施設等運営費補助［拡］            ７１，６９６千円  

【子ども企画課】 

保育士の処遇改善や離職防止を図るため、国基準を上回る保育士の配置に対する助成制度の充

実や、保育士養成校の学生アルバイトの雇用及びＩＣＴ化を図るシステムの導入経費等、保育士

の労務負担軽減にかかる経費に対して助成する。 

 

(5) 保育人材確保対策事業［新］［ニュ］              ５，４０５千円  

【子ども企画課】 

保育の質の向上や保育人材の確保のため、公・民・学で連携し、保育士養成校の講師による中

学校・高校への出前講座の開催や、研修機会の確保・拡大に係る経費の助成及びメンタルヘルス

研修を実施する。 
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(6) ＵＩＪターン保育士応援事業［新］             １０，０００千円  

【子ども企画課】 

保育士確保のため、県外から本市に転入し、市内の認可保育施設に就職した保育士等に対して

一時金を支給する。 

 

(7) 市立保育所民間移管事業［新］                  ４，８６０千円  

【子ども企画課】 

市立沖洲保育所及び八万保育所の定員移管に伴う私立認定こども園の整備にあたり、移管先の

民間事業者が保育を引き継ぐため、市立保育所に保育士を派遣する費用を助成する。 

 

(8) 特別支援保育助成事業                               １２９，２９３千円  

【子ども企画課】 

私立保育所等において、障害児をはじめ特別な支援が必要な子どもの受入体制を強化するため

に必要となる経費について助成を行う。 

 

(9) 幼児教育・保育無償化対応副食費補助                      ３３，８０４千円  

【子ども企画課】 

幼児教育・保育無償化に伴い、新たに副食費が実費徴収になる方を対象に、副食費の一部を施

設に助成する。 

 

(10) 認可外保育施設等無償化事業                        １１４，０６４千円  

【子ども企画課】 

認可外保育施設の利用者及び一時預かり事業等の利用者で、保育認定を受けた方に対して利用

料を給付する。 

 

(11) 保育所等ＡＩ入所選考システム導入事業［新］［ニュ］［デジ］  ４，９８８千円 

【子ども施設課】 

申請者の世帯状況や希望を鑑み、複雑な判定条件に従って手作業で行っていた保育所等入所選

考事務に対し、ＡＩ入所選考システムを導入して、選考期間を短縮することで、市民サービスの

向上と職員の働き方改革を実現する。 

 

(12) 学童保育事業                      ３９８，３８６千円 

【子育て支援課】 

保護者が仕事等により昼間家にいない小学校就学児童を対象に、学校の終了後に適切な遊びと

生活の場を提供する学童保育を実施する。 

 

(13) 学童保育利用料軽減事業                  ２６，５２５千円 

【子育て支援課】 

保育所から小学校への子育て世帯に対する切れ目のない支援を行うため、第３子以降等の児童

を対象に、学童保育利用料の軽減を行う。 
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(14) 学童保育会館整備事業                                 ７３，０２９千円  

 【子育て支援課】 

放課後児童の安全で健全な活動場所を確保するため、学童保育会館の整備を行う。 

 ※津田みどり学童保育会館改修工事、昭和地区児童育成会館（第二学童）新築工事 

 

(15) ひとり親家庭等医療費助成事業                 １９，３２４千円 

【子育て支援課】 

ひとり親家庭の経済的な負担軽減を図るため、医療費の一部を助成する。 

 

(16) 法定児童扶養手当                         １，０４７，８８３千円 

【子育て支援課】 

父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与

するため、その児童を養育する者に児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図る。 

 

(17) 法定児童手当                       ３，５０３，１００千円 

 【子育て支援課】 

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資す

ることを目的に、中学校修了までの児童を養育している方に児童手当を支給する。 

 

(18) とくしま在宅育児応援クーポン事業                   １６，９８７千円 

【子育て支援課】 

子育てにおける精神的・経済的負担の軽減を図るため、在宅で０～２歳の育児を行う家庭に対

して、子育て支援サービスを気軽に利用できるよう、クーポン券を交付する。 

 

(19) ひとり親家庭自立支援給付金事業              ３３，９６４千円 

【子育て支援課】 

ひとり親家庭の母又は父の就業をより効果的に促進するため、あらかじめ指定された教育訓練

講座の受講、又は養成訓練機関（看護師、介護福祉士等）で修業した場合、給付金を支給する。 

 

(20) 子ども見守り宅食緊急支援事業［コ］              ５，４７２千円 

【子育て支援課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により懸念が高まる児童虐待の早期発見及び早期対応を推

進するため、民間団体等に対し、食事の提供等を通じた子ども等の見守り活動に係る経費を助成

する。 

 

(21) 子ども医療費助成事業                                  ９６９，９７８千円  

【子育て支援課】 

疾病の早期発見と治療を促進するとともに、安心して子どもを生み育てることができる環境づ

くりを推進するため、中学校修了までの子ども医療費の一部を助成する。 

 

(22) 不妊治療助成事業                                    １８，０６８千円 

【保健センター】 

医療保険が適用されない特定不妊治療について、県の助成額に上乗せして、助成を行う。 

※対象年齢、助成回数等に制限あり。 
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(23) 不育症治療助成事業［新］                １，３５２千円  

                                                                   【保健センター】 

流産、死産又は早期新生児死亡のいずれかの状態に合計２回以上該当した既往があり、不育症

と診断された対象者の治療費の一部を助成する。 

 

(24) 産後ケア事業                                             ２，２１７千円 

【保健センター】 

母子への心身のケアや育児サポートを行うため、助産師が家庭訪問し、乳房マッサージを含む

母体ケア、育児に関する保健指導及び育児相談、心理的ケア等を実施する。 

※1人につき 1回。(乳房マッサージは、自己負担 2,000 円) 

 

(25) 子育て安心ステーション運営事業            １８，４９２千円  

 【子育て支援課】 

アミコビル内の図書館に隣接する立地を活かし、誰もが安心して気軽に子育てに関する情報収

集や相談、交流できる機能を有する子育て安心ステーションを運営する。 

 

(26) 新生児特別定額給付金給付事業［コ］                        １，５００千円 

【危機管理課】 

令和２年度に実施した新生児特別定額給付金給付事業の対象となる新生児と同学年となる、令

和３年４月１日に出生した新生児に対しても給付金を給付する。 

 

2. 学校教育の充実 
 

(1) 地域連携推進事業                                     ９４９千円 

 【市立高校】 

徳島市立高校において地元徳島を知り、徳島の魅力を再発見するために、商工業、観光など産

業面や歴史・文化面などの各種講座を開催する。 

 

(2) 国際連携推進事業                                     ６５７千円 

【市立高校】 

多様な文化・価値を理解できる若者を育成するため、県内大学へ留学している外国人学生や姉

妹校等の訪問団と交流する。 

 

(3) 学校教育情報化事業［新］［デジ］                   ７，８６７千円 

【市立高校】 

令和２年導入の電子黒板のリース料及び県ＧＩＧＡスクール構想に基づく環境整備に係るソ

フト導入経費。 

 

(4) ＩＣＴ支援業務委託事業［新］［ニュ］［デジ］             １，１０５千円  

【市立高校】 

ＩＣＴ支援員を活用することにより、教員のＩＣＴ活用・指導力の向上及び教員の負担軽減を

図る。 
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(5) 修学旅行キャンセル料等支援事業［コ］            １９，４７８千円 

【学校教育課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた修学旅行を中止又は延期し、キャンセ

ル料等が発生した場合の児童生徒の保護者の負担軽減を図る。 

 

3. 教育環境の向上 
 

(1) 幼稚園・小・中学校トイレ洋式化の推進           ３３，０００千円 

【教育総務課】 

快適な教育環境を確保するため、幼稚園・小・中学校のトイレの洋式化を推進する。 

 

(2) 小学校校舎等内外壁改修事業               ２１，１９０千円  

【教育総務課】 

老朽化している小学校の校舎、体育館の内外壁の補修を行う。 

 

(3) 幼稚園・小学校ブロック塀改修事業                ７，０１８千円  

【教育総務課】 

建築基準法には適合しているものの、安全対策が必要な幼稚園及び小学校のブロック塀につい

て改修工事を行う。 

 

(4) 小学校教育用コンピュータ関係経費                 １６０，９３５千円  

【学校教育課(教育研究所)】 

１人１台タブレット端末の導入に伴い、誰一人取り残さない個別最適化された学びを深める、

快適な学習環境作りを目指す。 

 

(5) ＧＩＧＡスクール学習環境整備事業［拡］［ニュ］［デジ］    ２０，５６２千円  

【学校教育課(教育研究所)】 

ＩＣＴ支援員を活用することにより教員のＩＣＴ活用・指導力の向上及び教員の負担軽減を図

るとともに、子どもの学びを支える。 

 

4. 青少年の健全育成 
 

(1) いじめ問題等対策事業                     ６９２千円 

【学校教育課（補導センター）】 

深刻化するいじめ問題に、家庭、学校、地域社会などで対応するため、リーフレットの作成配

布、講演会の開催等を行い、いじめ防止啓発に努める。 

 

 

誰もが生涯にわたり元気で健康に暮らせるまちづくり 
 
5. 健康づくりの推進 
 

(1) 子育て世代包括支援センター事業               ５８１千円 

【保健センター】 

子育て世代包括支援センターにおいて、妊娠期から切れ目のない支援を行う。 
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(2) 妊婦健康診査事業                    ２２１，０２２千円  

【保健センター】 

正常な妊娠の継続、母子の健康保持・増進を図るため、妊娠週数に応じた健康診査（14回分を

全額公費負担）を実施する。 

 

(3) 乳児健康診査事業                  ３３，４５７千円  

【保健センター】 

発育・発達の著しい時期である乳児（１か月児、４か月児、９～11か月児）に対して、無料で

健康診査を実施する。 

 

(4) 幼児健康診査事業                   ９，２９０千円 

【保健センター】 

幼児における健康の保持増進を図り、規則正しい生活習慣の形成を目的に、幼児（１歳６か月

児、３歳児）に対して、無料で健康診査を実施する。 

 

(5) 健康診査事業                     １６３，１８７千円  

【保健センター】 

各種がん等を早期発見し、早期治療につなげるため、各種がん検診などを実施する。 

 

(6) 新生児聴覚検査助成事業                             １５，０６９千円  

【保健センター】 

新生児聴覚障害の早期発見、早期支援につなげるため、保険適用されない新生児聴覚検査に対

して、全額公費助成を行う。 

 

(7) 小児等定期予防接種事業                                 ５３２，４６９千円 

【保健センター】 

感染症の発生や流行の予防などを図るため、予防接種法に基づく小児等の定期予防接種を実施

する。Ｂ型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、不活可ポリオ、ＢＣＧ、麻しん・風しん、

水痘、日本脳炎、二種混合、ロタウイルスワクチン等の予防接種を実施する。 

 

(8) 風しん対策事業                                     ３３，８１５千円 

【保健センター】 

 徳島県が実施する風しん抗体検査の低抗体者の男女と妊婦一般健康診査の低抗体者に対し、予

防接種費用の一部を助成する。 

 また、国事業として、抗体保有率が他の世代と比べて低い世代の男性(昭和 37年４月２日～昭

和 54 年４月１日生まれ）に風しん抗体検査を実施し、陰性と判断された人に予防接種を実施す

る。 

 

(9) 高齢者等定期予防接種事業                              １５１，４８８千円 

【保健センター】 

高齢者を対象に、インフルエンザや肺炎球菌感染症予防接種費用の一部を助成する。 
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(10) 新型コロナウイルスワクチン接種事業［コ］          １，２９２，１５２千円 

【保健センター】 

新型コロナウイルスワクチンの接種体制の確保及び接種を実施する。 

 

(11) 骨髄等移植ドナー助成事業［新］                            ５７０千円 

【保健センター】 

ドナー登録者が骨髄等移植を実施した場合、ドナー及びドナーを雇用する事業所に助成金を給

付する。 

 

6. 社会保障の充実 
 

(1) 生活困窮者自立支援事業 （自立相談支援）                ４０，２９８千円 

【生活福祉第一課・第二課】 

要保護状態に至る前の生活困窮者に対し、自立相談や家計改善、就労準備等の必要な支援を行

う。 

 

(2) 生活困窮者自立支援事業 （住居確保給付金）［コ］          １３，５０９千円 

【生活福祉第一課・第二課】 

離職等により居住場所の確保に不安がある生活困窮者に対し、住居確保給付金を支給する。 

 

(3) 被保護者健康管理支援事業                         ５，５８１千円 

【生活福祉第一課・第二課】 

被保護者の健康保持・増進、疾病予防及び医療扶助費の適正化の一環として、被保護者に対す

る健康改善等の支援を行う。 

 

7. 地域医療の充実 
 

(1) 地域周産期母子医療センターの機能充実（市民病院事業）    ３６，３００千円 

【病院局】 

より正確な胎児異常診断と４Ｄによる胎児画像閲覧が可能となる超音波画像診断装置を導入

し、診断能力の向上と患者サービスの向上を図る。 

 

(2) 関節治療センターの機能充実（市民病院事業）        ２８，６００千円 

【病院局】 

切断指の再接続や神経・血管損傷に対する修復術等において、患者に対してより安全性が高く

侵襲性が低い手術を実施するために、手術用顕微鏡を導入する。 
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［新］新規事業、［拡］事業拡充、［コ］コロナ対策、［ニュ］ニューノーマル、［デジ］デジタル化 

２ 多様性を認め合える！個性あふれるまち「とくしま」の創造     

共生社会の実現に向けて、福祉の充実や人権尊重・男女共同参画等に取り組むととも

に、生涯にわたり学べ、文化・スポーツに親しめる環境づくりや市民活動の活性化等を

図り、「一人ひとりが尊重し支え合い個性や能力を発揮して、誰もが活躍できるまち」を

目指します。 

 

 

誰もが自分らしく安心して暮らせる共生社会を実現するまちづくり 
 
1. 地域福祉の充実 

 
(1) 避難行動要支援者支援事業                                  ９５９千円 

【保健福祉政策課】 

大規模災害時に要介護者や障害者等の要支援者の避難を支援するため、避難行動要支援者名簿

の整備等を行う。 

 

(2) 権利擁護等支援事業                                       ３，５３６千円 

【保健福祉政策課】 

権利擁護に関する啓発や相談等を実施する。 

 

(3) 災害ボランティアセンター活動支援事業              ８０６千円 

【保健福祉政策課】 

大規模災害が発生した際、本市内外のボランティアによる救援活動が必要になることから、ボ

ランティア活動が円滑に行われるよう必要な資機材の整備について支援を行う。 

※徳島市社会福祉協議会が、災害ボランティアセンターを開設。 

 

(4) 福祉ボランティア活動支援事業                              ３，１４８千円  

【保健福祉政策課】 

ボランティアセンターで、ボランティア活動等に関する相談・助言を行っているボランティア

コーディネーター（２名）の活動支援を行う。 

※ボランティアセンター（生涯福祉センター内） 

 

(5) 地域福祉計画策定事業                                  １，７９０千円  

【保健福祉政策課】 

だれもが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちの実現のため、地域福祉の推進にあたり基本

的な考え方や理念を示す「第３期徳島市地域福祉計画」を策定する。 
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2. 高齢者福祉の充実 
 

(1) 認知症総合支援事業(介護保険事業)               ２０，３９１千円  

【高齢福祉課】 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続け

ることができるよう、保健医療及び福祉に関する専門知識を有する者による早期の症状悪化防止

等の総合的な支援を行う。 

 

(2) 地域包括支援センター運営等事業(介護保険事業)          １６６，１８０千円  

【高齢福祉課】 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活できるよう、介護予防、保健医療の向上及び福祉の

増進、高齢者の総合的な相談窓口など、包括的な支援・サービスの実施機関として設置する。ま

た、同センターの適切な運営、公平・中立性の確保が図られるよう運営協議会を開催する。 

 

3. 障害者福祉の充実 
 

(1) 介護給付費・訓練等給付事業            ７，２６７，０８５千円  

【障害福祉課】 

居宅介護、短期入所、生活介護、共同生活援助等のサービス費用を給付する。 

 

(2) 更生医療給付事業                  ５９４，３２９千円  

【障害福祉課】 

人工透析、ペースメーカー埋め込み手術等の自立支援医療費を支給する。 

 

(3) 障害者等医療扶助事業                    ５４０，２７１千円  

【障害福祉課】 

重度心身障害者等に対し、医療費の一部を助成する。 
 

(4) 相談支援事業                       ３７，４７０千円  

【障害福祉課】 

ニーズに応じた情報の提供、障害者福祉サービスの利用支援等の必要な支援を行う。 

 

(5) 障害者見守りネットワーク事業                   ９４千円 

【障害福祉課】 

障害者が住み慣れた地域で不安なく安心して暮らせるよう、地域全体で見守りを行い、緊急時

の迅速な対応体制を構築する。 

 

(6) 地域生活支援拠点等整備事業                ２，０００千円  

【障害福祉課】 

障害者等の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び短

期入所を活用した緊急受入体制等を整備する。 

 

(7) 重度障害者大学修学支援事業［新］               ２，９４４千円 

【障害福祉課】 

重度訪問介護利用者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築するまでの間、修学に必

要な身体介護等を提供することにより、障害者の社会参加を促進する。 
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4. 人権尊重・多文化共生社会の実現 
 

(1) 人権啓発推進事業                                   ３，４４５千円  

【人権推進課】 

 人権問題に対する意識を高めることを目的とした講演会や研修会を開催し、すべての人の人権

が尊重される社会の推進を図る。 

 

5. 男女共同参画社会の実現 
 

(1) 男女共同参画連携事業［新］［ニュ］                        １，３７７千円  

【女性センター】 

 持続可能な男女共同参画社会づくりに向けた啓発や実践活動を促進するため、企業・学校・Ｎ

ＰＯ等のネットワーク会議や協力隊を設置するとともに、活動発表やシンポジウムを開催する。 

 

 

市民一人ひとりがいきいきと輝くまちづくり 
 
6. 文化・芸術活動の振興 

 
(1) 市民参加交流事業                                        ３，２２６千円 

【文化振興課】 

舞台作品を創造する市民グループと舞台運営を行うホールボランティアを育成し、市民の自主

的な文化芸術活動の活性化を図るとともに、文化芸術に関するイベント等の情報発信を行う。 

 

(2) 文化活動サポート事業                                      ４，６３５千円  

【文化振興課】 

市内に大規模な公共ホールが無い状況への対応として、文化活動アドバイザーを配置し市民や

文化団体への情報提供や文化芸術活動へのアドバイス等を行うとともに、小中学生等の音楽活動

に係る支援を行う。 

 

(3) 文化芸術との出会い創造事業                 ２，３４０千円  

【文化振興課】 

地域で活動するアーティストを学校等に派遣し、市民が文化芸術に触れる機会の拡大を図ると

ともに、小・中・高校生を対象としたオーケストラ合同演奏会を開催し、若手演奏家の育成と交

流の促進を図る。 

 

(4) 旧文化センター跡地整備事業                 １，２９２千円  

【文化振興課】 

県市協調で進めている新ホールの整備にあたり、建設予定地である旧文化センター跡地の管理

や必要な敷地条件の整理を行う。 

 

(5) 徳島城博物館展示公開事業                                   ６，８０３千円  

【徳島城博物館】 

徳島の歴史・文化に対する理解と関心を高めるために展覧会を６回開催する。特別展は、華や

かな近世絵画の魅力を紹介する「住吉派の興隆と阿波徳島の画人たち」、企画展では、人気の高

い鎧兜をテーマに、殿様の鎧兜を集めた「甲冑の美」等を開催する。 
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7. スポーツ・レクリエーション活動の振興 
 

(1) 東京２０２０オリンピック競技大会ホストタウン交流事業［新］ ４，０００千円 

【スポーツ振興課】 

 東京２０２０オリンピック・パラリンピック開催に係るカンボジア、ネパールとの相互交流を

行うことで、地域の活性化や国際交流を推進することを目的とし、ホストタウンとして県と共同

で交流事業を行う。 

 

(2) 全国高等学校総合体育大会経費［新］              ７，３６１千円 

【スポーツ振興課】 

令和４年度に開催される全国高等学校総合体育大会の開催準備を行う。 

 

(3) トップアスリート「夢の教室」実施事業              ８４７千円  

【スポーツ振興課】 

小学生を対象に、様々な種目のトップアスリートを夢先生として、「夢の教室」を開催するこ

とで、夢を持ち、夢に向かって努力を続ける子どもの育成を図る。 

 

(4) 市民スポ・レクフェスティバル開催事業              ８００千円  

【スポーツ振興課】 

広く市民にスポーツ・レクリエーションを普及するため、バレーボールなどの競技スポーツ、

グラウンドゴルフなどの生涯スポーツの大会を開催する。 

 

(5) スポーツふれあい普及推進事業                  ２６３千円 

【スポーツ振興課】 

徳島市スポーツ推進委員等を要望のある地域に派遣し、ペタンクやカローリングなどのニュー

スポーツの普及推進及びスポーツに親しむ機会を提供する。 

 

8. 生涯学習の推進 
 

(1) 夜間中学校生徒就学援助 ［新］                  ２２８千円 

【学校教育課】 

令和３年４月より徳島県立しらさぎ中学校（夜間中学校）が開校するにあたり、経済的な理由

により就学が困難な生徒又は生徒の保護者に対し必要な援助を行い、経済的な負担を軽減する。 

 

9. 地域自治・協働の推進 
 

(1) とくしま協働制度事業                                    ３，０３９千円 

【市民協働課】 

ＮＰＯ・企業・地域団体など多様な主体と行政との協働を推進するための仕組みとして、協働

事業に対する一部助成を行い、新たな協働事業を創出する。 

 

(2) 新たな地域自治協働システム構築事業                  １，２３７千円  

【市民協働課】 

少子高齢化が進む中、ＮＰＯ、企業等を含む地域の多様な主体が連携・協働しながら、多様化

する地域課題を自ら解決し、地域の個性や実情に応じた地域づくりを行うことを目指す。  
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(3) コミュニティセンター大規模改修事業            ２１，１９７千円 

【市民協働課】 

 コミュニティセンターの老朽化した設備の改修を行う。 
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［新］新規事業、［拡］事業拡充、［コ］コロナ対策、［ニュ］ニューノーマル、［デジ］デジタル化 

３ 強靱で未来へと続く！安心あふれるまち「とくしま」の創造   

防災・減災対策や強靭で持続可能なインフラ整備など市民の生命や暮らしを守る取組

を推進するとともに、生活環境の保全、循環型社会の形成及び快適で安らぎのある都市

空間や住環境の整備に取り組み、「災害に強く環境と共生する持続可能で、誰もが安全・

安心に暮らせるまち」を目指します。 

 

 

市民の生命や安全な暮らしをまもるまちづくり 

 

1. 防災・減災対策の強化 
 

(1) 自主防災組織充実・活性化事業                ９，１０８千円  

【防災対策課】 

自主防災組織で訓練の計画・実施を重ね、地域の防災力の向上を図る。また、地区の自主防災

連合組織において地区防災リーダーの育成を図るとともに、連合会結成に向けた取組を推進する。 

 

(2) 災害用備蓄物資整備事業                   １２，９０６千円 

 【防災対策課】 

指定避難所（市立小・中・高校やコミュニティセンター、県有施設等）の備蓄食料の入れ替え

を行うとともに、個別包装歯ブラシを新たに備蓄する。 

 

(3) 災害時歯科用医療用具整備事業［新］                         ９７４千円  

【防災対策課】       

災害時に想定される口腔外傷に対する応急処置に必要な災害時歯科用医療用具を、応急救護所

設置予定場所９箇所に整備する。 

 

(4) 指定避難所資機材等整備事業                          ４，７２８千円  

【防災対策課】 

指定避難所において、迅速な開設及び受け入れ体制を調えるため、資機材等を配備する。 

 

(5) 指定避難所応急物資備蓄事業                          ２，２５３千円  

【防災対策課】       

指定避難所である市立小・中・高校及びコミュニティセンター等にトイレ用テントを備蓄する。 

 

(6) 避難所開設キット整備事業［新］                         ３，１２０千円  

【防災対策課】       

専門的な知識を有さない少数の人員であっても迅速かつ的確に避難所を開設するための「避難

所開設キット」を指定避難所に整備する。 
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(7) ＷＩＴＨコロナ事前避難促進事業［新］［コ］                 ２，５００千円  

【防災対策課】       

コロナ禍における要配慮者等の安全確保を図るため、避難に時間を要する要配慮者等が、市内

のホテル・旅館等に事前避難した場合に宿泊費の一部を助成する。 

 

(8) 地区別津波避難計画策定事業                           ６，７０３千円  

【防災対策課】 

南海トラフ地震による被害を最小限に抑えるため、地域社会（自主防災組織、町内会、自治会

等）、学校、事業所などが市と一体となって、意見交換を重ね、地区別の津波避難計画を作成す

る。 

 

(9) 家具転倒防止対策推進事業                  ８３０千円  

【防災対策課】 

家具等の転倒防止対策を自身で行うことが困難な高齢者や障害者のいる世帯を対象に、家具の

固定器具の取付け費用等について助成する。 

 

(10) 地域防災力強化事業                                      １，６５０千円  

【防災対策課】 

徳島大学と協働し、避難経路などを確認する「まち歩き」を実施し、地域住民による地域なら

ではの防災マップを作成し、住民に配布するとともにコミュニティセンター等の地域共有施設に

掲示する。 

 

(11) 洪水・高潮ハザードマップ作成事業［新］              ２１，９９０千円  

【危機管理課】 

洪水・高潮浸水想定区域及びその周辺に居住する住民の円滑かつ迅速な避難を図るため、ハザ

ードマップを作成し、住民へ配布する。 

  

(12) 災害情報管理・共有システム整備事業［新］［デジ］        ６，９０８千円  

【危機管理課】 

 徳島市国土強靱化地域計画に基づく取組の一環として、災害時対応力の強化及び災害対策本部

の機能強化を図るため、災害情報や対応状況等を庁内で即時共有できるシステムを整備する。 

 

2. 消防・救急体制の充実 
 
(1) 地域防火防災推進事業                              ５４１千円  

【消防局総務課】       

幼稚園、学校、事業所、町内会等、広く市民を対象とした防火・防災教室等の開催のほか、と

くしま動物園と共催で「こども消防カーニバル」を開催し、防火・防災意識の啓発を図る。 

 

(2) 次世代の救急救命育成プロジェクト事業            ７５８千円  

【消防局総務課】 

市内の小・中学校及び高等学校を対象に、訓練用人形やＡＥＤトレーナーを使った実技などの

救命講習を実施する。 

※受講後、小学生には救命入門コース参加証、中学生・高校生には普通救命講習修了証を交付

する。 
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(3) 多言語対応推進事業                     １８６千円 

【消防局総務課】 

電話通訳センターを介した三者間同時通訳サービスにより、日本語を話すことができない外国

人からの 119 番通報時等において、言語に支障なく消防・救急サービスを提供する。 

 

(4) 県救急安心センター事業負担金                    １，０３４千円 

【消防局総務課】 

救急車の適正利用や医療機関の適切な受診に繋げることを目的に、徳島県が設置する専門職に

よる電話相談窓口である「救急安心センター(♯7119)」の運営費の一部を負担する。 

 

(5) 高機能消防指令センター部分更新事業          ３２５，０４９千円 

【消防局総務課】 

高機能消防指令センターの機能維持を図るため、部分更新を実施する。 

 

(6) 災害時オペレーションシステム整備事業［新］［デジ］          ９，２３２千円 

【消防局総務課】 

災害時の映像をリアルタイムに共有するシステムを構築することで、情報共有の効率化、迅速

化を図り、情報収集整理等にかかる時間と事務量を軽減するとともに、災害オペレーションの高

度化を図る。 

 

(7) 映像共有システム整備事業［新］            １５，８７７千円 

【消防局総務課】 

設置から 20 年が経過し、老朽化が進む高所カメラの代替えとして、徳島県が所有するライブ

カメラ映像を共有するためのシステムを構築し、災害発生時における初動体制の強化を図る。 

 

(8) 消防団員装備等充実事業                                     ８，１７３千円  

【消防局総務課】 

装備の基準改正に伴う資機材の整備や、活動時における装備破損時の対応を行うことにより、

安全確保のための装備の充実を図る。 

 

(9) 消防団活性化事業                                     ３，８８８千円  

【消防局総務課】 

女性や大学生等が消防団活動に従事しやすい環境を整備することにより、機能別団員の入団を

促進し、地域防災力の充実強化を図る。 

 

(10) 消防ポンプ自動車等整備事業               １４０，５６０千円 

【消防局総務課】 

消防ポンプ自動車等の整備により、消防力の充実・強化を図る。 

 

(11) 指揮隊創設事業［新］                      ２５，２９０千円 

【消防局総務課】 

近年の大規模化・複雑多様化する災害に対し、迅速かつ効果的な部隊管理や現場指揮、また活

動隊の安全管理体制等の充実強化を図るため指揮隊を創設する。 
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(12) 防災訓練開催事業                   ５，５００千円  

【防災対策課】 

地域住民の避難所運営に関する知識・技術の向上を図るため、総合防災訓練を開催する。 

 

3. 生活安全の推進 
 
(1) 消費者安全確保地域協議会運営事業                          ５００千円 

【市民生活課】 

高齢者等の消費者被害の早期発見、未然防止を図るために設置した「消費者安全確保地域協議

会」を運営し、各関係団体との連携を強化しながら、高齢者等の見守り活動や市民への周知啓発

活動を推進する。 

 

(2) 消費者行政推進事業                                          ７６７千円 

【市民生活課】 

石井町・神山町・佐那河内村との広域連携業務を実施している徳島市消費生活センターの周知

を図るとともに、消費者啓発事業及び消費生活相談事業を強化する。 

 

(3) 防犯灯設置費補助                                   ３，１９０千円 

【市民生活課】 

ＬＥＤ防犯灯の新設等を行う町内会等に工事費の一部を助成する。 

 

(4) 防犯灯電灯料金補助                                 １７，１３０千円 

【市民生活課】 

本市要綱で定める電灯料金基準額に基づき、町内会等が管理している防犯灯の電灯料金を助成

し、地域における犯罪防止と市民の通行の安全確保を図る。 

 

4. 生活道路の整備 
 
(1) 道路照明灯ＬＥＤ化事業［新］                            １，１００千円 

【道路維持課】 

環境負荷の低減や維持管理経費の削減を目指し、ＥＳＣＯ事業による道路照明灯のＬＥＤ化を

実施するための準備費用。 

 

(2) 道路メンテナンス事業                             ３７２，９００千円 

【道路建設課】 

「徳島市橋りょう長寿命化修繕計画」・「徳島市橋梁耐震化計画」に基づき、橋りょうの長寿命

化及び耐震化工事を行うとともに、三ツ合橋等の大規模修繕工事を実施する。 

 

(3) 道路橋りょう新設改良事業（交付金事業）                ５５，０００千円 

【道路建設課】 

県が実施する多々羅川改修事業にあわせ、多々羅川橋の歩道整備などを実施する。 

 

(4) 道路ストック点検事業                                 ５，８８４千円 

【道路維持課】 

道路施設（道路照明灯・標識など）の健全度を判定するため、計画的に点検する。 
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(5) あんしんカラー舗装事業                    ４，４６０千円 

【道路建設課】 

 児童の安全確保のため、保育所周辺道路にある横断歩道の前後などにすべり止めカラー舗装を

実施する。 

 

(6) 生活関連単独事業(道路橋りょう・河川・排水・農地施設)  ２，０７２，８９９千円 

                         ※事業費は雨水対策を含む。 

道路橋りょう・河川・排水・農地施設に係る生活関連単独事業費。 

   

5. 上水道の整備 
 
(1) 徳島市上下水道局庁舎整備事業（水道事業）           １９，８００千円 

【上下水道局水道整備課】 

発注者支援業務を導入し、発注者体制の強化を図り、防災機能を有した庁舎整備を行う。 

※債務負担行為設定（R3～R5）、限度額：2,244,000 千円 

 

6. 雨水対策の推進 
 
(1) 都市下水路事業                          ８５，１９６千円 

【河川水路課】 

市街地における浸水防除対策として、都市下水路を計画的に整備する。 

 

(2) 都市下水路ポンプ場改築更新事業                  ４６４，０００千円 

【河川水路課】 

老朽化したポンプ場施設の改築や、設備機器を浸水させないための耐水化計画を行い、都市浸

水対策を図る。 

 

(3) 流域治水対策事業［新］                      ７０，０００千円 

【河川水路課】 

吉野川水系の流域治水対策として雨水貯留施設を整備し、流域における浸水被害の軽減を図る。 

 

 

豊かな自然環境と快適な生活環境が充実した住みやすいまちづくり 

 

7. 環境の保全と向上 
 
(1) 地球温暖化対策推進事業                            ３８３千円  

【環境保全課】 

 第３次徳島市環境基本計画で設定された温室効果ガスの削減をはじめ、市域や庁内で脱炭素社

会の実現に向けた啓発などを行う。 
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8. 循環型社会・廃棄物処理の推進 
 
(1) 一般廃棄物処理基本計画策定事業［新］                   ９，０５２千円  

【市民環境政策課】 

 令和４年度改定予定の徳島市一般廃棄物処理基本計画の内容（本市の一般廃棄物の排出及び処

理の状況等）に関連する基礎調査費用。 

 

(2) 家庭ごみ減量等推進事業［新］                            ２８３千円  

【市民環境政策課】 

 市民や有識者等による会議を開催し、家庭ごみの減量化と再資源化への取組を検討することに

より、今後の施策の推進を図る。 

 

(3) ごみ減量・再資源化推進事業                               ２３，０７２千円  

【市民環境政策課】 

 市民団体による資源ごみ回収事業を実施するとともに、食品トレイや廃蛍光管の回収箱を設置
するなど、ごみの減量と再資源化を推進する。 

 

(4) 資源分別収集事業                    １３５，４００千円 

【市民環境政策課】 

 市民が排出した資源ごみを、①プラスチック製容器包装、②缶・びん・ペットボトル、③新聞

紙、④雑誌・段ボール・紙パックの４分別で収集を実施し、資源ごみの再資源化を図る。 

 

(5) じん芥処理施設整備事業（東西環境事業所）       ２９０，７５９千円 

【東部環境事業所施設課・西部環境事業所施設課】 

老朽化している東西環境事業所の施設整備費。 

 

9. 汚水対策の推進 
 
(1) 浄化槽設置推進事業                  ４２，５０９千円 

【河川水路課】 

河川などの保全と水質浄化を促進するため、単独処理浄化槽などから合併処理浄化槽への転換

を行うものに対して設置費用の一部を助成する。  

  

(2) 公共下水道施設整備事業 （下水道事業）        ２，２４６，１２７千円 

【上下水道局下水道整備課】 

公共下水道事業計画区域内の汚水管や処理施設の整備を図る。  

 

10. 多機能な都市空間の創出 
 
(1) 公園施設整備事業                  ７６，２８５千円 

【公園緑地課】 

市民に身近な公園が利用者に親しまれ、安全安心な利用が促進されるよう計画的に改修等を行

う。 
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(2) 街づくりデザイン賞実施事業                  ７３９千円 

【都市政策課】 

都市デザインの向上、市民の街づくりに対する意識の醸成を図るため、優れた建築物を選出し

表彰する。 

 

11. 住環境の整備 
 
(1) 既存木造住宅耐震化促進事業              １３０，４１６千円 

【建築指導課】 

木造住宅の耐震診断や補強計画、また、その結果を受けて実施する耐震改修工事等に係る費用

の一部を助成する。 

 

(2) 危険廃屋解体支援事業                   ６，４０８千円 

【建築指導課】 

長年放置され、周辺の住環境を悪化させている危険な廃屋への対策として、その解体に係る費

用の一部を助成する。 

 

(3) 矢三西住宅建替事業                 ８２３，６２３千円 

【住宅課】 

市民が安心して生活できる住まいづくり、まちづくりを計画的・総合的に推進していくため、

市営矢三西住宅の建替を行う。 

  ※債務負担行為設定（R4）、限度額：55,440 千円 
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［新］新規事業、［拡］事業拡充、［コ］コロナ対策、［ニュ］ニューノーマル、［デジ］デジタル化 

４ 地域経済を牽引する！活力あふれるまち「とくしま」の創造      

地域産業の競争力強化などの産業振興や働き方改革などの働く環境づくりを推進する

とともに、活気あふれる都市づくりや観光地域づくり、移住・定住の促進に取り組むこ

とにより、「人がにぎわい、魅力と活気にあふれ、誰もが躍動するまち」を目指します。 

 

 

市民の豊かな暮らしと社会を支える経済基盤を確立するまちづくり 
 
1. 農林水産業の振興 
 
(1) スマート農業推進支援事業［新］［デジ］              ３００千円 

【農林水産課】 

農業分野における労働力不足解消や付加価値向上の手段となり得る「スマート農業」を推進す

るため、生産者・有識者・機器メーカーなどによる意見交換会を開催し、支援体制を整える。 

 

(2) 農業次世代人材投資事業                   ５３，２５０千円 

【農林水産課】 

新たに農業を始める方への就農促進と農業定着を図るため、次世代を担う農業者となることを

志向する就農希望者や新規就農者に対し資金の交付を行う。 

 

(3) 農地集積推進事業［拡］                     ６００千円 

【農林水産課】 

農地の集積・集約化を図るため、農地中間管理機構に農地を貸し付けた方への協力金の交付や、

機構を通じて借り受けた耕作放棄地の解消に取り組む方へ解消作業にかかった費用を支援する。 

 

(4) 農商工連携等支援事業                    ２，２４４千円 

【農林水産課】 

農業者の所得向上と１次産品の付加価値創出のため、本市産農産物を活用した新商品の開発を

支援するとともに、農商工連携及び６次産業化の取組を支援する。 

 

(5) 鳥獣被害対策等事業                   ５，０１５千円  

【農林水産課】 

農林水産業や生活環境への鳥獣被害に対応するため、有害鳥獣の捕獲委託や侵入防止柵設置等

の助成を行う。 

 

(6) 森林整備推進事業                   ２０，０００千円  

【農林水産課】 

市内の森林を適切に管理するため、森林所有者に意向調査を行い、境界の明確化や計画を作成

することなどにより、森林整備の推進を図る。 
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(7) 基盤整備促進事業                  ２２，６１０千円  

【耕地課】 

    国や県の補助金を活用し、老朽化した農業用排水路の整備を行う。 

 

2. 地域産業の振興 
 

(1) 中小企業人材育成等事業                   ２，５２３千円 

【経済政策課】 

中小企業の社員を対象とした研修の実施、ＵＩＪターン就職希望者等の人材確保、事業課題改

善のための人材育成等の取組を支援する補助制度に加え、次世代を担うＩＴ人材の育成を行う。 

 

(2) 商店街等活性化支援事業                   ３，９００千円 

【経済政策課】 

商店街等の活性化を図るため、地域商業団体が単独又は連携してイベントの開催や空き店舗の

改装等の取組に要する経費の一部を助成する。 

 

(3) 中小企業販路拡大支援事業［拡］［ニュ］            ２２，８０１千円 

【経済政策課】 

中小企業の首都圏等・海外への販路拡大、ＥＣ（電子商取引）の促進に向けた取組を支援する

補助制度やセミナーによる情報提供に加え、コンサルタント等の専門家による窓口相談・訪問や、

ＩＴ専門家による導入支援派遣を実施する。 

 

(4) 企業誘致・雇用拡大等推進事業               １４，８４０千円 

【経済政策課】 

雇用の場を創出するため、立地企業に対する奨励措置を実施する。 

※債務負担行為設定（R4～R8）、限度額：31,000 千円 

 

(5) 創業促進事業［拡］［ニュ］                  ９，５４０千円 

【経済政策課】 

商工団体や金融機関等と連携し、創業支援相談会、出張講座、セミナー等を実施するとともに

創業予定者や創業後間もない事業者等を対象に、感染症防止対策等を含む創業に要する経費、又

は事業の発展に要する経費の一部を助成する。 

 

(6) 女性・若者活躍推進事業 ［新］［ニュ］             １，０００千円  

【経済政策課】 

起業家支援団体等と共同で、アフターコロナにおける社会変革の牽引役となる女性・若者の活

躍・起業を推進することを目的としたシンポジウムを開催し、本市における創業機運の醸成や創

業関心層の拡大を図り、将来的な創業者の増加に繋げていく。 

 

3. 商業・サービス業の振興 
 

(1) 中心市街地出店支援事業                   ４，５００千円 

【経済政策課】 

内町・新町地区の商店街等の空き店舗に新規出店する場合の店舗改装に要する経費の一部を助

成し、中心市街地の商業的魅力の向上を図る。 
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4. 働く環境づくりの推進 
 

(1) ファミリー・サポート・センター事業          １９，７００千円 

【経済政策課】 

保育施設等への子どもの送迎や保護者の急用等の場合の一時預かりなど、地域における、育児

の援助を受けたい人と行いたい人の相互援助により、仕事と子育ての両立を支援する。 

 

(2) 女性・若者活躍推進支援事業                  ９００千円 

【経済政策課】 

女性や若者がその個性と能力を十分に発揮し仕事をしていくために必要なスキルを身につける

セミナーの開催や、それぞれのライフステージに合った多様な働き方について考える機会の提供

を行い、女性や若者が活躍できる環境づくりを推進する。 

 

(3) ワークライフバランス推進事業                １，５７０千円  

【経済政策課】 

仕事と生活の調和を図りながら誰もがいきいきと活躍できる社会を目指すため、ワークライフ

バランスの推進に取り組む企業の募集を行い、その目標や取組内容を市ホームページで公表する

とともに、職場環境改善の制度整備を行った場合に奨励金を交付する。さらに、整備した制度の

実績があった企業について効果を検証し表彰を行う。 

  

 

まちのにぎわいと人の流れを創出するまちづくり 
 

5. 人等が集う求心力の高いまちづくりの推進 
 

(1) 移住促進事業［拡］［ニュ］                             １７，２３９千円 

【企画政策課】 

本市への移住促進を図るため、これまでの取組（情報発信等）に加えて、令和３年度から新た

に、移住交流支援センターの移転・機能拡充、ふるさとワーキングホリデーなどに取り組む。 

 

(2) 移住支援金支給事業                                 ８，０００千円 

【企画政策課】 

東京圏一極集中の是正及び地方の担い手不足対策を目的とした国の移住支援事業を活用し、東

京 23区から本市への移住者に対し、支援金を支給する。 

 

(3) ふるさと応援寄附金事業［拡］                         １８４，００６千円 

【企画政策課】 

ふるさと納税制度を活用し、本市のまちづくりへの支援を募るとともに、本市の魅力発信につ

なげるため、特産品等の返礼品を拡充するほか、民間のふるさと納税ポータルサイトをさらに活

用し積極的なＰＲを図る。 

 

(4) 定住自立圏構想推進事業                                ２０１千円 

 【企画政策課】 

「徳島東部地域定住自立圏共生ビジョン」に基づき、圏域全体の活性化と魅力ある地域づくり

に資する連携事業を推進するための協議会開催経費等。 
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6. コンパクトで機能的なまちづくりの推進 
 

(1) 中心市街地活性化基本計画策定事業［新］                     ２，３３０千円  

【まちづくり推進課】 

中心市街地における都市機能の増進と経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進し、新たな人

の流れとにぎわいを創出するために、中心市街地の活性化に関する法律に基づき、本市の中心市

街地活性化基本計画を策定する。 

 

(2) リノベーションまちづくり推進事業                          ６，１０３千円  

【まちづくり推進課】 

公民連携のもと、遊休不動産（空き地や空き店舗）や公共空間（道路や公園）を活用した新た

な取組により、エリア価値の向上（歩行者や固定資産税の増加）や公共の担い手（民間まちづく

り会社など）の育成を図る。 

 

(3) 徳島駅前再生事業                    ３００，０００千円  

【まちづくり推進課】 

徳島都市開発株式会社が事業主体となって行うアミコビルの再生事業に対して、支援（間接補

助）を行うことでアミコビルの魅力向上を図り、徳島駅前のにぎわいの創出につなげる。 

 

(4) 徳島都市開発株式会社貸付金                         １，０００，０００千円  

【まちづくり推進課】 

中心市街地の活性化の核となるアミコビルを再生させるため、徳島都市開発株式会社に対し必

要な資金を貸し付ける。 

 

(5) 鉄道高架促進事業                             ９５４千円 

【まちづくり推進課】 

鉄道高架との一体的なまちづくりに向けて策定した「徳島駅周辺まちづくり計画」を、今後よ

り一層具体化するため、計画に関連する課題について整理・検討し、関係機関との協議を進める。 

 

(6) 街路整備事業                                            ３０，６００千円  

【まちづくり推進課】 

市内の幹線道路である国道 11 号、55 号、192 号線の交通渋滞が慢性化し、周辺地域の社会経

済活動や日常生活に深刻な影響を及ぼしている。これらの交通渋滞を解消するため、都市計画道

路として路線を積極的に整備する。 

 

(7) 地域公共交通活性化事業                             ４５２，４３４千円 

 【地域交通課】 

市バス路線の運営を交通局から市長部局が引き継ぎ、運行業務の民間委託を推進（令和３年度

市委託路線：14路線）し、利用者ニーズに対応した地域交通ネットワークの構築及び地域公共交

通の活性化を図る。 
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(8) 徳島駅前市バスのりばＬＥＤ照明推進事業（旅客自動車運送事業）［新］ 

    １，０００千円 

 【交通局総務課】 

徳島駅前市バスのりばの照明設備をＬＥＤ化することで、消費電力の節減、長寿命化により設

備交換経費の削減及び視認性の向上を図るとともに、ＣＯ２削減による地球温暖化防止及び魅力

ある公共空間の創出に貢献する。 

 

(9) 四国横断自動車道関連の整備            １，８６３，６３９千円  

【広域道整備課】 

高速道路の建設に伴い周辺地域にもたらされる地域の分断や浸水被害の解消を図るため、地域

が要望する道路や水路などの周辺環境の整備を行うとともに、高速道路本線に並行する側道の整

備を進める。 

※四国横断自動車道側道整備事業 債務負担行為設定（R4）、限度額：188,795 千円 

 

(10) 徳島外環状道路周辺対策事業                          ８３，９５０千円 

 【広域道整備課】 

徳島南環状道路の建設に伴い周辺地域にもたらされる地域の分断や浸水被害の解消を図るた

め、地域が要望する排水機場などの周辺環境の整備を行う。 

 

7. 観光・交流の促進 
 
(1) 阿波おどり魅力体験事業                         ３，５１８千円  

【観光課】 

阿波おどりの伝統・文化の継承を目的として阿波おどり有名連を小学校に派遣し、将来の担い

手づくりに取り組むとともに、体験型観光等を通じて阿波おどりファンの拡大を図る。 

 

(2) 阿波おどり運営費補助［コ］                      １５，９３６千円  

【観光課】 

徳島市の阿波おどり実施にあたり、円滑な運営を促進するため、感染防止対策などに対する経

費について主催者に対し補助する。 

 

(3) コンベンション誘致支援事業                      １６，４７３千円  

【観光課】 

地域経済の活性化、文化の向上に寄与する全国規模・中四国規模の大会などが市内で開催され

る場合に経費等を支援する。 

 

(4) 徳島東部地域ＤＭＯ推進事業                       ２９，１５８千円  

【観光課】 

徳島東部地域内の地域資源を活かした観光地域づくりや広域観光案内により、地域経済の活性

化を図るため、官民一体となって、地域全体の観光マネジメントを一本化する着地型観光推進の

法人である（一社）イーストとくしま観光推進機構に対して経費負担を行う。 
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(5) 水都・とくしま魅力発信事業                        ３，０２５千円  

【観光課】 

阿波おどりや豊かな水辺環境、文化や歴史など、本市の地域資源の魅力を市内外に情報発信を

行うことにより、交流人口の増加による地域の活性化や、市民の愛着度の向上を図る。 

 

8. 文化財の保存と活用 
 
(1) 徳島市文化財保存活用地域計画策定事業                   １，３００千円 

 【社会教育課】 

地域に存在する文化財をその周辺環境まで含めた総合的な保存活用を図るための計画策定に

係る経費等。 
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［［新］新規事業、［拡］事業拡充、［コ］コロナ対策、［ニュ］ニューノーマル、［デジ］デジタル化 

５ 持続可能な質の高い市民サービスの実現を目指して           

 
1. 税務システム整備事業［新］［デジ］               ２０，２７５千円 

 【市民税課】 

個人住民税、法人市民税、軽自動車税、たばこ税及び固定資産税、都市計画税の課税・収滞納管理

に係る基幹系業務システムをオープン系システムに移行する。 

※債務負担行為設定（R4～R9）、限度額：1,020,394 千円 

 

2. 総合計画等推進事業                        １，９７３千円 

 【企画政策課】 

徳島市総合計画（令和２年度策定）に掲げる将来像の実現に向けて、同計画の実効性を向上させる

ため、ＰＤＣＡサイクルを適切に運用する。 

 

3. 広報紙発行                           ４３，０７８千円 

 【広報広聴課】 

さまざまな市政情報や行事・催しのお知らせなどを、わかりやすく、タイムリーに発信するため、

「広報とくしま」を月２回発行する。また、視覚障害者用として、点字版及び音訳版を作成し、希望

者に配付する。 

 

4. 行財政改革推進事業 ８６１千円  

【行財政経営課】 

健全な行財政基盤づくりに向けて、行財政改革を着実に実施するための行財政改革推進本部会議及

び行財政改革推進市民会議の開催経費等。 

 

5. 職員研修  ９，１４３千円 

【人事課】 

様々な行政課題にスピード感を持って対応するための能力開発や行財政運営に資する管理能力向上

のための研修を実施するほか、より高度で専門的な知識の習得等を目的に外部研修機関等へ職員を派

遣する。 

 

6. 個人番号カード交付事業 ２３０，３３２千円 

【住民課】 

マイナンバーカードの交付及び普及促進を図るための関係経費。 

 

7. 家庭ごみ収集運搬業務委託事業 ２１５，７７０千円 

【市民環境政策課】 

家庭ごみの収集運搬業務の一部外部委託経費等。 

 

8. 業務自動化（ＲＰＡ）推進事業［新］［ニュ］［デジ］ １，５１３千円 

【会計課】 

行財政改革の具体的なアプローチとして業務自動化（ＲＰＡ）推進することで、業務の効率化及び、

職員業務量の削減を図り、行政サービスのデジタル化を推進する。 

 



 

27 

9. 学校給食調理業務民間委託事業［拡］ ６２，３５４千円 

【給食管理室】 

中学校３校において学校給食調理業務を民間の業者に委託する。また、当該民間委託事業を検証す

るための検証委員会（仮称）を設置する。 


