
２２２２　　　　委委委委　　　　　　　　員員員員　　　　　　　　会会会会　　　　（（（（平成18年11月平成18年11月平成18年11月平成18年11月～～～～平成23年平成23年平成23年平成23年２２２２月月月月））））

○○○○総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会 ○太陽光発電設置に係る予算措置について

（平成18年３月23日選任） ○平成１９年度当初予算及び肉付け予算について
委員長 児島　　 勝 宮城　　 覺 ○監査委員に関する条例の一部改正について
委   員 川端　正義 北島　勝也 庄野　昌彦 ○県債残高の見通しについて

臼木　春夫 宮本　公博 山田　　 豊 ○退職職員の再就職先の公表について
福山　 　守 大西　章英 ○

○ ○骨格予算による警察活動への影響について
○交通安全施設整備事業費の確保について

○未成年者の自殺について ○捜査費の執行状況等について
○いじめ問題について ○吉野川市におけるＤＶ事案及び再発防止について
○ベルル共済問題について ○幹部職員の再就職先の公表について
○指定管理者制度の指定期間について ○速度違反自動取締り装置の整備について
○住民からの苦情の取り扱いについて ○退職者及び退職金の見込みについて
○地上デジタル化への対応について ○大量退職への対応について
○津波発生時の住民への情報提供について ○警察行政に係る予算の特異性について
○県の備蓄マップ作成について

○
○県有施設への太陽光発電の設置推進等について
○ベルル共済問題について ○
○公益通報者保護法に伴う体制整備について
○不法投棄の発生状況等について ・事案の概要及び事実確認について
○統一地方選挙の実施について ・報告義務について
○ ・職員の管理体制について

・処分の厳罰化について
○県下の自殺の状況及び原因等について ・再発防止への取り組みについて
○振り込め詐欺の発生状況等について ・勤務形態及び配置転換について
○ベルル共済問題について
○廃棄物の不法投棄の検挙状況について
○福祉車両等の緊急時の駐車許可申請について ○統一地方選挙の開票の迅速化について
○高齢者及び認知症の交通事故防止対策について ○期日前投票所及び入場券の改善について
○糖尿病患者等の交通事故防止対策について ○選挙運動用ビラ作成の公営について
○運転免許証の自主返納制度の普及について ○鳥獣被害（野生動物）対策について
○いじめ問題への対応について ○温室効果ガス排出削減に向けた取り組みについて
○駐車監視員制度導入による効果について ○消防団の活性化について
○駐車監視員の移動用車両について ○過疎地域における交通手段の確保について
○安心メールシステムの運用状況等について ○環境家計簿について
○高齢者の運転免許対策の慎重な実施について ○川鵜による食害対策について

○
○頑張る地方応援プログラムへの取り組みについて
○ ○

○退職職員の再就職状況の公表について ○郷土文化会館の供用再開時期について
○ ○

○平成１９年度予算編成方針について ○捜査費の執行状況等について
○私立学校における未履修問題について ○幹部職員の再就職先の公表について
○広告収入の状況等について ○委託業務に関する契約方法の見直しについて
○法人事業税の賦課状況について ○警察官の大量退職への対応について
○コンビニ収納の推進について ○徳島自動車道の速度規制の緩和等について
○県職員の長期休職者の状況について ○視覚障害者用信号機の効果音について
○新型交付税による本県への影響について ○国民文化祭における警衛警備について

H19.2.9

H19.2.27
高知県東洋町の高レベル放射性廃棄物最終処分
施設について

道州制における本州四国連絡道路の通行料金に
ついて

H18.12.6

交通事故に関する実況見分書類の書きかえ事案
について

交通事故に関する実況見分書類の書きかえ事案
について

     副委員長

H18.11.21

H18.12.5

高知県東洋町の高レベル放射性廃棄物最終処分
施設について

「働きかけ」対応制度及び公益通報制度の運用状
況について

青少年センターの温水プール廃止の周知等につい
て

青少年センターの整備運営に係るＰＦＩ事業につい
て

保健環境センターにおける職員のセクシャル・ハラ
スメント事案について

・男女共同参画基本計画（案）での位置づけについ
て

探偵業の業務の適正化に関する法律の概要と調
査対象者の個人情報の保護等について



○青少年センターのＰＦＩ方式による整備について
○ ○

・事案の概要及び所属の対応について ○

・報告義務について
・指導要領等の整備について ○

・連絡網の整備について
・処分の基準及び厳罰化について ○警察官の殉職に対する公的支援制度等について
・処分に至る経緯について ○警察官の職務に係る交通事故について
・次長の認識及び口頭注意の内容について ○ＬＥＤ信号灯器の普及について
・処分までの間に行った措置について ○警察署庁舎の改修計画について
・同種事案の前歴の調査について ○

・相談員制度の利用状況及び改善について
・加害職員の認識について
・被害者の救済措置について ○牛ミンチの偽装事件について
・責任の所在について ○温泉施設の爆発事故に対する対応について
・臨時職員の配置状況及び勤務形態について ○

・全庁的な取り組みの強化について
・女性管理職の登用について ○高齢者の交通死亡事故対策について

○地方財政計画について ○放置駐車違反の確認事務の民間委託について
○道州制について ○
○「働きかけ」対応制度及び公益通報制度について
○東部圏域の出先機関の再編等について ○
○財政調整基金及び減債基金について
○定期人事異動の時期について ○児童虐待に対する取り組みについて
○職員の健康管理及び福利厚生について ○運転免許センターの移転について
○徳島滞納整理機構の徴収状況等について ○旧阿南警察署庁舎跡地の利用計画について
○新行動計画の長期ビジョン素案について ○警察署の耐震改修計画について

○交番相談員の増員による空き交番対策について
（平成19年５月17日選任） ○

委員長 川端　正義 岸本　泰治
委   員 遠藤　一美 丸若　祐二 児島　 　勝

岡田　理絵 重清　佳之 臼木　春夫　 ○県債残高の減額について
森本　尚樹 長尾　哲見 ○

○６月（肉付け）補正予算の編成方針について ○職員数の削減計画について
○ ○県職員等の給与カットについて

○団塊の世代の県職員に対する退職手当について
○新行動計画策定のスケジュールについて ○社会保険庁の労働体質について
○県民に対する財政状況の説明について ○職員労働組合からの要求項目について
○愛知県における警察官の殉職事件について ○県に対する申請事務について
○ ○国から地方への税源移譲について

○南部圏域における防災拠点について
○警察への相談件数について
○来日外国人犯罪の状況について ○知事の給与カットについて
○オウム真理教の活動状況について ○県職員の給与カットについて
○警察官の装備について ○副知事２人制の必要性について
○銃器取締りについて ○知事の公用車買いかえについて

○本県の財政状況及び財政改革について
○職員数の削減について ・来年度における財源不足額について
○投資的経費の削減について ・財政改革の方向について
○中小企業近代化資金貸付金について ・厳しい財政状況に至った経緯について
○ ○職員数の削減について

○議会に対する説明不足について
○ ○遊休未利用財産の有効活用について

○ドイツ・ニーダーザクセン州との友好提携について

団塊の世代に属する警察官の大量退職に伴う対
応について

ドメスティック・バイオレンス事案に対する対応につ
いて

防犯ボランティア団体の活動に対する支援につい
て

H19.6.25

県の外郭団体に対する補助金、交付金の見直しに
ついて

H19.2.28

     副委員長

H19.5.21

当初予算に６月（肉付け）補正予算を合わせた通
年予算の規模について

H19.6.22

「自主的な市町村の合併の推進に関する構想（答
申）」（素案）について

先般可決成立した改正道路交通法の内容につい
て

保健環境センターにおける職員のセクシャル・ハラ
スメント事案について

「自主的な市町村の合併の推進に関する構想（答
申）」（素案）について

徳島県緊急津波対策事業費補助金の実績につい
て

徳島県東部処分場における廃棄物受け入れ料金
について

高齢者に対する振り込め詐欺被害防止の取り組
みについて

H19.9.19

「オンリーワン徳島行動計画（第二幕）」の県民へ
の周知について

H19.6.8

平成１９年度当初予算及び補正予算の県民生活
に対する影響について



○ ○

○ ○徳島県警「安心メール」の自動登録開始について
○警察職員の健康管理について

○交通管制センターシステムについて ○ホームレスへの対応について
○

○指定管理施設に対する利用者からの要望について
○ ○職員給与の臨時的削減について

○原油価格高騰の影響について
○

○緊急地震速報の運用開始について
○悪質商法による被害状況について ○来年度における収支改善目標試算について
○南部防災拠点施設の整備について ○県内における都市と地方の格差について
○レジ袋の有料化について ○県立総合大学校基本構想（素案）について
○第２２回国民文化祭の準備状況について ○新規事業に係る事業評価について
○公共施設耐震性能の建物への表示について ○来年度の予算編成について
○高齢者虐待事案に対する取り組みについて ○国の予算編成に向けた取り組みについて
○ ○年末年始における特別警戒について

○放置駐車違反の確認事務の民間委託について
○ ○高齢者が関与する交通事故対策について

○高齢者の自殺対策について
○老朽化した交通信号機の更新計画について ○警察職員の給与の臨時的削減について
○本県独自の交通安全運動の推進について ○主要交差点の名称表示について
○ベルル共済会に対する捜査の進捗状況について ○自動車運転免許試験の受験地について
○県営住宅における暴力団排除対策について ○来日外国人による犯罪の状況について
○警察職員の給与カットについて
○ ○青少年センターの改修整備について

・ＰＦＩ事業者の選定について
・改修工事期間中における青少年施策について

○本県の行財政改革について ○

・職員給与の臨時的削減について
・今後の見通しについて ○

・県民生活への影響について
・政府資金の借り換えについて ・阿南市における時差出勤の社会実験について
・平成１６年度以降の取り組みについて ・県庁における取り組みについて
・遊休資産の売却について ・効果的な広報・啓発活動について
・超過勤務の縮減について ○とくしま防災フェスタの開催について
・給与制度の見直しについて ○県有防災拠点施設の耐震化について

○業務継続計画の取り組み状況について
○合併浄化槽の普及対策について

・職員数の削減について ○男性職員の育児休業取得について
・本県の進むべき方向について ○防災訓練の広報について
・予算編成方針の見直しについて ○過疎対策について

○特別職のあり方について ○南海地震対策について
○県の外郭団体の見直しについて ○町村合併による財政効果について
○ふるさと納税について ○市町村合併及び道州制の方向性について

○新池川の水質改善について
○職員給与の臨時的削減について
○職員の自己啓発等休業に関する条例について ○平成２０年度当初予算について
○スポーツに関する事務の移管について ・国の地方再生対策について
○陸上自衛隊の阿南市への誘致について ・一般財源の経費縮減に向けた取り組みについて
○

○ ○公用車による交通事故の防止対策について
○

○第２２回国民文化祭の開会式について

児童等が被害者となる犯罪に関する相談体制に
ついて

飲酒運転の罰則強化を内容とする改正道路交通
法の運用について

女性捜査支援員、女性捜査支援補助員の配置等
について

高齢者の電動車イスによる交通事故の防止対策
等について

H19.10.3

後部座席を含むシートベルトの着用率向上対策に
ついて

改正道路交通法施行後の飲酒運転等の取締り状
況について

安全で安心な地域社会を実現するための取り組
みについて

H19.10.4

・かつて本県が赤字債権団体であった頃の取り組
みについて

H19.11.20

第２２回国民文化祭を踏まえた文化振興策につい
て

市町村防災行政無線（移動無線機）の管理につい
て

皇太子同妃両殿下の本県の行啓に伴う警衛警備
について

H19.12.4

暫定税率を適用した法律の法期限失効による予
算上の影響について

H19.12.5

地球温暖化対策を進めるための条例の制定につ
いて

温室効果ガス総排出量の削減目標達成に向けた
取り組み状況について

H20.2.18

・道路特定財源の暫定税率が失効した場合の影響
　について

鳴門わかめ及び中国産冷凍ギョウザなどの食の
安全・安心対策等について



○

○警察本部の清掃業務に係る委託契約について
○

○
○古物営業等をめぐる住民とのトラブルについて

○ ○猟銃の適正管理について
○

○

○
○消費者行政のあり方について
○ ○空き駐在所の解消について

○自転車利用者に対する安全対策について
○とくしまマラソンにおける警備について
○警察職員の健康管理について ○非行少年等自立支援事業について
○老朽化した警察署等の整備計画について ○みなみから届ける環づくり会議の取り組みについて
○運転免許証のＩＣチップ導入について ○
○平成２０年度当初予算の状況について
○警察車両による交通事故の防止対策について ○陸上自衛隊の阿南市への誘致について
○警察本部の清掃業務に係る委託契約について ○消防防災航空隊基地移転事業について
○井川スキー場腕山における死亡事案等について ○消防防災ヘリのドクターヘリ機能導入等について

○市町村合併特別交付金について
○未収金対策について ○第１６回統一地方選挙について
○未利用地の売却計画について
○公用車の更新計画について
○ ・開票事務の迅速化について

○危機管理体制の整備について
○南部総合県民局の果たす役割について ○県職員の自主防災組織への参加について
○徳島県南部圏域振興計画の進捗状況について ○浄化槽の法定検査の受検率向上対策について
○ ○浄化槽の市町村設置型への取り組みについて

○県有施設の窓口における耳マークの表示について
○ ○県から市町村への権限移譲の進捗状況について

○南部防災拠点施設の整備について
○ ○がんばる市町村応援事業について

○自主防災組織の活性化等について
○第２２回国民文化祭を踏まえた文化振興について
○エコハット・エコマント導入事業について

・県税の増収につながるような施策について ○エコかっこいいー！我が家推進事業について
・公共事業削減の税収に与える影響について ○ホームページシステム更新事業について
・収支改善改善目標試算の見直しについて ○

○
○県有防災拠点施設の耐震化について

○県有施設の窓口における耳マークの表示について ○救急行政の広域化について
○県立総合大学校の運営について ○新型インフルエンザ対策について
○県庁組織の再編について ○保健環境センターの移転計画について
○組織執行体制の見直しについて ○新池川の水質改善について
○危機管理体制の見直しについて
○地方交付税の復元に向けた取り組みについて （平成20年３月19日選任）
○白バイの運用について 委員長 木南　征美 西沢　貴朗
○ 委   員 岡本　富治 南　　 恒生 北島　勝也

三木　　 亨 庄野　昌彦 森本　尚樹
○ 古田美知代 大西　章英

○警察庁舎の窓口における耳マークの表示について ○元県職員の不祥事について

・県及び市町村における消費者行政のあり方につ
いて

・安全宣言等を出すに当たっての国との連携につ
いて

鳴門わかめの不適正表示に関する県の対応につ
いて

無配置となった交番・駐在所施設の有効活用等に
ついて

中心市街地再活性化のための道路使用許可の方
針について

中国産冷凍ギョウザの食の安全・安心対策等につ
いて

・安全宣言等を出すに当たっての国との連携につ
いて

・販売業者及び防虫業者に対する行政指導につい
て

県消費者情報センターの事業内容及び予算につ
いて

県の財政構造改革が県民生活に与える影響につ
いて

・財政構造改革期間中における県税収入の見込
みについて

県職員によるパークアンドライドの率先的な実践に
ついて

H20.3.4

公の施設における指定管理者制度の導入状況に
ついて

鳴門わかめの信頼回復のための新聞広告につい
て

職員給与の臨時的削減が税収に与える影響につ
いて

ＩＣチップが組み込まれた自動車運転免許証につ
いて

治安回復に向けた今後の県警察の取組みについ
て

     副委員長

H20.6.17

猟銃の許可手続きに必要な医師の診断書につい
て

H20.3.5

鳴門わかめの信頼回復のための新聞広告につい
て

・知事選挙の同日実施に伴う経費削減効果につい
て

本庁舎における県民向けのインターネット端末の
設置状況について

防犯ボランティア団体の活動に対する支援につい
て

公務中の警察職員による交通事故の防止対策に
ついて



・県が行った調査の概要について ○

・懲戒処分及び退職金の取り扱いについて
・発生した原因について ○ライトダウン運動の取り組み状況について
・検討会議等における再発防止策について ○

・再発防止に向けた職場環境について
・幹部職員の対応について ○

○希少野生生物の保護状況について
○タクシーチケットの取り扱いについて ○
○随意契約の状況について
○ ○

○平成１９年度繰越明許費の概要について ○
○文化スポーツ立県局の設置について
○とくしまマラソンの次年度の開催について ○地震による土砂ダム発生への対応について
○改正道路交通法の概要について ○災害時の個人用医薬品の供給について
○とくしまマラソンの次年度の開催について ○学校の耐震化について
○インターネット犯罪への対応について ○ごみの不法投棄への対応について
○不審者情報への対応について ○
○ナイフ等の取締り状況について
○猟銃の適正管理について ○
○随意契約の状況について
○運転免許センターの移転について ○

○職員の一連の不祥事について
・元県職員の不祥事に対する実態把握について ○職員の一連の不祥事について
・公益通報制度の改善について ・不祥事の原因について

・交通違反に対する管理体制について
・職員の人事管理について

・内部統制機能の強化について ・公用車の管理について
・ランチタイムミーティングの成果について
・職員のメンタルヘルスについて

○全国型市場公募債の発行について ・懲戒処分者数の推移について
○ ・再発防止検討会議の委員の選任について

○新過疎法制定に向けた取り組みについて
○ ○たばこ税増税に係る市町村財政への影響について

○
○職員の採用状況及び人員の削減計画について
○ふるさと納税の状況について ○
○美馬警察署からの留置被疑者の逃走について

・懲戒処分者の氏名の公表について ○

・予備費によるセキュリティ装置の整備について
・警察署職員の広報対応等について ○地球温暖化対策推進条例の概要について
・原因と再発防止対策について ○

○
○公用車の管理について

○運転免許センターの移転計画について ○運転免許証の期限切れの確認について
○警察官の採用試験の方法等について ○
○

○警察職員による公務中の交通事故について
○ ○運転免許センター移転後の跡地利用について

○取調べ監督官制度の概要について
○取調べの可視化について

○
○財政構造改革について

○県庁コールセンターの設置について ・健全化判断比率の今後の見通しについて

H20.7.1
H20.10.6中国産ウナギの産地偽装事案等に対する県の対

応について

エコスタイル・アイドリングストップ運動の取り組み
状況について

徳島県食の安全・安心に関する広告基準における
企業の責任について

勝浦・上勝地区におけるケーブルテレビの利用料
金等について

市町村における男女共同参画条例の制定状況に
ついて

県の審議会における女性委員の選任状況につい
て

文化スポーツ立県局と教育委員会及び体育協会と
の連携について

地球温暖化防止対策に対する市町村及び県の取
り組み状況について

地方公共団体財政健全化法の適用等に伴う市町
村への支援について

徳島市の音楽・芸術ホールに対する考え方につい
て

随意契約から競争入札による契約への切りかえに
ついて

中国産ウナギの産地偽装事案に係る捜査の状況
について

自動車教習所の教習員の一日当たりの指導時間
について

H20.9.18

市町村振興資金貸付金特別会計における原油高
騰緊急対策資金について

地球温暖化対策資金貸付金による原油高騰対策
について

第６３回国民体育大会における本県の成績見通し
について

優良産業廃棄物処理業者認定制度における認定
基準について

刑事事件関係書類の未処理事案に係る再発防止
策について

・平成１８年度普通会計決算認定特別委員会にお
ける質疑について

第九交響曲演奏会における知事等の出席につい
て

H20.6.30

・再発防止及び信頼回復に向けた今後の取り組み
について

・元県職員の不祥事に係る関係者の処分等につ
いて

道路特定財源の暫定税率失効による県への影響
について

家畜保健衛生所における獣医師の確保・配置に
ついて



・職員給与の臨時的削減について ○

・財政状況の今後の見通しについて
○米軍機の超低空飛行に対する取り組みについて ○ひき逃げ事件への対応について
○道州制に対する認識について ○飲酒運転等の防止対策について
○職員の不祥事について ○警察車両による交通事故の防止対策について

・監察組織のあり方について ○県職員の自殺について
・服務規程の見直しについて ○

・運転記録証明書の確認について
○ ○インターネット犯罪に対する体制の強化について

○ ○定額給付金について
○県民くらしに関する組織体制と業務内容について

○全国型市場公募債の発行について ○太陽光発電の普及について
○ ○汚水処理人口普及率について

○自然エネルギーへの政策転換について
○ ○監査報告における指摘事項について

○
○

○
○個室ビデオ店等への立入調査の状況について
○ ○消防団の現状と今後の取り組みについて

○市町村合併の検証について
○大林北交差点における規制標識等について ○

○ ○ＣＯ２削減社会実験について
○地球温暖化対策推進条例について

○ ・条例の周知について

○徳島県職員災害応援隊の取り組み状況について
○汚染米の県内での流通について ○保健環境センターの移転計画について
○食の安全・安心に係る検査体制について ○コールセンターの設置について
○ ○海上からの救助訓練について

○昭和南海地震のメモリアル行事の実施について
○温室効果ガス削減の見通しについて ○木製柱を使用した道路標識の設置について
○県有施設の耐震化の状況について ○障害者の雇用状況について
○地球温暖化対策の取り組みについて ○民間の犯罪被害者支援団体の設立について
○石綿（アスベスト）の再調査について ○監査報告における指摘事項について
○

○市町村への権限移譲について

○指定管理者制度について ○特殊車両の無許可運行の取り締まりについて
・経費の節減と県民サービスの向上について ○放置車両の確認事務の民間委託について
・債務負担額の増減状況及び契約期間について

○本年度の税収見込みについて ○部等設置条例の一部改正について
○平成１９年度決算における負債の状況について ・危機管理局の改組について
○職員給与の臨時的削減について ・監察局の設置について
○職員削減計画の進捗状況について ○全国型市場公募債の発行について
○部等設置条例の一部改正について ○障害者の雇用状況について
○県職員の自殺について ○女性管理職の割合について
○公用車による交通事故の防止対策について ○審議会における女性委員等の選任について
○ ○徳島滞納整理機構の実績について

○監査報告における指摘事項について
○中国産ウナギの産地偽装に対する対応について ・管財課における委託契約の状況について
○食の安全・安心に対する体制の整備について ○とくしま“人財”バンクの創設について
○地球温暖化対策推進計画について ○公益法人制度の改革について

H20.11.19

自動車税納税通知書等の作成に係る委託契約に
ついて

佐那河内いきものふれあいの里の指定管理につ
いて

・エコスタイル及びアイドリングストップの取り組み
について

・運転免許センターほか３カ所の設備管理業務に
ついて

徳島市新町西地区市街地再開発事業に対する見
解について

環境局環境整備課における行政代執行費用の収
入未済について

・放置駐車違反に伴う行政制裁金の収入未済につ
いて

H20.12.9

徳島本町交差点及び北常三島町交差点における
時差式信号機について

インターネットサイトにおける誹謗・中傷事案への
対応について

H20.10.7
第６３回国民体育大会における本県の成績見込み
について

公益通報者保護制度に係る市町村の相談窓口の
設置状況について

消防防災ヘリのドクターヘリとしての運用状況につ
いて

南海地震対策課における旅費の二重払いについ
て

中央病院改築工事の入札不調による予算への影
響について

徳島市新町西地区市街地再開発事業に対する見
解について

人事異動の基本方針及び監察結果の人事異動へ
の反映について

指定管理者制度の再契約に対する考え方につい
て

エコスタイル・アイドリングストップの取り組み方針
について

大麻の取り締まり及び薬物乱用防止の広報につい
て

H20.12.8



○ ○

○職員組合との団体交渉の公開について ○太陽光発電の普及について
○本県の新年度予算編成の見通しについて ○
○総合県民局の組織のあり方について
○服務規程の改正について ○
○職制の見直しについて
○総務事務センターの設置について ○子供の体力低下とスポーツの振興について
○裁判員制度への対応について ○過疎対策について

・集落支援員制度の概要について
○ ・過疎債の執行状況について

・新過疎法制定に向けた取り組みについて
○ ○委員会説明資料について

○平成２０年度補正予算について
○臨時職員の雇用について ・廃棄物処理施設管理指導費について
○交通安全施設整備事業について ○選挙管理委員の報酬について
○財政の健全化について ○ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニール）の処理について
○環境関連予算について ○ごみの不法投棄に対する取り組みについて
○施策効果等の検証について ○職員駐輪場のソーラー化の概要について
○地域活性化・生活対策臨時交付金について ○地球温暖化対策について
○公共事業について ○

○平成２１年度当初予算について ○平成２０年度補正予算について
・土木費の前年度比較について ・警察職員の給与費について
・県債及び基金の状況について ○職員公舎駐車場の有料化について
・財政構造改革について ○薬物取締りの実績と防止対策について

○職員の勤務時間の変更について ○
○

○公安委員の報酬について
○証紙収入に係る経費について ○徳島被害者支援センターの運営について
○「みんなにとどけ！広報事業」の概要について ○サイバー犯罪等への対応について
○人事委員及び監査委員の報酬について ○大規模災害発生時の災害警備活動について
○平成２０年度県税収入の見込みについて
○危機管理部への改組について ○組織改正について
○ ・今後の組織改正の方向性について

・東部圏域の組織再編の検証について
○選挙管理委員の報酬について ○平成２０年度補正予算について
○ ・公債管理特別会計について

・庁舎等の維持管理費について
○県庁コールセンターの設置について ・県有車両管理費について
○認知機能検査の概要等について ・用度事業特別会計について
○寄附の募集取締条例の廃止について ・歳入の状況について
○平成２１年度当初予算について ・基金の残高見通しについて

・捜査費について ○

・警察職員の給与費について
○公安委員の報酬について ○監察局の今後の課題について
○ ○関西広域連合（仮称）について

・設立スケジュールについて
・設立の趣旨について

○健康増進のためのスポーツ振興について ○
○徳島県地球温暖化対策指針案（骨子）について
○ ○ＩＰ電話設置の効果について

○
○土壌汚染の実態と対策について
○ ○国直轄事業負担金の状況について

○追加経済対策の見通しについて

職員の現職死亡の状況とメンタルヘルス対策につ
いて

新エネルギー、省エネルギーに対する取り組みに
ついて

徳島県郷土文化会館における寄贈作品等の有効
活用について

とくしま政策研究センターと総合県民局の連携につ
いて

徳島の提言・要望～「新成長シナリオ（低炭素社会
等）」の取りまとめに対する提言～について

廃棄物処分場の維持管理に係る委託契約につい
て

県内市町村における定額給付金の支給開始予定
について

ドイツ・ニーダーザクセン州からの訪問団への対応
について

徳島県優良産業廃棄物処理業者認定制度につい
て

警察車両による交通事故に係る損害賠償の専決
処分について

H21.3.5

国補助事業における事務費の執行に係る点検に
ついて

H21.3.6

国補助・委託事業における事務費の執行に係る点
検結果について

ふるさと雇用再生特別基金等の総額と使途につい
て

H21.2.18

木村前副知事の公務員倫理に関する監察結果に
ついて

地球温暖化防止活動推進センターの状況につい
て

H21.1.30
補正予算と国の関連法案の成立との関係につい
て

会計検査院による不適正会計処理の指摘への対
応について



○ ○

○退職者の再就職に係る公表基準について ○
○行政委員の報酬について
○ ○

○業務棚卸しの取り組みについて ○

（平成21年３月20日選任） ○
委員長 丸若　祐二 岩丸　正史
委   員 竹内　資浩 元木　章生 岸本　泰治 ○

喜田　義明 福山　　 守 黒﨑　　 章
黒川　征一 山田　　 豊 ○

○職員の不祥事について ○浄化槽の法定検査の状況について
・概要及び再発防止対策について ○野外焼却禁止の例外規定に係る周知について
・職場研修の状況について ○公共施設等地上デジタル化推進事業について
・職員の処遇及び懲戒処分状況について ○

・監察局への通報状況について
○補正予算について ○温室効果ガス排出量の削減目標の設定について

・編成の基本方針について ○

・公共事業の状況について
・本県財政への影響について ○市町村へのエコスタイル導入の働きかけについて
・交付金の概要について ○

・今後の予算編成への取り組みについて
・国直轄事業負担金について ○ヒューマンリゾートとくしま海と森構想について
・森林整備加速化・林業飛躍事業について ○ＣＯ２削減社会実験の今後の取り組みについて

○職員の給与に関する条例等の一部改正について ○警察職員の不祥事について
・改正の内容及び県財政への影響について ・処分の量定について
・職員給与の臨時的削減の見通しについて ・再発防止策について
・人事委員会の勧告について ・氏名の公表等について
・全国の状況について ・上司の監督責任について
・地域経済への影響について ○猟銃の適正管理及び改正銃刀法の周知について
・衆議院総務委員会の附帯決議について ○交通安全協会の運営について
・愛知県の状況について ○交通事故発生状況及び交通安全対策について

○
○補正予算編成の基本方針等について
○公用車の現状及び今後の対応方針について ○
○知事講演録の購入について
○１月補正予算・５月補正予算の執行状況について ○自主防犯組織の活動への支援について
○

○財政運営について
○投票所の設置箇所について ・実質公債費比率の見通しについて
○ ・今後の財政運営について

・公共事業の評価について
○ ・人口減少と財政構造改革について

○県庁舎等におけるＬＥＤ照明の使用について
○つるぎ町における警察車両の交通事故について ○
○緊急雇用対策事業の取り組みについて
○懲戒処分の状況について ○県有施設の地上デジタル化への対応について
○職員の勤務時間及び公用車の管理について ○地域活性化・経済危機対策臨時交付金について
○ ・充当状況について

・数値目標の設定及び検証について
○職員の交通事故防止への取り組みについて ○

○漂流・漂着ゴミ対策事業の概要について

阿波市及び三好市における不法投棄事件につい
て

鳴門市内の海岸に損壊遺体が漂着した殺人・死
体遺棄事件について

H21.6.26

マイバッグ・マイバスケット運動への取り組みにつ
いて

環境創造基金（地域グリーンニューディール基金）
の取り組みについて

H21.5.27

H21.6.15

地域活性化・経済危機対策臨時交付金の概要に
ついて

本県における温室効果ガス排出量の目標の設定
及び２００６年度の実績の公表について

公共施設の太陽光発電パネルの設置見通しにつ
いて

木村前副知事の公務員倫理に関する監察結果に
ついて

私立高等学校授業料軽減事業補助金の状況につ
いて

     副委員長

とくしま新成長戦略に係るソフト事業の展開につい
て

温室効果ガス排出量の状況及び削減目標に向け
た取り組みについて

地球にやさしい企業・ＮＰＯ等支援事業の概要につ
いて

新成長戦略（グリーンニューディール）推進企画員
室の概要について

地球温暖化防止活動推進センターの設置時期に
ついて

市町村合併の検証及び地域自治区の導入につい
て

徳島県優良産業廃棄物処理業者認定制度の概要
について

徳島スマートドライバーセーフティラリー２００９の概
要について

青色回転灯を装着した車両によるパトロールの状
況について

H21.6.29

公用車へのエコカーの導入状況及び公用車の削
減計画について

とくしま新成長戦略（グリーンニューディール）につ
いて



○

○環境首都とくしま創造センターの概要について
○職員の人材育成及び能力開発について ○新たな環境マネジメントシステムへの移行について

・人材育成の取り組みについて ○温室効果ガス排出量の削減目標について
・専門職の養成及び配置について ・国における削減目標設定による影響について
・庁内公募の実績について ・本県の現状と部門別の削減目標の設定について
・先進事例の調査・研究について ○

○関西広域連合（仮称）について
・各府県等の対応について ○

・今後のスケジュールについて
・県民への周知について ○

・設立の趣旨について
・道州制との関係及び県の役割について ○

・分賦金の考え方について
○行政委員の報酬について ○

○県税の還付金の状況について ○
○退職した職員の再就職状況について

・国との違いについて ○

○警察職員の自殺について
○ ○退職した警察職員の再就職状況について

○公安委員会の中立性・独立性について
○外郭団体の情報公開について ○公安委員の報酬について
○

○財政の健全化について
○

○ ・公共事業予算の確保について

○

○

・公債費負担適正化計画について
○子ども見守りカメラシステムについて ○政権交代による影響について

・予算の執行及び事業の進捗状況について ・国の補正予算凍結による影響等について
・住民合意の形成について ・公共事業予算の削減に対する対応について

○

・市町村の県事業負担金について
○

○来年度の予算編成について
○ ○職員数の削減計画の見通しについて

○本年度の県税収入の見通しについて
○ ○職員表彰制度の見直しについて

○基金の状況及び検証システムについて
○ ○

○ ○

○ ○

警察車両による交通事故に係る損害賠償につい
て

銃砲刀剣類所持許可に係る認知機能に関する検
査の概要について

認知機能の低下が原因と認められる交通事故の
発生状況について

薬物の取締り状況及び薬物乱用防止の啓発につ
いて

運転免許更新に係る認知機能に関する検査の概
要について

オンリーワン徳島行動計画（第二幕）の進捗状況
及び改善見直しについて

国補助・委託事業における事務費の執行等に係る
点検について

「信頼回復元年」における取り組み及び監察局の
実績・成果について

県職員の長期休暇の状況及びメンタルヘルス対策
について

・実質公債費比率、将来負担比率等の状況及び改
善に向けた取り組みについて

・財政構造改革基本方針における収支見通しに対
する収支改善目標試算について

・臨時財政対策債、退職手当債等の発行状況につ
いて

・暫定税率の廃止、直轄事業負担金の廃止による
影響について

・とくしま新成長戦略に係るソフト事業の展開につ
いて

・新成長戦略（グリーンニューディール）推進企画
員室について

H21.9.14

リチウムイオン電池を用いた非常用信号機電源付
加装置の概要について

H21.10.5

浄化槽の法定検査に係る市町村別の受検率及び
単独処理浄化槽に係る国の実態調査について

上八万地区の産業廃棄物処理業者の廃止届への
対応について

新成長戦略（グリーンニューディール）推進企画員
室の取り組みについて

市町村における定額給付金支給率の状況につい
て

・外郭団体への再就職状況及び退職金の状況に
ついて

市町村に対する政権交代等に係る予算の動向等
の情報伝達について

新たな環境マネジメントシステムへの移行状況に
ついて

浄化槽維持管理適正化計画推進モデル事業の概
要について

起債許可団体おける財政運営に対する影響につ
いて

自治体におけるカーボンオフセットの取り組みにつ
いて

・損害賠償保険の免責金額を超える損害賠償の
状況について

自殺者数の状況及び自殺統計データの活用につ
いて

自転車による交通事故の発生状況及び事故防止
対策について

H21.10.6

浄化槽の法定検査に係る市町村別の受検率につ
いて

とくしま新成長戦略推進事業におけるＣＯ２の削減
見通し及び雇用効果について

温室効果ガス総排出量削減の達成見通し及び新
たな行動計画の策定スケジュールについて

・つるぎ警察署管内の交通事故に係る求償につい
て



○ ○

○
○知事の退職手当の削減について
○

○平成２２年度当初予算について
○県立学校の耐震化の進捗状況について
○職員給与の削減額の総額について
○県税の調定状況について
○

・経済対策について
○自治体クラウド開発実証事業の概要について ・財政再建に向けた今後の取り組みについて
○ｅ－とくしま商店街構築事業の概要について ・政策的経費の現状について
○魅力発信とくしま構築事業の概要について ・税収の減少と地方財政計画について
○ ○情報システム課の事業概要について

○生光学園の不適正経理問題について
○治安情勢等について ・経緯と県の対応について
○警察官の不祥事について ・補助金の状況及び理事会の開催状況について

・不法投棄事案の概要及び対応について ・特定業者との関係の把握について
・懲戒処分等に係る公表基準の見直しについて ・今後の対応について
・懲戒処分者等の氏名公表について

○交通規制の見直し等の概要について
○職員に対する給与減額措置の説明について ○

○職員給与の臨時的削減について ○県職員の子ども手当の執行について
○財政状況及び来年度の予算編成方針等について ○剣山山系におけるニホンジカの食害対策について
○新たな歳入対策について
○中期計画の策定について
○獣医師の確保対策について ・シカ対策に係る予算の推移について
○本年度の税収見込みについて ・環境省の取り組みについて
○公共事業執行における地元の要望等について ○
○外郭団体の見直し等について
○公益法人制度改革の概要等について ○
○特別会計の状況について
○県退職者の人材活用について ○
○

○徳島県版レッドリスト改訂事業の概要について
○暴力団排除条例の制定について ○
○交通信号機用ＬＥＤ式電球の開発について
○ ○

○ ○警察署の耐震改修計画について
○徳島東警察署庁舎の整備について

○ ○捜査費の執行状況等について
○捜査費に係る支出書類の情報開示について

○空き交番対策について ○三好市における殺人未遂事件の概要について
○

○剣山山系におけるニホンジカの食害対策について
○アスベスト被害者の認定状況について ○
○

○安全な自転車通行への取り組みについて
○生物多様性について
○自治体クラウド開発実証事業の概要について ○平成２２年度当初予算における経済対策について
○ ○経済対策における計数目標の設定について

○四国八十八箇所霊場と遍路道の世界遺産登録へ
の取り組みについて

運転免許センターの移転に係る予算措置状況及
び今後のスケジュールについて

新たに配備が予定されているヘリコプターの概要
及び県の防災ヘリコプターとの連携について

ＬＥＤ式信号灯器の整備状況及び交通安全施設の
整備計画について

H22.3.4

とくしま自転車王国創造プロジェクトの概要及び県
土整備部との連携について

財団法人徳島県体育協会による表彰制度の基準
について

２００７年度の温室効果ガス排出量の公表時期に
ついて

ＣＯＰ１０の開催意義及び開催を契機とした本県で
の取り組みについて

上八万地区の産業廃棄物処分場の設置者不在と
なった場合の廃止手続等について

ポカリスエットスタジアムの大型映像装置の設置
について

新成長戦略（グリーンニューディール）推進企画員
室の取り組みについて

予算編成方針における市町村との役割分担等の
考え方について

H22.2.16

・人件費の前年度比較及び退職手当の今後の推
計について

・公債費、交付税及び財政調整的基金の状況につ
いて

・私立学校運営費等補助金に係るこれまでの検査
結果等について

南部総合県民局における森林資源循環システム
確立緊急対策事業の概要について

・シンポジウム「深刻化する剣山山域におけるシカ
  の食害」の概要について

国補助事業等における事務費の執行に係る点検
について

自動車保管場所標章の契約の状況及び手数料の
見直しについて

いじめに関する相談及び関係機関との連携状況
について

H21.12.4

国補助・委託事業における事務費の執行に係る点
検について

国の事業仕分けによる本県の汚水処理構想への
影響について

H21.12.3

徳島スマートドライバーセーフティラリー２００９の
実施状況及び成果について

新政権の私立高校生のいる世帯への助成につい
て

H21.11.18

全国型市場公募債の発行状況及び活用分野につ
いて



○生光学園の不適正経理問題について ○

○

○スポーツ振興に係る予算の推移等について
・私立学校審議会について ○

○
○

○行政委員の報酬について
○職員数の推移及び休職者の状況について
○自治体法務検定について ○緑の分権改革推進事業について
○職員数の全国状況及び職員数の削減について ・県及び市町村の事業概要について
○ ・全国状況について

○労働組合の組合員の選挙運動について
○取調べの可視化及び公訴時効の廃止について ・自然エネルギー自給率の本県の状況等について
○道路冠水時における車両の通行止めについて ・事業のスケジュールについて
○野外焼却禁止の例外規定について
○

・国に対する要望額とその決定状況等について
○信号機の設置状況及び設置基準等について
○暴力団排除条例の制定について （平成22年３月20日選任）
○ 委員長 元木　章生 喜多　宏思

委   員 岡本　富治 南　　 恒生 北島　勝也
○ 福山　　 守 来代　正文 松崎　清治

山田　　 豊
○ハント族の取締り状況について

○行政委員の報酬について
○剣山山系におけるニホンジカの食害対策について ○総理大臣交代の地方への影響について

・高知県及び本県の被害状況と取り組みについて ○

・関係機関との連携について
○

・鳥獣による被害状況の推移について
○ ○青少年健全育成シンポジウム事業について

○本県における口蹄疫発生時の対応策について
○労働組合の組合委員の選挙運動について ○県警退職者の人材活用について
○ ○講習用教材「交通の教則」の購入について

○
○浄化槽の整備について

○不審者情報について
○

・補助制度のあり方について
・法定受検率の状況について
・汚水処理構想の見直しについて ○財政運営について
・法定受検率向上に向けた取り組みについて ・財政調整基金等の残高について

○ ・６月補正予算の概要について
・県税の減収と地方交付税の見通しについて

○地球温暖化対策推進条例の施行状況について ・県債残高について
○ ・財政健全化に向けた今後の取り組みについて

・実質公債費比率の今後の見通しについて
○がんばる市町村応援事業の概要について ・退職手当引当金について
○定住自立圏構想の現状について ・特別会計及び基金の適正運用について
○ ○青少年健全育成シンポジウム開催事業について

○新政権の陳情システムについて
○警察官採用試験の身体基準等の緩和について

H22.6.18

市町村振興資金貸付金の内容及び利用状況等に
ついて

2007年の温室効果ガス排出量の分析内容、温室
効果ガス排出量削減目標の達成見通し及び新た
な行動計画の策定スケジュールについて

徳島市国府町及び入田町で発生した不審火の捜
査状況について

２００７年度の温室効果ガス排出量の状況につい
て

住民基本台帳カードの発行状況及び普及啓発に
ついて

定住自立圏等民間投資促進事業交付金の概要に
ついて

市民団体による徳島県教職員組合事務所への抗
議活動について

産業廃棄物の不法投棄対策に係る市町村等との
連携について

・市町村の地球温暖化対策実行計画の策定状況
について

・剣山地域ニホンジカ被害対策推進協議会（仮称）
の概要について

災害時の廃棄物処理に係る関係機関との連携に
ついて

優良産業廃棄物処理業者認定事業の状況につい
て

太陽光発電に係る補助金の状況及び県の取り組
みについて

再生可能エネルギーの利用に対する県の取り組
みについて

     副委員長

H22.6.4

畑作物のカドミウム濃度に係る環境省の調査結果
について

・浄化槽整備事業費補助金に係る予算の減額理
由について

自動車保管場所標章の交付手数料の見直しにつ
いて

超過勤務手当見直しの概要及び超過勤務の現状
について

暴力団に対する取締り状況及び意識調査の概要
について

H22.3.5

・生光学園からの報告書の内容及び今後の対応
について

財政調整基金及び減債基金の状況及び予算編成
の透明化について

産業廃棄物の不法投棄等の取締り並びに県及び
市町村との連携について

・関係者の事情聴取及び県の指導状況等につい
て

H22.3.15

・とくしま地球環境ビジョンにおける自然エネルギー
関係の目標の進捗状況等について



○誤認による交通違反の検挙について ○
○講習用教材「交通の教則」の購入について
○公務中の警察官による交通事故について ○独居高齢者の検死件数について
○道路環境に合った交通規制の見直しについて ○剣山山系におけるニホンジカの食害対策について
○警察安全相談の受理状況及びその対応について
○殺人罪等の公訴時効廃止による課題について
○高齢運転者等専用駐車区間制度について ・高知県との連携について
○ ○地上デジタルテレビジョン放送の対策について
○新空港周辺道路の交通の円滑化について ○

○浄化槽の法定検査について ○財政構造改革の今後の見通しについて
○職員の不祥事について

○子ども見守りカメラシステムの運用状況について
○

・法定検査費用について
○地上デジタルテレビ放送の対策について ○

○

○取り調べの可視化について
・低所得者層への支援状況及び内容について ○県職員の窃盗未遂事件について
・デジタル化移行時期の延長について ○

○
○

○産業廃棄物の不法投棄対策について ○

・廃棄物不法投棄の現状について
○外国人犯罪の検挙状況について
○

・産業廃棄物不法投棄の要因について
○児童虐待事案の状況及び対策について
○

・マニフェストの記載内容について
・廃棄物収集運搬車両への許可期限表示について○県職員の不祥事について
・マニフェストの管理について ○９月補正予算の概要について
・不法投棄者への罰則について ○今後の国の補正予算への対応について
・廃棄物収集運搬の制度内容について ○県職員の健康対策について

○財政運営について
○行方不明となっている高齢者への対応について ・公債費負担適正化計画の見通しについて
○運転免許センターの移転について ・実質公債費比率の単年度の動向について

・移転整備に要する全体の予算規模について ・来年度予算の編成方針について
・既存施設の活用によるコストの節減額について ・県職員の給与復元の見通しについて
・土地・建物の取得の時期について
・その他警察関係施設の移転について
・現運転免許センターの跡地利用について ・本県の実質公債費比率が高い要因について

・本県の財政状況に関する積極的な広報について

○徳島県暴力団排除条例について ○外来生物について
・条例の施行日について
・暴力団対策法と本条例の違いについて

・本県における生息調査の実施状況について
・アルゼンチンアリの駆除状況について

○ ○鳥獣被害対策について
・本県の鳥獣被害対策の全体予算について

○

H22.10.5

市民団体による徳島県教職員組合事務所への抗
議活動について

・ニホンジカ食害対策に係る予算額及び取り組み
内容について

阿南市福井町における産業廃棄物最終処分場計
画への廃止勧告について

H22.10.4

・起債許可団体における財政運営に対する影響に
ついて

・国及び本県における外来生物の生息状況につい
て

・イノシシ、ニホンジカ、サルの生息数及び生息調
査の実施状況について

・環境整備公社における廃石膏ボードの受け入れ
料金について

・各都道府県で同様の条例を制定する理由につい
て

風俗営業法の施行条例の条文の表記方法につい
て

新たに開通した楠根トンネルの交通安全対策につ
いて

・環境整備公社における受け入れ料金設定の見
直しについて

H22.9.14

・新運転免許センターへの路線バスの停留所設置
について

・地上デジタルテレビ放送対応受信機の普及率に
ついて

・ビル陰等による地上デジタルテレビ放送の視聴
困難箇所への対応について

市町村振興資金貸付金特別会計の貸付状況等に
ついて

H22.6.21

・法定検査受検率の状況及び目標達成の見込み
について

・浄化槽法定検査促進事業による県下一斉調査
の結果について

旧空港跡地への運転免許センターの移転について

緊急発報装置付き防犯カメラ設置事業の概要につ
いて

新運転免許センターにおける運転免許試験場コー
ス等の有効活用について

警察捜査の独立性に対する公安委員会委員長及
び県警本部長の見解について

県警幹部職員の再就職状況に関する総務委員会
への報告について

徳島県暴力団排除条例施行後の運用について
公安委員会委員の活動状況及び報酬のあり方に
ついて

起訴便宜主義（刑事訴訟法248条）の主旨につい
て

自転車事故の状況及びＴＳマーク付帯保険制度に
ついて



・検査の方法について

○ヘリコプターテレビシステム更新事業について
○交通安全施設整備事業について
○偽装ラブホテルの現状と対策について
○

・狩猟免許の交付状況等について
○ ○出所者情報提供制度について

・制度の概要及び県内対象者への対応等について
○限界集落の状況及び対策について
○

○検視業務について
○運輸部門における温暖化対策について ・死体取扱数の推移について

・県警察における検視業務の体制について
・解剖の実施率について

・プラグインハイブリッド車の普及・啓発について ・犯罪死を見逃さないための取り組みについて
○ ○イノシシの被害対策について

○

○ ○浄化槽の法定検査について
・無届浄化槽の状況等について

・道路交通法に規定する標識の制度概要について ・法定検査受検率の目標達成の見込みについて

○新運転免許センターの土地・建物の取得について ・法定検査費用の助成制度について
○県警察における情報セキュリティーについて ○
○

○職員給与の削減について ○平成２２年度の政策評価結果について
・県財政の見通しについて ・廃止・休止となった事業の理由について
・臨時的給与カットの見通しについて ・南部・西部総合県民局の廃止事業について

・評価結果の公表方法について

・各所属における事業の優先順位付けについて

○横綱白鵬関の表彰について
○浄化槽の法定検査について

・浄化槽の適正な維持管理制度の仕組みついて ○

○財政問題について

・特別会計の繰越金の活用について
・基金の見直しについて

・浄化槽法の罰則規定について ・外郭団体の見直しについて
○予算編成過程の公開について
○１１月補正予算の概要について

・財源内訳について
・地域活性化交付金について
・基金について

H22.11.12

・市町村と連携し狩猟者を雇用・養成する取り組み
について

H22.12.1

H22.12.2

・剣山山系におけるニホンジカ対策事業の概要等
について

・剣山地域ニホンジカ被害対策協議会の活動状況
について

・四国４県の連携事業の概要及び各県のニホンジ
カ対策の予算について

・特定鳥獣保護管理計画による取り組み状況等に
ついて

・社団法人徳島県環境技術センターの業務内容に
ついて

北朝鮮による砲撃事案に対する国内治安への影
響と県警察の対応等について

・法定検査の受検率向上に向けた取り組みについ
て

・職員給与の削減が県内経済へ与える影響につ
いて

・徳島県身体障害者等用駐車場利用証の表示方
法の見直しについて

警察職員の給与の削減と士気の低下を防止する
方策について

・他都道府県における人事委員会勧告の実施状
況について

・臨時的給与カットを実施している他県の状況につ
いて

吉野川河口域のラムサール条約湿地登録に向け
た取り組みについて

次期の地球温暖化対策推進計画の策定状況につ
いて

・県民から寄せられた意見・提言に対する県の対
応状況について

・県内市町村における法定検査受検率の格差に
ついて

・社団法人徳島県環境技術センターと県の関係に
ついて

・財団法人徳島県環境技術センターの名称につい
て

・法定検査業務に係る指定検査機関の指定方法
について

米軍機とみられる航空機の低空飛行に対する対応
について

・国営農地防災事業が実質公債費比率に与える
影響について

・温室効果ガス(CO2）削減に向けた取り組みにつ
いて

県内４市町村の起債許可団体の今後の見通し等
について

自動車の運転者が表示する標識(マーク)等につい
て

島根県で発生した高病原性鳥インフルエンザへの
対応について

・保守点検・清掃・法定検査の一括契約制度の取
り組みについて

徳島県地球温暖化対策推進条例に基づく地球温
暖化対策計画書の提出状況について

・性犯罪を未然に防止するための取り組みについ
て

・「引き続き見直しを検討する予定の事業」につい
て

・各常任委員会での政策評価結果の報告の実施
について

・政策評価により縮減効果のあった財源の使途に
ついて



・国直轄の道路事業について ・パイロットを養成するメリットについて

・中山間地域のシェアについて ○適正な交通事故統計の運用について

・今後の予算編成方針について ○捜査費について
○県の審議会について

・審議会数及び委員数について
・委員の報酬額について ・予算額と決算額の乖離理由について

○

○猟銃の所持許可について
○徳島市内における女性殺害事件について ・猟銃所持者数とその年齢構成について

・県内の指定射撃場について
・県外射撃場における更新時講習の受講について

・再発防止のための今後の対応について ○地球温暖化対策について
・事件発生時の初動対応の強化について
・相談業務の検証状況について
・被害申告と事件化の関係について ・削減シナリオの概要について

○特殊勤務手当について
・県単独手当の種類及び執行内容等について

・条例改正による決算の見通しについて ○浄化槽の整備について
○

○警察官の増員について
・警察官の負担人口の状況について
・検視体制の強化と増員効果について

○関西広域連合等について
・浄化槽整備事業費補助金の当初予算額について

○地上デジタルテレビ放送の対策について
・関西広域機構への本県の負担金について ○選挙制度の問題点・改善点等について
・今後の関西広域機構の方向性について ・統一地方選挙に要する経費について
・関西広域機構の事業内容について ・無投票となった場合の経費の削減額について

○２月補正予算について ・選挙啓発のＰＲ活動について
・補正予算のねらいと財源内訳について ・投票記載台の改良について

・今年度の県税の状況について ○市町村振興宝くじ収益金について
○
那 ○関西広域連合等について

・情報伝達の手法について ・関西広域連合の最近の動きについて

・感染ルートの解明について
・死亡野鳥の検査状況について
・環境省が実施した糞便調査の結果等について ・関西広域機構の今後の方向性について
・鳥獣保護監視員の推移について ・関西広域連合への新たな事務の追加について
・今後の検査体制の強化について

○ ○職員の不祥事について

・実施結果とその成果について                       
・来年度の開催について ・過去の不祥事の件数及び処分内容について

○高齢者の交通事故対策について ・四国４県の不祥事の件数について
○県警ヘリコプターについて

H23.2.10

・委員選定に係る透明性を図るための取り組みに
ついて

・公共下水と合併浄化槽との維持管理費の負担の
不公平感について

・新設浄化槽への補助制度の廃止に伴う浄化槽整
備事業費補助金の予算額の推移について

・国の出先機関改革に対する関西広域連合の取り
組み等について

・二十一世紀創造基金及び林業飛躍基金の残高
の見通しについて

・県費・国費捜査費の予算額と決算額の推移につ
いて

・温室効果ガス排出量削減目標の達成見通しにつ
いて

・徳島県地球温暖化対策推進条例に基づく地球温
暖化対策計画書の提出状況等について

・関西広域連合における二酸化炭素排出量の取引
システムについて

・警察安全相談の受理件数の推移及び特徴につ
いて

・通信指令作業手当、少年補導手当の支給理由
及び全国の支給状況について

ＤＶ被害者等への保護対策用監視カメラの貸し出
しについて

H23.2.28

H23.3.1

徳島スマートドライバーセーフティラリー2010につ
いて

・県警ヘリコプターと防災ヘリコプターの業務区分
等について

那賀町で発見された高病原性鳥インフルエンザに
ついて

・警戒レベルの設定方法及び各レベルの内容等に
ついて

・国の出先機関廃止に伴う県財政への影響につい
て

高齢者の万引き事件の状況及びその対策につい
て

・今回の不祥事が起こった原因及びその対応につ
いて

・飯泉県政２期目において不祥事が増加した原因
について

・単独浄化槽から合併浄化槽への転換の実績に
ついて

・指定病院等における不在者投票の公正・厳格化
について・公務員の選挙活動について

・国の出先機関廃止に伴う関西広域連合の動きに
ついて

・関西広域連合と九州地域で構想されている広域
行政機構との違いについて



・職員倫理審査会の開催状況について
○行政委員の報酬について
○補正予算について

・補正予算の概要について
・法人事業税と法人県民税について
・たばこ税について

○県職員のメンタルヘルス対策の推進について
○

○にし阿波観光交流バスの存続について

県職員住宅の入居率の現状分析と今後の取り組
みについて

・監察局における、働きかけ対応制度、公益通報
制度の実績等について



○○○○経済委員会経済委員会経済委員会経済委員会 ・就労環境調査等への女性職員の登用について
○外国人研修・技能実習制度の問題について

（平成18年３月23日選任） ○徳島ヴォルティスの強化について
委員長 森田　正博      副委員長 西沢　貴朗 ○株式会社ヤマダ電機の出店計画について
委   員 藤田　　 豊 佐藤　圭甫 黒川　征一 ○三好市の児童館の問題について

豊岡　和美 来代　正文 扶川　　 敦 ○株式会社ローソンとの包括業務提携について
中谷　浩治 本田　耕一 ○徳島市内での映画の上映ついて

○すだちくんの有効活用について
○若年者の雇用対策について ○インターネットを活用した県産品の販売について

・企業の社会的責任と偽装請負の問題について ○ＪＴ跡地への大規模小売店舗の出店計画について
・正規雇用の促進について ○ファミリー・サポート・センター事業について

○商工労働部の子育て支援について ○かずら橋夢舞台の景観について
・「はぐくみ企業等表彰」について ○雇用の状況について
・仕事と子育て支援の両立について ・常用雇用転換支援制度について

・誘致企業等の雇用実態に関する調査について
○今後の商工会のあり方について

・理想の子どもと現状の差について ○海部高校における起業体験研修について
○東新町商店街の生活環境について
○農地水環境保全工場対策の取り組みについて ○企業防災に向けた取り組みについて
○食育推進計画（案）について ○「キャリア」という単語の使用について

・食料自給率について ○団塊の世代のＵターン対策について
・産直市の状況について ・徳島県への帰県者数について

○遺伝子組み換え作物について ・ホームページでの情報提供等について
○耕作放棄地対策について ・具体的な移住目標について

○新規卒業者の就職状況について
○とくしまブランドのＰＲについて ○格差の問題とジニ係数について
○野生鳥獣被害対策について ○障害者の雇用状況について
○広域基幹林道整備の進捗状況について ○次世代育成支援のための就労環境調査について
○地籍調査の重要性について ○

・国・県・市町村の負担区分について
・公共事業実施箇所の優先対応について ・実態調査の必要性について
・航空写真の活用等について ・調査実施範囲について

○県産材の認証制度について ○
○

○平成長久館事業について
○団塊の世代の就農支援対策について ○速効経営助っ人事業について
○アグリテクノスクールの充実・強化について ○産業ＩＣＴ化の推進について
○畜産業の振興について ○
○

○
○株式会社ローソンとの包括業務提携について
○バイオマスエネルギーの開発状況について ○正規・非正規雇用の問題について
○遺伝子組換え作物の栽培等について ○鳥インフルエンザ対策について
○談合の問題について ・防疫対策について
○食と農の連携活動について ・ウインドレス鶏舎について
○森林の大規模伐採について ・「国による緊急措置」の持つ意味について
○マグロの漁獲制限による影響について ・地域住民へのＰＲ・指導について
○トンネルじん肺の問題について ・消石灰の効果について

・野鳥対策の必要性について
○パソナキャリアアセットとの事業連携について ・初期通報に向けた指導等について

・Ｕターン・Ｉターンの支援について ・万一発生した場合の農家への保障について
○ ○「有機農業の推進に関する法律」について

○

○有限会社パワーハウスの概要について

「商店街ネットワーク団体活動事業」と「地域産業
連携活性化推進組織対策事業」について

「とくしま地球環境ビジョン」とバイオマスエネル
ギーについて

H19.2.9

四国８８箇所霊場の世界遺産登録に向けた取り組
みと「四国いやしのみちづくり事業」について

「中小企業賃金及び労働時間等実態調査事業」に
ついて

「重度心身障害者雇用奨励金事業」と「障害者職
業訓練事業」について

H18.11.21

はぐくみ支援企業表彰と次世代育成支援対策等
に係る就労環境調査について

・はぐくみ支援企業表彰の表彰数、表彰回数等に
ついて

・次世代育成支援のための就労環境調査につい
て

H18.12.5

肥料等の大量施用等の防止に関する条例（案）に
ついて

韓国における鶏インフルエンザの発生状況とその
対策について

H18.12.6



○地域資源について
○阿南東部土地改良区の問題について ○請負労働者に係る直接雇用について
○木製ガードレールの導入について ○地籍調査について
○ ○農協の合併について

○食鳥副産物有効利用促進事業費について
・条例施行前の指導について ○農林水産団体特別監督チームの状況について
・他県の条例との相違点について ○レンコンの腐敗病対策について

○飼料の自給率について
○ ○降ひょう被害に対する支援策について

○
○バイオマスエネルギーの利活用について
○営農関連情報の相談窓口について ○地籍調査の予算額について
○食育の推進について ○
○林業再生プロジェクトについて
○県産材の認証制度について ○麻名用水について
○ ○農林水産部の予算額について

○
○林業再生から林業飛躍への取り組みについて

○漁業取締船「つるぎ」の活用について
○小売・卸売商業安定化事業費補助事業について ○牛肉ミンチ偽装事案に関する本県の状況について
○正規雇用の拡大に向けた取り組みについて ○国外における商標権の侵害について

○

・有効求人倍率の状況について ○

・県外企業の誘致と地場産業の育成について
○ ○食鳥副産物有効利用促進事業費について

○
○

○有機農業推進法について
○大麻工業用水道に係るダム施設利用権について ○手入れ砂について
○パソナキャリアとの事業連携の状況について
○はぐくみ支援企業推進事業について ○原油価格高騰に伴う影響について
○外国人研修・技能実習制度の適正指導について ○食品の原材料偽装に係る対応について

○海外駐在者等の鳥インフルエンザ感染について
（平成19年５月17日選任） ○ＬＥＤバレイ推進ファンドについて

委員長 森田　正博      副委員長 南　　 恒生 ○
委   員 岡本　富治 寺井　正邇 木下　　 功

佐藤　圭甫 黒﨑　　 章 黒川　征一 ○中心市街地活性化対策について
来代　正文 山田　　 豊 ○中小企業高度化資金貸付金の未収金について

○小売・卸売商業安定化事業費補助金について
○労働委員会委員の選任方法について ○次世代育成支援のための就労環境調査について
○個別的労使紛争の処理状況について ○外国人研修・技能実習制度について

○企業防災の推進について
○ ○観光振興について

・体験型観光について
○小売・卸売商業安定化事業費補助金について ・世界妖怪会議について
○ ・歴史的人物、遺跡について

○善入寺島における歩き遍路のサポートについて
○請負労働者に係る直接雇用について
○ ○食鳥副産物有効利用促進事業費について

○
○石井町商工会に対する住民監査請求について
○徳島ターン対策事業について ○
○ふるさとロングステイ事業について
○ ○ＪＡの総代会に対する指導について

H19.6.25

あすたむらんど徳島のプラネタリウムの修繕につ
いて

農林水産団体特別監督チームの活動状況につい
て

H19.10.3

国営総合農地防災事業に係る県負担額及び今後
の償還額の見込みについて

徳島県中小企業賃金及び労働時間等実態調査に
ついて

地域産業活性化経営支援事業費及び地域産業活
性化連携組織対策事業費について

知事、副知事に対し商工労働部長の意見を伝える
ことについて

H19.6.22

農協経営総合基金を用いた農協合併の推進につ
いて

農林水産総合技術支援センターの再編整備の状
況について

阿南東部土地改良区の問題に係る調査結果報告
について

農林水産団体特別監督チームの設置及び活動状
況について

バイオエタノール生産に係る穀物使用に伴う影響
について

農地・水・農村環境保全向上活動支援事業につい
て

H19.5.22

H19.6.8
あすたむらんど徳島のプラネタリウムの使用休止
について

高レベル放射性廃棄物最終処分施設による風評
被害について

平成１８年度一般会計、特別会計予算の減額補正
について

H19.2.28

徳島地方裁判所において審尋中の企業の状況に
ついて

・働きやすく子育てしやすい職場環境づくりについ
て

中心市街地の活性化とコンパクトシティ構想につ
いて

H19.2.27

徳島県肥料等の不当に大量な施用等の防止に関
する条例について



○ ○広域農道事業について
・事業見直しの必要性について

○ ・広域農道の必要性について
○

○木質バイオマスの利用促進について
○麻名用水の取水対策について ○食鳥副産物有効利用促進事業費について
○地域あぐりシステムについて ○新鮮とくしまブランド戦略について
○ ・成果と地元農産物の活用について

・すだちの利用法の周知について
○ ○川砂の手入れ砂利用の状況等について

○事業予算の確保について
○耕作放棄地対策に関する国の動向について ○平成２０年度国の予算概算要求内容について
○鳥インフルエンザ対策について ○持続可能な農業について
○鶏糞の燃料利用について ○地籍調査事業について
○小麦の需給状況と麺類原料の監視について
○松茂町社会福祉協議会事件について ○鳴門わかめの不適正表示に対する対応について

○
○

○有期契約労働に関する調査事業について
○とくしまマラソンについて ○債権管理強化対策事業費について

・運営経費額及びその調整方法等について ○

・収支見通し及び取り組みの姿勢について
・マラソンのコースについて ○日亜化学工業株式会社からの財産取得について

○堅実な行政を進めることについて ○議会審査に臨む理事者の姿勢について
○原油、原材料価格の高騰に伴う融資制度について ○事業名に片仮名が多いことについて
○便乗値上げの監視について ○地下水送水設備整備事業について
○請負労働者に係る直接雇用について ○債務負担行為について
○ ○平成２０年度予算の執行について

○
○中小企業高度化資金貸付金の破綻債権について
○債権回収マニュアル作成の成果について ○鳴門わかめの不適正表示について
○ ○食品表示適正化指導費予算の減について

○

○日本製紙小松島工場の動向について ○食料自給率向上に向けての予算措置について
○中小企業高度化資金貸付金の延滞債権について ○転作に関する県の考え方について
○雇用の場の確保を図るための企業誘致について ○食鳥副産物有効利用促進事業費について
○家畜保健衛生所の再編統合について ○労働委員会委員報酬の減額について
○受益市町村負担金額の前年度比較について
○食品偽装に関する対策について ○原油価格高騰緊急生活資金について
○獣医師数について ○

○中小企業高度化資金貸付金の延滞債権について ○給与費の増額補正の理由について
○小売・卸売商業安定化事業費補助金について ○
○改正都市計画法に基づく対応について
○圏域別の立地推進協議会について ○中小企業高度化資金貸付金の延滞債権について
○ ○債権管理強化対策事業について

○企業立地促進事業費補助金について
○とくしまマラソンについて ○小売・卸売商業安定化事業費補助金について
○企業防災の推進について ○
○平成２０年度国の予算概算要求内容について
○平成１９年度２月補正予算について ○企業防災の推進について

○地域の商店街に道路整備が与える影響について
○

○
○国営総合農地防災事業の完了見通しについて

圏域別の立地推進協議会のスケジュールについ
て

H20.3.5
鳴門わかめの信頼回復に向けた取り組みについ
て

農林水産総合技術支援センター再編整備の着実
な推進について

H19.12.5

とくしまマラソンにおける鳴門わかめの提供につい
て

H20.3.4

鳴門わかめの不適正表示問題に対する対応につ
いて

農林水産団体特別監督チームの活動状況につい
て

H20.2.18

徳島県経済飛躍のための中小企業の振興に関す
る条例の制定について

中小企業高度化資金貸付金の収入未済額につい
て

徳島県経済飛躍のための中小企業の振興に関す
る条例について

H19.11.20

H19.12.4

「おどる国文祭」を交流人口の増につなげていくこ
とについて

農林水産総合技術支援センター森林林業研究所
において行う研修手数料の値上げについて

H19.10.4
厳しい財政状況下における商工団体に対する補
助金について

鳴門ハイツの退職金訴訟判決確定に伴う対応に
ついて

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正す
る法律の施行について

農林水産総合技術支援センターの再編整備につ
いて

農地・水・農村環境保全向上活動支援事業につい
て

サルによる農作物被害を防ぐためのモンキードッ
グ導入状況について

月齢２０カ月以下の牛のＢＳＥ検査打ち切りに伴う
対応について



○食料自給率向上への取り組みについて ○県内企業優先発注の取り組み状況について
○ ○朝市、日曜市の観光資源としての活用について

○
○耕作放棄地対策について
○国外における知的財産権の保護について ○
○とくしまブランドについて
○鳴門わかめ生産者支援緊急対策資金について ○とくしま経済飛躍ファンドの運用について
○農協合併について ○労働委員会委員による専門相談について
○地籍調査の進捗状況について ○松茂町社会福祉協議会事件について
○翌年度繰越予定額について ○
○とくしまブランドの振興について
○阿波ポークの生産体制の強化について
○鳥獣による農作物被害に関する対応について ○食料自給率向上に向けた取り組みについて
○管水路の早期完成について ○
○

○中国産ウナギの産地偽装問題について
○ＪＡＳ法改正の意見書提出について

（平成20年３月19日選任） ○
委員長 杉本　直樹      副委員長 元木　章生
委   員 樫本　　 孝 藤田　　 豊 岸本　泰治 ○新規就農者への担い手対策について

佐藤　圭甫 嘉見　博之 松崎　清治 ○
山田　　 豊 長尾　哲見

○
○

○農協の合併について
○ニート対策について ○農林水産総合技術センターの再編整備について
○ ○麻名用水の取水対策について

○米粉の利用推進について
○農商工連携ファンドについて ○
○来年度のとくしまマラソンの開催について
○ ○県内企業優先発注の取り組み状況について

○とくしまブランドの「はも」のＰＲについて
○ ○

○
○

○
○

○那賀川（長安口ダム）の管理の移管問題について
○

○
○コートベール徳島の収支計画について

○那賀川の渇水対策等、水資源の確保について ○請負労働者に係る直接雇用について
○原油価格高騰対策について ○阿南東部土地改良区の業務上横領事件について
○中国産ウナギの産地偽装問題について ○
○株式会社コート・ベール徳島の経営状況ついて
○農商工連携ファンドについて ○公用車の管理状況について
○中小企業振興条例の進捗状況について ○
○障害者雇用の取り組み状況について
○ ○とくしま食と農林水産業を結ぶ条例（案）について

○
○企業防災の推進について
○

○請負労働者に係る直接雇用について
○ ○にし阿波観光圏整備実施事業の内容について商工会及び商工会議所の見直しと活性化につい

て

H20.7.1

原油価格高騰に伴う燃油及び生産資材、肥料の
高騰対策について

耕作放棄地対策に関する今後のスケジュールに
ついて

森林整備課所管の公共事業（国補対象）の減額補
正について

食の安全安心推進条例の取り組みの成果と課題
について

公共工事契約後の燃油、資材高騰等に係る措置
について

原油価格高騰を背景とした飼料の高騰対策につ
いて

H20.9.18

頑張る中小企業振興講座のスケジュール及び内
容について

H20.10.6

原油・原材料価格高騰対応専門家派遣事業の内
容について

「とくしまマラソン２００９」へのハーフマラソン競技
の追加について

企業立地の取り組み及び地場産業の育成につい
て

ＬＥＤ関連製品可能性調査事業の取り組み状況に
ついて

中小企業・雇用対策事業の融資の利用状況につ
いて

土地改良区（４４団体）に対する一斉調査の結果と
その対応について

タケノコの産地偽装及び事故米の食用転売問題に
おける県内の状況と県の対応について

労働相談件数の推移及び打ち切り事案の内容に
ついて

職員の一連の不祥事に対する農林水産部の対応
について

原油価格高騰等に伴う燃油及び資材価格等の高
騰対策について

原油価格高騰に対する各種支援制度の利用状況
について

H20.6.30

H20.6.17
徳島県若者サポートステーションの運営状況等に
ついて

職員の一連の不祥事に対する商工労働部の対応
について

農林水産振興条例（仮称）の制定手法及びスケ
ジュールについて

農林水産総合技術支援センターの拠点整備につ
いて

地域農林業の担い手としての建設業等企業の参
入について

男女雇用機会均等法に基づく優良事業所に対す
る表彰制度について

徳島県東京ビジネスサポートセンターの立ち退き
について

個別紛争に関するあっせん、相談の特長と件数に
ついて



○

○正規雇用推進に向けた県の取り組みについて
○

○首都圏における情報発信拠点の整備について
○定額減税実施による県内景気への影響について
○

・経営安定対策及び価格安定対策について

○土地改良区の現状と今後の指導方針について
○阿南東部土地改良区の業務上横領事件について ・食鳥副産物有効利用促進事業について
○畜産業における水資源の確保について
○鳥獣被害対策の取り組みについて
○たけのこの生産振興について ○獣医師確保に向けた取り組みについて
○ ○阿南東部土地改良区の業務上横領事件について

○県内ＪＡの経営状況について
○ ○国庫補助金の不正経理の問題について

○フードフェスティバルの開催について
○朝市、日曜市の観光資源としての活用について
○水産研究所（本場、分場）の整備方針について ○正規雇用推進に向けた県の取り組みについて
○ ○企業誘致の取り組みについて

○請負労働者に係る直接雇用について
○中小企業への資金繰り等の金融支援について

○原材料価格高騰対応等緊急保証制度について ○
○指定管理料に関する債務負担行為額について
○徳島県信用保証協会の融資状況について ○県東部地域の観光施策について
○ ○ＵＩターン者への就労支援について

○請負労働者に係る直接雇用について ○雇用対策について
○ウナギの産地偽装問題について ・雇用創出の事業概要について
○

○阿南東部土地改良区の業務上横領事件について ・事業実施のスケジュールについて
○ ・失業者の状況について

・失業者への求人情報の周知方法について
・雇用創出に係る概算事業費について

○ ・県内雇用情勢への効果について
・雇止め等を行った県内の企業別内訳について

・戸別所補償の国策での実施について
・戸別所得補償の予算額及びその財源について
・戸別所得補償の交付対象品目の選定について

・賃金等の雇用条件について
・労働相談の特徴的な内容とその対応について
・離職者等への職業訓練の支援体制について
・中央テクノスクールの機能について

○経済対策について
・セーフティーネット資金について
・連鎖倒産防止対策の強化について

○農山漁村ふるさと回帰プロジェクトについて
○

・平成２０年度、２１年度あわせた雇用創出の見込
み及び県事業と市町村事業の配分について

・企業立地補助金を拠出している企業の雇止め等
の問題点について

・雇用継続や新規雇用に努めている県内中小企業
への奨励金制度等の創出について

農林水産業の振興条例の制定について
【集中審査】

H20.12.8

・農業者、漁業者以外の第１次産業従事者への支
援について

食料自給率の向上に向けた県の取り組みについ
て

・起業者が利用できる運転資金の融資期間の延長
について

緊急雇用対策における農林水産部関係の雇用計
画について

・本条例案を提出することとした最大の理由及び
議案第１１号との違いについて

・米から野菜へシフトした本県農業の将来展望に
ついて

・戸別所得補償の交付対象品目の有無による農
業者間での不平等感について

・戸別所得補償額の算定方法及び補償方法につ
いて

・本条例案の可決に向けた執行機関や他会派との
調整について

・本条例案作成に係る意見、提言の収集方法につ
いて

・日本の食料自給率下落の原因及び本県の第１次
産業従事者数の推移について

・戸別所得補償による他産業との不平等感につい
て

・本条例への食料自給率の数値目標の設定につ
いて

H20.10.7

・条例の骨子案に対するパブリックコメント等で寄
せられた意見の概要について

・新規就農者の確保・育成に向けた取り組みにつ
いて

高速道路料金の休日割引による観光客への影響
について

再来年度以降の「とくしまマラソン」へのハーフマラ
ソン競技の追加について

商工会及び商工会議所の見直しと活性化につい
て

・徳島県農林水産審議会設置条例への具体的な
委員構成の明文化について

H20.11.19

非正規雇用問題に対する県の労働雇用政策につ
いて

徳島市中央卸売市場における事務所の無断転貸
の問題について

徳島卸売市場における事務所の無断転貸の問題
について

農商工連携の現状と推進に向けた県の取り組み
について

林業への建設業者参入促進のための県の取り組
みについて

H21.1.30

H20.12.9

朝市、日曜市の観光資源としての取り組み状況に
ついて



○ ○

○ＧＰＳを用いた山林の地籍調査について ○土地改良区のあり方の検討について
○ ○

○農林水産業への就業相談の状況について ○県民協働による森林整備の取り組みについて
○ ○新鮮とくしまブランド戦略と産地育成について

○とくしま安２農産物の販路拡大について
○耕作放棄地対策について

○ ○

○ ○

○ ○学校給食への県産食材の利用について
○産直市マップの県ホームページへの掲載について

○国庫補助金の不正経理の問題について ○徳島スギ複合型枠用合板について
○ ○県産畜産物のブランド化への取り組みについて

○林業飛躍プロジェクトについて
○県内企業への雇用に関する要請活動について ○緑の雇用担い手対策事業について
○雇用対策に係る平成２１年度予算の執行について ○森林整備を推進するための方策について
○ ○森林整備に係る国庫補助事業費について

○
○小売・卸売商業安定化事業費補助事業について
○競馬観戦問題について ○労働委員の専門性について
○勤労者支援資金貸付金について ○労働委員の報酬額について
○

○東邦ビジネス管理センターについて
○国庫補助金の不正経理の問題について ・内定取り消しの状況及び県の支援について
○労働委員の報酬額等について ・県からの補助金について

○にし阿波観光圏について
○農山漁村ふるさと回帰プロジェクトについて ○外国人観光客の誘客について
○指導者付きの市民農園の開設について ○企業誘致の取り組みについて
○アグリテクノスクールの定員拡充について ○中小企業向け融資制度について
○中山間地域の農業振興について ・融資利率の引き下げ等について
○ ・保証対象業種の状況等について

・年度末に向けての県内中小企業の現状について
○農業分野における企業誘致の取り組みについて ○観光審議会の委員構成について
○飼料自給率向上の取り組みについて ○障害者雇用の促進について

・河川敷を利用した飼料作物の増産について ○雇用創出事業について
・河川の堤防の草の飼料作物への利用について ・今年度の県実施事業の状況について

○鳥インフルエンザ対策について ・今年度の市町村実施事業の状況について
○ ・新年度の事業概要について

・四国遍路の世界遺産とくしま推進事業について
○ ・農商工連携推進支援事業について

・雇用創出規模について
○ ○農商工連携ファンドについて

○有期契約労働に関する調査について
○ ○県内企業への雇用に関する要請活動について

○企業立地補助金について
○ ○債権管理強化対策事業について

○
○肥料の高騰対策について
○青果販売の利益率について ○観光入込客数の倍増計画について
○県産農産物のブランド化への新たな戦略について ○
○

○県下の派遣会社及び派遣社員の状況等について

海区漁業調整委員及び内水面漁場管理委員の報
酬額について

竹をチップ化するための機械導入に係る補助制度
について

農林中央金庫の資本増強に伴う県内ＪＡへの影響
について

農産物のブランド戦略における地球環境にやさし
い取り組みについて

H21.3.6

定額給付金を県内消費へつなげるための取り組
みについて

新経済センター及び中央テクノスクールの計画概
要について

徳島県農林水産基本条例元年に基づく来年度予
算の編成内容について

徳島県農林水産基本条例に基づき策定される基
本計画について

産地偽装問題に係る鳴門ワカメ及びウナギの関
連業者への指導状況及び現状について

農業支援センターにおける営農指導員の体制整
備について

農業経営基盤強化促進法による農地売買に係る
所得税控除について

労使紛争の状況及び個別労働関係紛争の増加要
因について

食品表示ホットラインの受付状況及び対応につい
て

ふるさと雇用再生特別基金事業の追加募集枠に
ついて

第２回とくしまマラソンにおけるコース沿線での応
援の方へのお接待について

H21.3.5

農業者、量販店、自治体連携による農産物の規格
外品利用の取り組みについて

平成２１年度の県実施事業の雇用創出規模につ
いて

平成２０年度、２１年度における市町村実施分の
雇用創出規模及び執行状況について

安心して職業訓練を受けるための生活支援策に
ついて

県内企業の派遣切りの実態把握及び今後の雇用
情勢について

農業就業希望者に対するアグリテクノスクール等
の体制について

１月補正の概要及び２月補正、平成２１年度当初
予算の見通しについて

H21.2.18

森林資源循環システム確立緊急対策事業につい
て



（平成21年３月20日選任） ・インターンシップ受け入れ企業の開拓について
委員長 岡田　理絵      副委員長 寺井　正邇 ○
委   員 岡本　富治 樫本　　 孝 児島　　 勝

佐藤　圭甫 森田　正博 庄野　昌彦 ○テクノスクールの指導内容について
扶川　　 敦 森本　尚樹 ○

（平成21年11月10日逝去）　佐藤　圭甫
○

○雇用対策について
○誘致企業への雇用確保のための要請について
○

○緊急出前相談について
○観光振興のための基本条例について
○那賀川地区の国営総合農地防災事業について
○国直轄事業の負担金問題について
○食料自給率について
○米の生産調整について

・企画提案募集事業について ○農業の担い手確保について
・在職者のための職業訓練について ○

・民間委託の職業訓練について
○新規就農者数の推移と今後の目標数値について
○耕作放棄地対策について
○新規就農者への所得補償について

・経済界に対する県の対応について ○農業分野における雇用の実態について
○農業法人について

・農業法人の雇用状況について
・農業法人への支援策と今後の目標について

○集落営農の育成策について
・緊急雇用対策の個別事業の内容等について ○麻名用水の取水対策について
・県内の非正規労働者の割合について ○新規就農者について
・農商工連携による新たな雇用創出について ・新規就農者数の推移と今後の目標数値について

○ ・新規就農者への所得補償について
○離農者数の推移について

・発注の時期について ○中山間地域における担い手育成策について
・補助事業と県単事業の事業区分について ○県産材の利用促進について

○森林整備加速化・林業飛躍基金事業について ○

・事業内容について
○飼料用米について

・基金の増設について
・原木流通経費の支援について ・飼料用米の生産状況と今後の方針について

○ブランド戦略推進緊急モデル事業について ・飼料用米の流通円滑化のための方策について
○徳島県の農林水産業の展望について
○遊休農地防止緊急対策事業について
○緊急雇用対策の個別事業の内容等について ○県南の竹林対策及びタケノコのブランド化について
○国営那賀川総合農地防災事業費負担金について ○徳島市立食肉センターへの支援策について

○
○在職者訓練について

・在職者訓練の内容について ○農商工連携について
・在職者訓練への申し込み状況について ・米粉の課題、問題点について

○中央テクノスクールの開校時期について ・米粉の普及拡大のための予算措置について
○技術継承のための人材活用策について ○
○産業人材確保インターンシップ事業について

○原油高騰に対する県としての対応策について

農業の担い手育成へのふるさと雇用再生特別基
金事業の活用について

・飼料用米の目標達成による食料自給率向上へ
の貢献度について

・飼料用米を使った付加価値のある商品開発につ
いて

中山間地域等直接支払制度の廃止に伴う次期対
策について

・これまでのインターンシップ事業の実績と今後の
取り組みについて

県内テクノスクールへの入学者数及び卒業者数に
ついて

インターンシップ事業の定着に向けた取り組みに
ついて

県内企業に対する雇用確保に向けた県の取り組
みについて

派遣労働者を正社員として雇用する場合の国の助
成金制度について

農林水産基本条例に基づく基本計画の策定方法
について

H21.6.26

鳴門ワカメの地域団体商標の登録取り消しについ
て

・基金事業及び公共事業で執行する林道事業等
の事業区分について

・県内個別企業への雇用状況調査の実施につい
て

・市町村実施分の雇用事業の雇用対象者につい
て

H21.6.15

・５月補正による雇用創出に係る目標、方針につ
いて

・市町村間における雇用創出人数の格差の原因
及びそれに対する県の対策について

・国に対する雇用対策事業関連予算の要望及び
県独自の取り組みについて

５月補正にかかる農林水産部関係の公共事業予
算について

H21.5.27

・平成２０年度、２１年度のふるさと再生雇用特別
基金事業及び緊急雇用創出事業の実績と応募状
況について

・平成２０年度、２１年度の新規採用者の直前の履
歴及び年齢構成について

・これまでの雇用実績についての県としての評価
について



○あっせん申請の打ち切りについて
○労働雇用政策局の補正予算の内容について ○不当労働行為事件について
○離職者向けの職業訓練について
○阿南テクノスクールへの塗装科の移設について ○
○中小企業向けの販路開拓の支援策について
○「ＬＥＤ王国・徳島」光発信プロジェクトについて ○戸別所得補償制度について
○ＬＥＤ応用製品の利用促進について ○ＦＴＡに対する県の姿勢について
○ＬＥＤ応用製品の都市部での販路拡大について ○
○誘致企業への助成制度について

・企業立地優遇制度の内容について ・政権交代による基本計画への影響について
・誘致企業に対する補助金の交付実績について ・農業生産高、農業就業人口の目標数値について
・誘致企業への雇用の実態調査について ○新規就農者への所得補償制度について

○国の派遣労働者雇用安定化特別奨励金について ○耕作放棄地対策について
○ ○

○障害者雇用事業者への支援について ○米の消費拡大に向けた取り組みについて
○首都圏におけるアンテナショップの整備について ○大豆の生産振興について

・取扱い商品について ○藻場の造成と栽培漁業の推進について
○農地の基盤整備について
○花粉の少ないスギの植林について

○ ○林業における省力化への取り組みについて
○エコエコ畜産チャレンジ支援事業について

○ ○

○ ○

○阿波おどり期間中の観光戦略について ○フルーツロードに関する検討について
・渋滞対策について ○農山漁村ポータルサイトの構築について
・県内各地の観光スポットへの誘客について
・割高の宿泊料金について ○ＬＥＤバレイ構想について
・県と観光協会との連携について
・県外事務所との連携について

・各地域の花火大会の開催状況及び支援について○企業誘致の推進について
○ ○

○株式会社コート・ベール徳島の運営内容について ○緊急雇用対策事業について
○ ・これまでの実績について

・雇用創出に向けた対策について

○緊急雇用対策事業について
・これまでの実績について ・地方公共団体による職業紹介事業について
・失業保険の給付について ○企業誘致補助制度の改正について
・数値目標について ○不当労働行為事件について
・雇用創出のための中小企業支援の方針について ○農商工連携ファンドについて

○不当労働行為事件について ○観光戦略について
○基金事業の凍結について ・阿波おどり期間中の観光戦略について
○基金事業の凍結について ・県南部の観光振興について
○米の生産調整について
○農業の担い手確保について ○
○

○住宅着工促進のための取り組みについて
○新規就農者数の推移と今後の目標数値について ○緊急雇用対策事業について
○耕作放棄地対策について ・これまでの実績と今後の目標について
○新規就農者への所得補償について ・介護職員雇用・資格取得プログラム事業について

国の補正予算見直しに伴う本県事業への影響に
ついて

・緊急雇用創出事業による雇用を終了した人への
再就職支援について

H21.11.18
国の事業仕分けに係るシルバー人材センター事業
について農林水産基本条例に基づく基本計画の策定方法

について

H21.10.5
国の補正予算見直しに伴う本県農林水産業への
影響について

徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画につ
いて

継続可能な農業を推進するための取り組みについ
て

高速道路料金の休日割引による県産農産物の売
り上げ状況について

高速バスを使った県産農産物のＰＲの効果につい
て

H21.10.6

・ＬＥＤ関連企業の都市部での販路拡大支援等に
ついて

・ＬＥＤ応用製品の公共施設での積極的な活用に
ついて

県ホームページが窓口となった物産品等のイン
ターネット販売について

県南部地域の竹・タケノコを活用した農商工連携
による地域おこしについて

小規模事業者への正規雇用に対する支援につい
て

H21.9.14

６月補正における観光分野の新規事業の内容に
ついて

高速道路料金の休日割引による観光入込客数の
推移について

お盆期間中の平日の高速道路料金の休日割引の
適用について

・今後のイベント情報や産直市などを紹介したＰＲ
ツールの作成について

H21.6.29

・コンビニエンスストア以外でのアンテナショップ設
置について



・雇用保険の受給資格について ○
○商工労働部における各事業の進捗状況について
○県内金融機関への要請・指導について ○戸別所得補償制度について
○戸別所得補償制度について ○労使紛争の状況について
○国の事業仕分けについて ○労働委員の報酬額等について

・農道整備事業について
・農業集落排水事業について ○医療観光について
・耕作放棄地対策について ○緊急雇用対策について

○多収穫米の取り組みについて ○ニート対策について
○植物工場の取り組みについて ○県際収支から見た本県の産業構造について

○県内産業のＩＣＴ化の推進について
○ＬＥＤ王国・徳島ニュースレターについて ○第３次産業の振興について
○アニメを活用した観光戦略について ○中小企業近代化資金貸付金の減額補正について
○(株)穴吹工務店の会社更生法申請について ○職業訓練の取り組みについて
○年末賞与の県内企業の動向について ○アニメを活用した観光戦略について
○徳島県観光振興基本計画について ○本県経済の成長に向けた取り組みについて
○ ○観光入込客数の倍増計画について

○小規模事業者への支援策について
○若者への就業支援策について
○産業観光について

○農林水産部における上海への販売戦略について
○高卒者への就職の支援について ○農業分野へのＬＥＤの活用について
○年末における雇用保険の支給切れについて ○チリ大地震に伴う津波対策について
○介護職員雇用・資格取得プログラム事業について ・地震津波対策の予算について
○シルバー人材センター事業について ・自然災害に係る補償制度について
○在職者訓練の状況について ○農林水産部関連の公共事業予算について
○中央テクノスクールの実習棟の整備について ○農産物に含まれるカドミウムについて

○鳥獣被害対策について
○ ○公共施設等への国産材使用の義務化について

○

・総事業費について
・ＰＦＩの競争性の確保について ○戸別所得補償制度について
・ＰＦＩ事業者の破綻リスクについて
・農業分野における研究者等の人材育成について
・廃止となる分場等の活用について ・新規需要米の推進について
・再編に伴う人員の削減について ○次世代省エネ農業技術等導入支援事業について
・分場等の廃止による機能の低下について ○

・新分野の開拓の可能性について
○植物工場の取り組みについて ○食育の推進について
○徳島大学との農工連携について ○たばこ産業への支援について
○平成２１年度の政策評価の結果について ○徳島大学との農工連携について
○カーボンオフセットの取り組みについて ○デフレによる本県農業への影響と対応策について
○

○ ・高速バスを使った県産農産物のＰＲについて

○農道整備事業について
○国営総合農地防災事業について ○耕作放棄地の解消について
○農産物価格の状況について ○有機農業の取り組みについて

○農山漁村ふるさと回帰プロジェクトについて
○求職者に対するワンストップサービスについて ○東アジア地域への県産農産物の輸出について
○上海グローバル戦略について

・上海市への本県事務所の設置について ○

・医療観光について

H22.3.15
低コスト搬出間伐複合路網モデル整備事業の概
要及びその効果について

H22.2.16

農林水産総合技術支援センター再編整備事業に
ついて

H22.3.4

H22.3.5

学校給食等における県産農林水産物の利用につ
いて

・戸別所得保障制度導入に伴う本県の対応策につ
いて

丸ごと「なっ！とくしま」生しいたけ生産強化実証事
業について

・とくしまブランド品目推進のための新たな戦略に
ついて

・都市部のホテル等での県産農産物を使った徳島
フェアの開催について

H21.12.4
農林水産総合技術支援センターの再編整備につ
いて

有機農業をはじめとする環境にやさしい農業の取
り組みについて

地球温暖化に対応した米の品種の取り組みにつ
いて

H21.12.3

雇用・住宅の確保、生活支援相談の取り組みにつ
いて

・ハローワークにおけるワンストップサービスにつ
いて

・とくしまジョブステーションにおけるワンストップ
サービスについて



（平成22年３月20日選任） ・移動制限等による防疫体制について
委員長 重清　佳之      副委員長 丸若　祐二
委   員 木南　征美 喜田　義明 杉本　直樹

森田　正博 吉坂　保紀 臼木　春夫
森本　尚樹 大西　章英

・県内で感染の疑いがある場合の対応について
○平成21年度繰越明許費の繰越理由について ・自衛隊等への派遣要請について
○ ・殺処分に係る埋却地の対応について

○戸別所得補償制度に係る申請状況等について
○ ○製材ＪＡＳ認定工場について

○
○口蹄疫について

・宮崎県の最新の状況について ○竹の利活用について
・感受性動物について
・徳島県の家畜への影響及び今後の対応について○鳥獣捕獲緊急対策事業の概要について
・農林水産省及び宮崎県の初期対応について ○

○

・口蹄疫被害の今後について
○

・四国４県の連携体制について
・庁内の連絡体制及び課題について ○

○森林整備加速化・林業飛躍事業について
・補正予算の内容及び雇用創出について ○

○カジノ法制化に向けた今後の本県の対応について
・木造公共施設の計画について ○

・間伐材の生産状況及び今後の対応について
○徳島すぎの家づくり協力店制度について ○
○

○ハーフマラソンの開催検討について
○個別的労使紛争解決サービスについて

・運用状況について ○食肉処理施設の概要及び運営について
・相談内容について ○

・今後の体制について
○

○アニメを活用した観光戦略について
○ ○とくしま安2農産物認証制度の手続について

○徳島県漁業取締船の活動状況等について
○中国からの観光誘客の取り組みについて ○
○平成２１年度繰越事業の完了予定時期について
○信託契約の経営状況等について ○
○徳島経済センターの跡地利用について
○日本製紙の跡地利用について ○鳥獣被害対策について
○ ・シカの計画的な捕獲対策について

・捕獲後の流通対策について
○上海における商品販売について ○2010世界農林業センサス結果の概要について

○本県の農業経営からみた食料自給率について
○農業大学校の専修学校化について ○本県における地産地消のあり方について
○

○環太平洋連携協定（ＴＰＰ）について
○ ・本県経済への影響について

・商工労働部としてのスタンスについて
○鳥獣による被害額推移について ・協定の内容について
○口蹄疫について

瀬戸内海機船船びき網漁業の海域に関する経営
体数と今後の見通しについて

製材JAS工場の認定に向けた取り組み及び支援
等について

H22.11.12

H22.6.21

平成２２年度農業農村整備事業予算及び事業推
進について

鳥獣被害防止総合対策交付金の予算推移及び今
後の対応について

H22.10.5

公益法人改革に伴う財団法人徳島県水産振興公
害対策基金の今後について

外国資本による森林買収の実態及び今後の対応
について

H22.6.18

ＬＥＤアートフェスティバルにおける協働体制につ
いて

子供に対するＬＥＤ及びリチウムイオン電池の最先
端技術や製品の啓発について

県内の合板工場及びＭＤＦ工場における間伐材の
受け入れ及び操業状況について

・動物衛生研究所への検体数の送付状況につい
て

H22.9.14

H22.10.4

農地利用集積事業と戸別所得補償制度との関連
性について

高速バス上り線に係るとくとくターミナルへの乗り
入れについて

｢徳島・香川トモニ市場～ふるさと物産館」開設に
伴う本県の対応について

木材産業振興のための川上と川下が一体となった
取り組みについて

テクノスクールの訓練科及び定員の見直しについ
て

アスティとくしまの利用に際した駐車場の拡充につ
いて

日本製紙株式会社跡地における阿波製紙株式会
社の操業に向けた現状及び企業誘致について

中国湖南省との定期チャーター便の有効活用につ
いて

徳島阿波おどり空港の緑地におけるＬＥＤ設置に
ついて

・国における感染経路及び発生原因の究明と今後
の対応について

・徳島県における獣医師の定数及び勤務状況につ
いて

・木材利用促進法に関する適用及び補正予算で
の対応について

H22.6.4

徳島阿波おどり空港におけるチャーター便受入態
勢について

・家畜伝染病対策の特別チーム及び条例策定の
検討について



○ ○

○牛肉及びオレンジの自由化の影響について ○ジャスコ跡地に関する情報について
○環太平洋連携協定（ＴＰＰ）について ○中小企業設備近代化資金について

・本県農林水産物に与える影響額の内訳について ・未収金の状況及び回収見込みについて
・農林水産部としてのスタンスについて ・制度の創設時期について
・ユズへの影響について ・貸付先の公開について

○

・野菜への影響について
・農林水産部としての今後の対応について ○個別的労使紛争解決サービスについて

○

○ ・主な相談内容について
・制度の周知方法について

○とくしま障害者雇用促進行動計画の改定について
・特例子会社の概要について

・ＰＦＩ事業における契約金額の変更について
・入札に際する透明性及び競争性の確保について
・ＰＦＩ方式を用いた契約の問題点について ・特例子会社の設立目標について

○
○

○森永乳業株式会社徳島工場の閉鎖問題について
○環太平洋連携協定（ＴＰＰ）について ・感染原因について

・県下全域における防疫対応について
・県内における検査状況について

・労働市場に与える影響について
○高病原性鳥インフルエンザについて

・消石灰の有効期間とその周知方法について

・木材の輸出に向けた取り組みについて
○ブランド品目の認定基準等について
○とくしま木材利用指針について ○環太平洋連携協定（ＴＰＰ）について

・本県の姿勢について

・施策の推進について
・本県農林水産業のあり方について

○
・次世代林業プロジェクトへの影響について

○次世代林業プロジェクトについて
○ ・計画概要について

・主伐対策について
○圃場整備地での作物振興について ・川下対策について
○ブランド品目の価格下落に伴う対応について ○
○

○

○ ○

○とくしまマラソン2011の定員及び応募者数について ○竹の活用について
○とくしまマラソンにおける定員の拡大について ○圃場整備地での作物振興について
○ ○

製材ＪＡＳ工場の認定に向けた現状及び木材利用
促進策について

H22.12.2

H22.12.1
島根県において発生した鳥インフルエンザへの対
応について

・国際競争力のある本県農林水産業の育成につ
いて

・住友林業クレスト株式会社から株式会社日新へ
の譲渡の影響について

・株式会社徳島農林水産ＰＦＩサービスの会社構成
について

徳島県立あすたむらんどにおける指定管理者制
度について

徳島経済センターの移転完了時期及び跡地利用
について

緊急雇用創出臨時特別対策費の概要及び取り組
みについて

徳島県立農林水産総合技術支援センター整備運
営事業について

・林産物及び次世代林業飛躍プロジェクトへの影
響について

住友林業クレスト株式会社譲渡に伴う雇用問題に
ついて

H23.2.10

・本県における法定雇用率対象企業数及び達成
企業数について

那賀町で確認された野鳥における鳥インフルエン
ザウイルスについて

・フクロウの行動範囲及び他への感染の可能性に
ついて

・本県における運用状況の推移と全国状況につい
て

H23.2.28

・那賀町で確認されたフクロウの県への持ち込み
経過について

ＪＡＳ材の利用に係る国の動向及び促進対策につ
いて

家庭用生活排水等の放流に伴う土地改良施設の
使用について

東京都港区が取り組む二酸化炭素固定認証制度
に係る計画概要及び県内市町村への支援体制に
ついて

瀬戸内海機船船びき網漁業の海域の見直しに関
する全国状況について

・公共部門における戦略目標達成への取り組みに
ついて

・民間部門における戦略目標達成への取り組みに
ついて

農林水産総合技術支援センター整備運営事業の
特定事業契約に係る契約金額の変更の可能性及
び維持管理期間等について

・林業分野における全国及び本県への影響について

・戦略的調整会議及びＴＰＰ対策企画員室につい
て

関西広域連合発足に伴う農林水産分野における
連携について

中央テクノスクール及び新経済センターの整備に
係る今後のスケジュールについて

ゆとり・あんしん「徳島すぎの家」モデル事業への
応募状況及び徳島すぎの家づくり協力店登録制
度の登録状況について



○

○

○中国湖南省との定期チャーター便について
○徳島阿波おどり空港におけるＣＩＱの対応について
○

○

○ジャスコ跡地に関する情報について
○

H23.3.1

中央テクノスクール起工式における安全祈願祭の
取り扱いについて

住友林業クレスト株式会社から株式会社日新への
事業譲渡の概要について

日本製紙株式会社小松島工場跡地における阿波
製紙株式会社の立地動向について

とくしま障害者雇用促進行動計画における特例子
会社の推進について

徳島とくとくターミナル利便性向上検討協議会の検
討状況について



○○○○文教厚生委員会文教厚生委員会文教厚生委員会文教厚生委員会 ○放課後子ども教室について
○管理職手当減額による新たな雇用創出について

（平成18年３月23日選任） ○人権啓発推進市町村モデル事業について
委員長 重清　佳之      副委員長 岡本　富治 ○
委   員 遠藤　一美 木下　　 功 須見　照彦

冨浦　良治 長池武一郎 達田　良子 ○ＤＶ対策について
吉田　益子 ○障害者・児に対する支援等について

○いじめ問題について ○いじめ問題への取り組みについて
○教職員の勤務状況について ○競技力向上スポーツ指定校について
○ ○肥満傾向児について

○米飯給食の推進について
○ ○

○少子化問題について ○全国学力・学習状況調査について
○小規模作業所に対する補助金等について ○県立学校におけるアスベスト対策について
○ ○放課後子ども教室について

○少人数学級の推進について
○児童虐待への対応について ○
○女性医師の従事者数について

○スポーツの振興について
○農業高校における他機関との連携について ○乳幼児等はぐくみ医療助成制度について
○高校生産業教育交流展について ○放課後子どもプランについて
○日本科学未来館の公開授業の誘致について ○高齢者の健康と生きがいづくりについて
○教室内のエアコン整備について ○障害者自立支援法関係について
○ ○

○高校における必履修科目の未履修問題について ○
○小学校における教科担任制について
○教育基本法の改正について ○
○教員評価について
○民間人の教員登用について ○ＤＶ対策について

○児童虐待の防止対策について （平成19年５月17日選任）
○障害者自立支援法関係について 委員長 喜田　義明      副委員長 三木　　 亨
○出生に伴う行政手続きの簡素化について 委   員 木南　征美 元木　章生 西沢　貴朗
○児童手当の支給方法について 福山　　 守 吉坂　保紀 長池武一郎
○県立病院の診断書料について 扶川　　 敦 大西　章英
○

○教育委員会事務局幹部の構成について
○乳幼児医療費助成制度の周知について ○養護学校等の名称変更について
○国民健康保険滞納者への対応について ○鳥居記念博物館への学芸員の配置について
○看護師の確保について ○公立学校における特待制度について
○ ○放課後子ども教室推進事業について

○教育基本法の改正について
○潜在女性医師の活用について ○教職員給与費の減額について
○ＨＩＶ対策について ○海部病院への産科医師派遣について
○犬・猫等の遺棄問題について ○日和佐老人ホームの廃止跡地の利用について
○ ○障害児の負担軽減制度について

○地方改善施設整備事業について
○同和対策特別事業及び同和対策推進会について ○国民健康保険制度について

・軽減措置の助成について
○いじめ問題について ・本県の収納状況について
○複式学級について ・未納者への対応について

県立病院に紹介された患者の紹介元に対する情
報提供について

H18.11.21

高等学校における必履修科目の未履修問題につ
いて

徳島県立穴吹クレー射撃場管理運営事業環境対
策工事の請負契約について

徳島県立人権教育啓発推進センターの指定管理
について

徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの
推進に関する条例について

H18.12.7

県立穴吹クレー射撃場管理運営事業環境対策工
事について

H18.12.8

H19.3.1

アトピーなどアレルギー疾患の学校病への指定等
について

高知県東洋町における高レベル放射性廃棄物最
終処分施設の誘致問題に関する児童・生徒の心
のケア等について

H19.3.2

徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの
推進に関する条例について

病院局の物品納入における県内業者の優先発注
について

障害児の放課後対策等（デイサービスなど）につい
て

H19.5.23

インターネットを利用した老人福祉施設の入所状
況の提供について

県立人権教育啓発推進センターの指定管理につ
いて

H19.2.9



○本県のはしか対策について ○徳島文理大学の看護学科新設について
○「健康徳島２１」の改定内容について ○糖尿病対策について

○海部病院における産科医療の確保について
○「教育再生会議」第二次報告の内容について ○不妊治療費助成事業について
○教員の評価について ○抗インフルエンザウイルス薬の購入契約について
○児童生徒の懲戒・体罰の見直しについて ○がん対策について
○全国学力学習状況調査について ○生活福祉資金貸付事業について
○

○鳥居記念博物館の移転問題について
○ ・耐震診断・耐震改修について

・バリアフリー化について
○ ・鳴門市からの要望内容について

○補助教材の適切な使用について
○株式会社コムスンの不正行為について

・県内対象事業所への適切な運営指導について
・事業譲渡の動きについて ・収蔵庫資料の調査状況について

○国府養護学校の生徒数の動向について
○

○障害児施設利用者負担の軽減について
○糖尿病アタック作戦事業について ○養護学校での職業教育の充実について
○災害拠点病院施設・設備整備事業について ○
○緊急少子化対策事業について
○ ○

○民生・主任児童委員の定数について
○災害拠点病院の耐震化について

○鳥居記念博物館の移転について ○
○教育実習費について
○全国学力・学習状況調査の結果について ○
○児童生徒の体力運動能力調査について
○海部高校寄宿舎の整備について ○介護職員の待遇改善について
○権利と義務の指導について ○
○習熟度別指導について
○改正学校教育法について ○本県における臨床研修制度の実施状況について
○教員の評価について ○総合診療医の育成について
○

○
○県立高校授業料未納者への対応について
○高機能自閉症児への対応について ○
○県立学校校長公舎の有効活用について
○高校生県議会の検討について ○
○県教委教育制度改革連絡調整会議について
○「とくしま教育の日」の取り組みについて ○全国学力・学習状況調査の結果の取扱いについて
○特別支援学校の設置について ○鳥居記念博物館の耐震診断・耐震改修について
○公立高等学校入学者選抜制度について ○教員評価システムの一般教員への導入について

○
○障害児施設利用者負担の軽減について
○介護サービス事業者に対する指導内容について ○教職員数の削減の取り組みについて
○介護サービス情報公表制度について ○県立近代美術館の運営改善の検討について
○株式会社コムスンの不正行為について ○

・県内対象事業所への監査・指導状況について

○本県における災害医療提供体制の整備について
○ ○本県の介護保険の現状と今後の見通しについて

H19.6.8

県立牟岐少年自然の家の設置及び管理に関する
条例の一部改正について

・対象事業所の県内でのシェア及び指定更新時期
について

保護者による学校に対する不当な要求への対応
について

H19.6.27

・介護サービス利用者状況把握調査の結果につい
て

県立高校の授業料の未納及び減免の状況につい
て

県から社会保険事務所への資料引き継ぎについ
て

H19.9.19

・鳴門市との協議内容に対する県の対応姿勢につ
いて

・文化の森内での鳥居記念記念館の独立性の保
持について

H19.6.26

県立学校使用料・手数料徴収条例の改正につい
て

本県での生活保護に係るリバースモーゲージ制度
の運用状況について

板野養護学校での知的障害児の受け入れについ
て

H19.10.5
牟岐少年自然の家に係る指定管理候補者の選定
と今後の運営方針について

公民館と学校との連携による「とくしま教育の日」
の活動の充実ついて

株式会社コムスンの事業譲渡先事業所の決定と
今後の介護サービスの承継経過状況の確認につ
いて

県内での訪問看護指定事業所の新規申請状況に
ついて

介護サービスの情報公開制度の手数料見直しに
ついて

海部高等学校寄宿舎整備事業に係る事業者の選
定結果について

教育委員会職員の給与削減による一般財源の捻
出額について

携帯電話等での有害サイトからの児童生徒の保
護について

鳥居記念博物館の収蔵庫資料の調査状況につい
て

H19.10.9

県難病相談支援センターの利用状況及び相談方
法について



○ ○がん治療における薬物療法について

○介護給付費の適正化について ○
○救急搬送時の医療機関の受け入れ体制について
○県難病相談支援センターの相談事業について ○
○福祉サービスに係る苦情解決への対応について
○災害派遣医療チームの研修の受講について ○教員の顕彰制度について
○ ○徳島科学技術高校について

○県南部での中高一貫教育校の設置について
○災害医療時の血液製剤の供給体制について ○
○

○
○看護職員の養成と確保への取り組みについて
○救急医療機関の情報検索について ○
○妊婦検診の状況把握について
○沖縄県立中部病院との研修医等の交流について ○
○県立中央病院の改築について

○教職員のへき地手当の支給について
○公立高校入試制度の改善について
○臨時教員等の処遇について
○

○

・徳島大学病院との連絡橋部分の耐震化について
○がん対策について ○

○ ○小学校の英語活動への取り組みについて
○退職教員の地域での能力活用について

○
○

○ ○県南部での中高一貫教育校の設置について
○

○徳島県学校改善支援プランについて
○ ○高等養護学校整備事業の概要について

○いじめ問題について
○後期高齢者医療制度での特定健康診査について ○学校給食における地産地消の推進について
○ ○中国産冷凍ギョウザ等による食中毒事件について

○医師の臨床研修制度の見直し案について
○県医師修学資金貸与事業の実施内容について
○南部圏域での医療再編ネットワーク化について ・食品衛生に対する県の取り組みについて
○糖尿病対策について ・情報収集体制と情報の発信方法等について
○

○心身障害者扶養共済制度について
○本県の生活保護受給状況の推移について
○

○
○

○インフルエンザの発生状況について
○県立病院医師の給与等の処遇改善について ○
○県がん対策推進計画での重点課題について
○本県の未熟児乳幼児の高死亡率の要因について

地域ケア体制の整備と今後の在宅介護のあり方
について

災害拠点病院での医療資機材や備蓄品の整備状
況について

給与削減による医療職職員の処遇改善の確保に
ついて

・徳島大学病院との総合メディカルゾーン構想につ
いて

・ヘリポート設置の概要と大学病院との連携につ
いて

・バス停の設置場所とバスの乗り入れ便数につい
て

H19.11.20
徳島県立牟岐少年自然の家の指定管理料の内訳
について

徳島県部等設置条例の改正に伴う県教委所管の
スポーツに関する分掌事務の知事部局への一部
移管について

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関
する調査結果の内容について

食品偽装問題に対する県の対応と検査・指導体制
について

阿南市での犬の多頭飼養者に関する報道を受け
ての県の対応・指導状況について

H19.12.6

後期高齢者医療の対象者に対する健康診査の確
保について

リバースモーゲージ制度導入に伴う被保護世帯数
の推移について

ホームレス等の住宅確保に係る県の支援につい
て

青少年センターにおける高校生の自主学習場所
の確保について

H19.12.7
保護者による学校へのクレーム等の対応体制に
ついて

学校に地域住民が避難する場合の対応マニュア
ルについて

学校施設での電動式防火シャッターの保守点検に
ついて

部活動や大会・コンテストによる学力向上策につい
て

・ギョウザ包装の外側からのジクロルボスの微量
検出について

・食料品販売店での防虫シートの取扱基準等につ
いて

・食中毒等による健康被害等発生時の県内関係
機関との連携体制について

補導センターへの県費教職員の配置の確保につ
いて

H20.2.18
補導センターへの県費負担教職員の配置の確保
について

鳥居龍蔵博士の顕彰等に関する検討委員会報告
書の内容について

「四国八十八箇所霊場と遍路道」の世界文化遺産
登録に係る再提案書の提出について

就学援助制度での修学旅行費の援助の状況につ
いて

県立学校における教室内のエアコン整備状況につ
いて

県立病院におけるＣ型肝炎患者に対するフィブリノ
ゲン使用の有無等の相談対応について

ケースワーカーの社会福祉主事資格の保有状況
について

・徳島県食品衛生監視指導計画の実施状況につ
いて

・事件を受けての県の対応状況と検査状況につい
て



・教員の事務負担軽減策について
○医師不足対策について ○
○

○小中学生の携帯電話の利用規制について
○県内企業等での障害者雇用の促進について ○公立小中学校施設の耐震化について
○防災ヘリのドクターヘリ的機能の活用について ○公益通報制度について
○南部圏域での医療再編ネットワーク化について ・教育委員会での制度設置後の通報実績について
○ ・外部からの通報窓口の設置について

・外部相談員について
○盲児施設ライトホームの今後のあり方について ○
○薬害肝炎患者の救済状況について
○ ○公益通報制度について

・病院局での制度設置後の通報実績等について
○パーキング・パーミット制度について ・外部業務改良相談員の選定理由について
○公共施設等における耳マークの表示について ○国民年金滞納者に対する短期証の発行について
○

○
○糖尿病対策について
○県がん対策推進計画案での重点課題について ○県立病院での救急患者の受け入れ実績について
○県立病院における医療安全対策について ○

○教職員の業務の多忙化について ○時間外料金の徴収制度について
○新しい教員の評価について
○

○副校長・主幹教諭及び指導教諭の設置について
○

○公立高校入試制度の改善について ○
○高校生議会について
○全国学力・学習状況調査結果の活用について ○
○小学校の英語教育への取り組みについて
○三好市の芝生城跡遺構調査について ○せきエチケットについて
○県南部における中高一貫教育の導入について ○

（平成20年３月19日選任） ○生活福祉資金貸付事業について
委員長 岩丸　正史      副委員長 丸若　祐二 ○
委   員 川端　正義 児島　　 勝 木下　　 功

森田　正博 黒﨑　　 章 臼木　春夫 ○
長池武一郎 扶川　　 敦

○教職員による不祥事事件について ○

○徳島県教育振興計画（中間とりまとめ）について

・教育課題の抽出・分析方法について

・懲戒処分の決定までの手続きについて
・近年の教職員の処分内容と件数について ・教員採用審査方法の改善について
・教職員の処分基準の見直しについて ・教職員のメンタルヘルス対策について

・教職員の表彰制度での評価基準について
○本県小・中・高校生の学力状況について

○教職員のメンタルヘルスについて ○高校中途退学者について
・教職員の病気休職者数について ・中途退学者数とその理由等について
・相談事業の充実について

H20.3.7

保護者による学校に対する要望等への対応につ
いて

小松島市内の児童に対するいじめへの対応につ
いて

H20.3.6

新型インフルエンザに対する県の実践的な取り組
みについて

徳島県健康増進計画案と徳島県がん対策推進計
画案でのたばこ対策の目標項目について

徳島はぐくみ統合補助金の保育所における軽度
障害児の受け入れ事業について

県内での学校裏サイトの現状とその対応策につい
て

H20.7.2
微量採血用穿刺器具の取扱いに係る調査につい
て

医療供給体制の情報開示などによる地域住民へ
の啓発について

・制度導入による周辺地域の救急医療機関への
影響について

・徳島こども救急電話相談の実施拡大等による救
急医療の適正化について

・学校現場での不祥事の要因や背景などに関する
アンケート調査について

保健福祉部・病院局における随意契約の対応につ
いて

・徳島赤十字病院による制度導入後の時間外診
療件数の推移について

H20.6.17

・飲酒運転等の再発防止に向けた取り組みについ
て

・教育委員会における飲酒運転での処分基準につ
いて

・県立学校臨時教員の窃盗事件での当事者の現
状について

緊急地震速報に係る県立病院施設の対応につい
て

新型インフルエンザに対する県の取り組みについ
て

H20.7.3
教職員による飲酒運転の再発防止の取り組みに
ついて

備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の購入
費用ならびに使用期限等について

ホームレス等の住宅確保に係る生活保護制度で
の支援について

自治医科大学への本県の入学者数ならびに卒業
後の勤務状況について

徳島大学病院との総合メディカルゾーン構想につ
いて

・計画の特徴と本県教育のめざす重点内容につい
て

・教職員・保護者等による望ましい教員の資質基
準について



○教職員の中途退職者数とその内容について
○公立小中学校施設の耐震性の表示について ・個人情報の取扱いについて
○副校長・主幹教諭及び指導教諭の配置について ○監察組織の設置の検討について
○学校部活動を指導する教員の配置について ○公立高校の現行入試制度の見直しについて
○中高生の自転車通学時のマナー指導について ○
○

○教員採用審査について
○特別支援学級への教職員の配置について ・スポーツ優秀者に対する優遇措置について
○鳥居記念博物館での今後の顕彰方法について ・臨時教職員の評価方法について
○学校における食育の推進について ○
○

○
○

○
○

○
○道徳教育について

○
○

・施設設置の進捗状況について
○ ・施設での顕彰方法のあり方について

・現施設の移転後のあり方の協議について
○

○教員の評価制度について ・学芸員の確保ならびに配置予定について
○副校長・主幹教諭及び指導教諭の設置について ○
○特別支援学級での教職員の異動・配属について
○ ○教職員のへき地手当の支給について

○
○

○ ○

○徳島県奨学金貸与事業について
○県立中央病院の改築計画について ・大学生を対象とする貸与事業の廃止について

・改築事業の入札状況について
・大学病院との外観の調和について

○ ○

○指定管理者の公募に対する申請状況等について ○
○

○
○

○
○福祉灯油購入費助成事業について
○ ○

○ ○

・対象者の範囲と取得方法について ○

・委任状の提出状況について

県内の小・中・高校生の修学旅行の参加状況等に
ついて

・中途退学処分者への教育委員会の対応につい
て

H20.9.18

携帯電話等での有害サイトからの児童生徒の保
護について

スクールカウンセラー・スクールアドバイザー等の
活用状況について

公益通報制度の外部からの通報窓口の設置につ
いて

富岡東高等学校羽ノ浦校の独立校としての設置に
ついて

県立近代美術館の収蔵品の取得の現状と基金の
創設も含めた今後のあり方について

H20.10.8

・県立中央病院と徳島大学病院、両病院間の機能
分担の現況ならびに今後の方向性について

教職員の不祥事事件の発生要因並びに今後の再
発防止策について

本県における全国学力・学習状況調査の市町村
別正答率の結果の公表について

本県における教員採用候補者の選考審査での不
正防止体制並びに透明性の確保について

本県における汚染米への対応状況と今後の見通
しについて

H20.10.9
運転記録証明書を用いた安全運転管理の取り組
みについて

・重大な交通違反の報告漏れを確認した場合の処
分ならびに委任状を提出していない教職員への対
応について

美馬商業高校に併設予定の特別支援学校高等部
の開校時期について

県内医療現場におけるモンスターぺイシェントの状
況とその対応について

本県における事故米穀への対応状況と今後の検
査体制について

中国産ウナギ等輸入食品を扱う県内業者への検
査・指導体制の強化について

国民健康保険における資格証明書の適正な運用
について

国民健康保険での資格証明書発行の適正な運用
について

県立３病院における病院食の食材の安全性の確
保について

徳島県教育振興計画での教員の資質向上につい
て

新たに移転整備する鳥居龍蔵記念博物館につい
て

H20.11.19
窃盗容疑で逮捕された臨時教員からの退職願の
受理について

文化立県とくしまの観点から見た文化の森のあり
方や県民にとっての文化の意義について

・鳥居龍蔵博士に関する所蔵資料のデータベース
化について

インターネット・携帯電話等での有害サイトからの
児童生徒の保護について

精神性疾患による教職員の病気休職者の状況に
ついて

・高校生を対象とする貸与事業の貸付状況とその
充実について

・返済滞納者に対する未収金徴収の取り組みにつ
いて

運転記録証明書を用いた安全運転管理の取り組
みについて

学校活動での児童・生徒に対する保険証写しの提
出を求める場面について

児童・生徒のいる資格証明書交付世帯の把握状
況について

国民健康保険における資格証明書の適正な運用
について

中国産ウナギ等輸入食品の偽装に対する県の検
査体制について

H20.12.10
運転記録証明書を活用した安全運転管理の取り
組みについて

徳島県幼児教育振興アクションプラン（案）におけ
る重要課題と今後の取り組みについて



○本県の小・中・高校におけるいじめの状況について
○ ○

○本県での特別支援教育について ○

・個別の指導計画について ○

○

○

・統合校の設置課程の内容と定員について
・統合後の円滑な運営体制について

○ ○

○教職員の不祥事再発防止策について ○
○本県における高校生の就職内定状況について

○
○健康保険鳴門病院の公的存続について
○子宮がん対策について ○生活保護制度について
○ ・申請受理にあたっての弾力的な運用について

・緊急保護の適用件数について
○ ○

○ ○

○公立病院改革の取り組みについて ○
○７対１看護体制の導入について
○

○臨時教員の任用方法について
○ ○教職員研修の実施状況について

○
○本県における生活保護受給状況について
○生活福祉資金貸付事業について ○

○学校環境緊急改善事業について ○公立高校の入学者選抜制度の見直しについて
・事業の概要について
・事業の実施にあたっての地域配分について
・耐震診断・耐震化関連事業への活用について ・新制度実施に際しての周知方法について
・県立学校での耐震診断率・耐震化率について ・学区外流入率について

○ ・募集定員の設定方法について
○教職員の早期退職者の退職理由について

○妊婦健康診査支援基金の概要について ○
○

○
○

○ ○

○ ○

○ ○県教育委員の出務日数並びに報酬月額について
○県教育委員会のホームぺージについて

○生活福祉資金貸付事業について ○教職員の不祥事再発防止に向けた取組について
○徳島県教育行政の今後の取組内容について

鳴門市地域における高校再編計画の進捗状況に
ついて

・特別支援学級担任者数と特別支援学級数につ
いて

H21.2.18
運転記録証明書による安全運転管理の確認状況
と今後の取り組みについて

文部科学省からの小・中学校における学校での携
帯電話の使用に関する通知の内容と当該通知を
受けての徳島県の対応について

国土交通省による埋蔵文化財調査予定地での誤
掘削について

県立看護専門学校及び県立看護学院の統合につ
いて

・増築棟の場所と内容並びに今後の整備スケ
ジュールについて

H20.12.11

本県での小・中・高校内での児童生徒の携帯電話
の持ち込み状況と対応について

・特別支援教育を必要とする児童生徒数の推移に
ついて

・小・中学校の特別支援学級担任者における年齢
制限について

美馬地区での特別支援学校高等部の設置に伴う
国府養護学校池田分校の本校としての設置の検
討について

新型インフルエンザに対する県の取り組みについ
て

H21.1.30

県教育委員会における緊急雇用対策の取り組み
について

介護福祉士等修学資金貸付事業の運用内容につ
いて

運転記録証明書による安全運転管理の確認状況
と今後の取り組みについて

徳島県食の安全安心推進条例での罰則強化につ
いて

国民健康保険での資格証明書発行の適正な運用
について

後期高齢者医療被保険者の保険料納付状況につ
いて

三好市医師会准看護学院に対する県の補助金に
ついて

徳島県安心こども基金での放課後児童クラブの指
導員の待遇改善の検討について

保健福祉部における緊急経済雇用対策の内容に
ついて

生活保護申請後の受給決定処理の弾力的運用に
ついて

三好市医師会准看護学院に対する県の補助金に
ついて

抗インフルエンザウィルス薬の追加備蓄の内容に
ついて

障害者の一般就労への移行にあたっての目標値
の設定内容について

生活衛生課が所管する徳島化製への補助金額の
推移と累計について

県立中央病院の改築工事での照明設置にあたっ
てのＬＥＤ使用箇所について

世界糖尿病デーにおける県立中央病院でのブ
ルーライトアップについて

H21.3.9

本県における高校生の就職内定者の内定取消状
況とその対応について

教員採用審査における障害者の採用候補枠につ
いて

・入試改善検討委員会での制度見直しの検討状
況と決定時期について

市町村立学校の教職員の健康管理状況の把握に
ついて

板東俘虜収容所に関する副読本を使用した道徳
教育の実施と同収容所の国史跡指定に向けた取
組について

県内での地域発展に尽くした先人・偉人に関する
学習の取組について

小・中学校の特別支援学級担任者における年齢
制限について



○

・タミフルの管理について
○新中央病院改築事業について ・臨時休業についての今後の対応について

・入札の予定日程について ・教員への指導について
・入札要件の検討状況について ○高等学校入学者選抜制度について

○ ・選抜制度の見直し案について

○

・二次募集の現状について
○ ○

○県立中央病院での給食業務の外部委託について ○Ｏ－１５７について
○生活保護の申請受理時の対応について ・今後の感染予防対策について
○生活福祉資金貸付事業について ・発見経緯、性質及び発症事例について
○多子家庭に対する保育料の軽減について ○
○

○介護サービス情報の公表手数料について
○ ○県立中央病院の改築工事について

・入札に関するホームページへの掲載について
・工事の完成目標について

（平成21年３月20日選任） ・次回入札の要件及び変更点について
委員長 南　　 恒生      副委員長 北島　勝也 ・工事着工の期限について
委   員 遠藤　一美 木南　征美 木下　　 功 ・入札の経緯について

来代　正文 重清　佳之 吉坂　保紀 ・設計事務所の積算について
松崎　清治 長尾　哲見

○公立高等学校入学者選抜制度の見直しについて
○新型インフルエンザに係る対応について ○

○

・危機管理部と保健福祉部の所管について
・マスクに関する混乱及び県民への広報について ○県立高等学校の授業料減免制度について
・発熱外来受診対象範囲の現状について ○

○

○県立高等学校の耐震化について
○抗インフルエンザウィルス薬備蓄費について ○とくしまスクールニューディール事業について

・経費の内訳について ○

・備蓄分の供出及び１人当たりの単価について
・備蓄の必要性及び緊急性について ○高等学校の中途退学者の状況について
・薬の処方及び有効期限について ○

・タミフルの幻覚症状について
○盲学校・聾学校の現況及び両校の併置について
○

○保健福祉部関係の今後の予算編成について
○教員免許の更新制度に係る講習について

○新型インフルエンザについて ○教員のメンタルヘルス対策について
・修学旅行の延期について ○

・県内の感染者について
・修学旅行のキャンセル料について

長寿医療制度の国に対する県の要望の内容とそ
の後の国の見直しの状況について

中・高生を対象とした携帯電話の利用状況調査の
結果と今後の対応について

H21.3.10

・徳島大学病院との総合メディカルゾーン構想につ
いて

・新病院開院に際しての最先端医療機器の導入に
ついて

がん治療に係る最先端医療機器の導入状況につ
いて

・選抜において重視する活動を指導する教師の配
置について

・選抜制度の見直しについての決定及び周知時期
について

・患者及び濃厚接触者等の停留措置に係る諸経
費の自己負担について

県立病院における時間外選定療養費の導入の検
討について

県内における第三・四期でのはしかワクチンの接
種状況について

生活保護受給世帯における准看護師養成施設へ
の進学について

・修学旅行の延期に関する教育委員会の判断に
ついて

H21.5.27

・県の対応の詳細及び市町村医師への連絡体制
について

・終息についての判断及び今後の診療のあり方に
ついて

・選抜制度見直しに対する教育委員会の考え方に
ついて

川西遺跡に係る徳島南環状道路建設工事への影
響について

介護サービス情報の調査に係る手数料の改正に
ついて

H21.6.30

中学校新学習指導要領における武道・ダンス必修
化について

高等学校における競技力向上スポーツ指定校事
業の状況について

教職員住宅及び校長公舎の入居・活用状況につ
いて

県立高等学校の寄宿舎の入寮状況及び今後のあ
り方について

自転車通学における交通ルール・マナーの指導状
況について

専門高校の意義及び農業教育の現況と今後のあ
り方について

教育予算の確保と学校における教材費の予算措
置状況について

文化の森総合公園省エネルギー推進事業につい
て

H21.6.15

・薬の概要、供給量及び備蓄のローテーションにつ
いて



○子ども手当について
○新型インフルエンザの県内感染拡大防止について
○自殺予防に向けた取り組みについて ○新潟国体の結果及び代表選手への支援について
○県立中央病院改築工事に係る入札について ○県立高等学校の修学支援について
○平成２０年度病院事業会計決算について ・奨学金制度等の継続について
○県立三好病院の医師確保について
○

・授業料の無償化について
○

○要約筆記者養成の取り組み状況について ○少人数学級への取り組みについて
○がん対策について ○県立高等学校等の空調設備整備について

○定時制・通信制高等学校に対する理解について
○

・がん対策基金の設置への支援について
○

・地域医療再生臨時特例交付金の活用について ○

○公立高等学校の募集定員について
○

○

○不妊治療費助成事業について ○新型インフルエンザ対策について
○乳幼児医療費助成の拡充について ・冬に向けた感染予防対策について
○ジェネリック薬品について
○

・ワクチン接種の効果について
○介護給付適正化に係る指導及び監査について
○介護給付適正化チームの設置について
○ ・タミフル・リレンザの備蓄状況について

○「徳島県地域医療再生計画（案）」について

○

・ドクターヘリコプターの導入について
○

○

○県立高等学校の授業料減免者数について ・南部医療圏における勤務医不足について
○自殺予防対策について

・自殺者数の状況について
・自殺者ゼロ作戦について ・国への申請に向けた対応状況について
・うつ病等精神疾患の県民への啓発について ・南部医療圏における療養病床数の確保について

○ ○がん征圧月間の取り組みについて
○骨髄バンク推進の取り組みについて

○ ○

○ ○県立中央病院の医療機器の発注方法について
○

○県立中央病院改築工事について
・工事の完成予定について
・工事監理業務について

H21.7.1

県西中央部における特別支援学校の小・中等部
の設置に対する保健福祉部の見解について

宿泊施設での聴覚障害者に対する緊急連絡体制
について

・女性特有のがん検診推進事業の開始時期につ
いて

・がん検診の受診率向上に向けた取り組みについ
て

・都道府県がん診療連携拠点病院の機能及び診
療体制について

・がん対策基本条例の制定に向けた作業手順に
ついて

子育て応援キャラバン隊巡回事業及び放課後児
童クラブ利用児童処遇改善等事業について

インドネシアとの経済連携協定による介護福祉士
候補者の受け入れについて

介護職員処遇改善等臨時特例基金積立金につい
て

H21.9.14
中学校の新学習指導要領における武道等の必修
化に向けた学校への支援ついて

公立高等学校入学者選抜制度における特殊選抜
について

・中学校における部活動の指導体制（専門の指導
者の配置）について

H21.10.7

・学生の貧困の実態及びそれに対する対策につい
て

・授業料減免以外の修学支援及びその周知方法
について

県立徳島科学技術高等学校における外部有識者
による講演等について

盲学校・聾学校改築完成までの現施設の耐震補
強等について

経済不況による授業料の滞納状況及び中途退学
者の状況について

公立高等学校入学者選抜制度における特色選抜
の生徒募集に係る中高連携及び指導者の配置に
ついて

H21.10.8

・ワクチン接種のスケジュール及び周知方法につ
いて

・ワクチン接種の経費負担及び低所得者に対する
負担軽減策について

・県西部における看護師等の養成・確保対策につ
いて

・総合メディカルトレーニングセンター（仮称）及び
がん診療連携センター（仮称）について

女性特有のがん検診推進事業の実施状況につい
て

・医師等派遣センター機能及び政策医療総合対策
センター機能について

・医師事務作業補助者を設置する医療機関への
補助について

・南部医療圏への医療施設耐震化臨時特例基金
の活用について

県立中央病院における給食業務の外部委託につ
いて

各種基金の必要性に対する認識及び見直しに対
する見解について

後期高齢者医療制度の廃止または見直しに対す
る見解について

後期高齢者財政安定化基金事業費の予算見直し
について

新政権の補正見直しの影響と今後の対応につい
て



○障害者への支援について ○

○

・官公需の受注機会の確保について
・障害者の移動支援について ○

○
○政策評価の結果について

○高齢者の独居・孤独死問題について ○
○

○鳥居龍蔵記念博物館（仮称）について
○

○新型インフルエンザについて
○義務教育費国庫負担金の返納状況について
○不登校・中途退学・自殺の状況及び対策について

・学級閉鎖の目安及び授業の補充について ○高校生の就職内定状況について
・公立高校入試における対応策について ○平成２０年度の公立高校卒業生の進路について
・教員の罹患状況及び感染予防の徹底について ○

○歴史教育及び道徳教育について
・学校現場における業務継続計画について ○全国学力・学習状況調査の３年間の評価について

○
○ほのぼの家庭教育づくりプログラム事業について

○ ○

○高校授業料無償化について
○新型インフルエンザについて

・本制度の公平性に対する見解について

・ワクチン接種の効果及び接種回数について
○

○ ○

○県立中央病院の管・空調工事の入札について ○自殺問題への取り組み状況について
○ ○

○
○児童虐待防止対策について
○新型インフルエンザ対策について ○特別養護老人ホームの待機状況について

・感染状況、流行予測及び県の対応について ○三好病院の電話交換業務委託について
・タミフル・リレンザの備蓄状況について ○ひとり親家庭等自立促進計画について
・ワクチンの接種状況について ○

・免疫抗体について
○ホームレスの状況について ○
○

○ホームレス等に対する施策について
○要約筆記者の養成について ○
○地域医療再生計画について
○がん対策について ○徳島県がん対策推進条例（案）について

○県立病院における医師数の状況について
○暴力行為・いじめの発生状況及び対応について
○県立富岡東中学校の概要及び特色について ○県立病院経営について
○阿波の土柱の保護管理について ・入院・外来患者数の減について

・未収金の発生及び回収状況について

介護職員処遇改善等臨時特例基金事業の進捗状
況について

総合メディカルゾーンの整備に係る総合的な交通
体系の検討について

H21.12.7

障害者交流プラザのプールの水深及びレストラン
の営業日について

新政権の高校授業料無償化に伴う保護者の年間
負担額及び税制改正により特定扶養控除等が廃
止された場合の保護者負担への影響について

・ワクチン接種スケジュールの前倒し及び接種回
数の変更について

・受検生へのワクチン接種スケジュールの前倒し
について

・タミフル・リレンザの備蓄状況及び備蓄方法につ
いて

県立高等学校における紙類のリサイクル状況につ
いて

とくしまネットワーク図書館システム構築事業につ
いて

人権週間における催事の周知・広報の状況及び
評価について

県立中央病院における給食業務の外部委託につ
いて

H21.11.18

・県内公立学校の臨時休業の状況及び県教育委
員会の対応について

・受検生へのワクチンの確保及び優先接種につい
て

とくしまネットワーク図書館システム構築事業につ
いて

・障害福祉サービス事業所等の「工賃倍増５カ年
計画」について

病院近くのバス停におけるベンチ設置状況に対す
る見解について

新型インフルエンザの影響による冬休みの授業の
補充について

本県の農業高校からの徳島大学工学部（スタ
ディーズ）への推薦入学枠の確保について

県立高等学校における介護福祉士の養成につい
て

H22.2.16

平成２２年度公立高等学校前期選抜におけるミス
について

・県立高校における授業料及び学校徴収金の減
免状況と今後の取り扱いについて

・徳島県立学校使用料、手数料徴収条例等の改
正について

全国体力テストの結果に対する見解及び今後の
取り組みについて

小学校及び中学校施設の耐震化に係る国の予算
措置状況について

地域における人と動物の共生支援モデル事業に
ついて

全国建設工事業国民健康保険組合徳島県支部の
無資格加入問題について

生活保護総務費及び老人福祉施設費の予算増に
ついて

小規模多機能型居宅介護施設に係る取り組みに
ついて

新型インフルエンザ及び季節性インフルエンザの
状況について

H22.3.8
H21.12.8



○ ○

○ ○

○有料老人ホームへの立入検査の状況について ○
○がん対策の推進について

・がん対策への議員の関わりについて
○

・連携主体及び調査対象地域の選定について

・患者会の状況について
・がん対策における行政の役割について ・事業費の内訳及び事業対象人員数について

・各市町村における糖尿病発症率について

・徳島県がん対策推進条例案の位置づけについて
○

○県立中央病院の医師宿舎の利用状況について （平成22年３月20日選任）
○ 委員長 木下　　 功      副委員長 寺井　正邇

委   員 竹内　資浩 川端　正義 西沢　貴朗
○県立三好病院の耐震化について 岡田　理絵 岩丸　正史 庄野　昌彦
○ 黒川　征一 古田美知代

○受動喫煙防止対策について ○武道・ダンス必修化について
○ ○スポーツ指定校について

○就学援助について
○ ○受動喫煙防止対策について

○高校入試制度について
○骨髄バンク推進の取り組みについて ○
○県立海部病院の医師確保対策について
○ ○高校授業料の未収状況及び対応について

○奨学金の貸し付けについて
○障害者の就労支援について ○子宮頸がん予防ワクチンの公費助成について
○児童虐待防止対策について ○ワクチン行政について

○子宮頸がん検診の受診率について
○地域特産物に関する教育の推進について ○子宮頸がん予防ワクチンの接種対象について
○徳島商業高校サッカー部員の不祥事について ○生活福祉資金相談体制整備事業について

・徳島商業高校の歴史について ○ひとり親家庭等医療助成費補助金について
○県立病院の医師確保について
○メディカルツーリズムについて
○介護保険の不正請求について

・教育委員会の今後の対応について ○子宮頸がん予防ワクチンの公費助成について
・スポーツ指定校の指定辞退について ・県内市町村との調整状況について
・全校生徒への説明状況について

○

・子宮頸がん予防ワクチンの安全性について
○公立高校の募集定員について ・公費助成に関するこれまでの経緯について
○コンプライアンス推進室の役割について ・子宮頸がん予防ワクチンの調達について
○女性特有のがんについての教育について
○いにしえ夢街道推進事業について
○海部高校の中高連携教育について ・子宮頸がん検診について

・公費助成の予算化を行う時期について

タミフル・リレンザの有効期限後の活用方法等に
ついて

全国体力テストの結果を受けての現状認識及び今
後の取り組みについて

・学校長及び監督の認識及び記者会見等の対応
について

県立中央病院における研修医の申し込み状況に
ついて

県立病院における医師の総数及び救急専門医数
の状況について

県立中央病院における給食業務の外部委託につ
いて

宿泊施設における聴覚障害者のための緊急伝達
装置等の設置状況及びその周知について

障害者交流プラザのプールの水深及び軽食喫茶
室の営業日について

後期高齢者医療制度及び障害者自立支援法の廃
止について

H22.3.9

生活保護の申請及びケースワーカーの配置状況
について

・徳島県がん対策推進計画の目標及び達成状況
等について

・女性特有のがんについての教育に対する見解に
ついて

・徳島県がん対策推進条例案の策定過程及び財
政措置を担保する条項の必要性について

他都道府県教職員組合の違法な政治活動に関
し、本県における教職員への対応状況について

公立高校における学力重点の指定校の設置につ
いて

H22.3.15

・システム整備後の全県下への運用及び必要経費
等について

・糖尿病等予防管理システム整備支援事業に係る
コールセンターの詳細及び個人情報の管理につい
て

糖尿病等予防管理システム整備支援事業につい
て

H22.6.4

鳴門第一高校と鳴門市立工業高校の再編につい
て

H22.6.22

・公費助成を行う接種対象年齢及び助成率につい
て

・子宮頸がん及び予防ワクチンの県民周知につい
て

・接種義務化に向けた考え方及び国の動向につい
て

・不祥事の概要及び学校、生徒への指導状況につ
いて

・県立高校における生活指導の現状及び今後の
充実について

県立高校における学校徴収金の減免状況及び高
校授業料の無償化に伴う今後の取り扱いについ
て



○県立三好病院の改築について ・学校徴収金について
・改築に向けてのスケジュールについて
・改築完了予定年度について
・改築にかかる事業費及び財源について ○武道・ダンス必修化について

○スポーツドクターについて
○中山間地域におけるスポーツ指導体制について

・設計にあたっての地元関係者との協議について ○スポーツ施設の充実について
・救急医療体制について ○西州津遺跡の発掘調査について

○三好医師会准看護学院について ○公立高校入学者選抜における特色選抜について
○西部地域における夜間・休日診療所について
○総合健診センターについて ○子宮頸がん予防ワクチンの公費助成について
○ ・接種に対する周知、啓発について

○県立三好病院の患者数について
○水道管の耐震化について ・公費助成対象年齢の引き上げについて
○自殺予防について ・接種方法及び接種率について
○県立海部病院の救急搬送及び処置について ○
○口蹄疫について
○乳幼児医療費助成について ○新設統合高等学校の校名決定方法について
○ドクターヘリについて ○とくしまネットワーク図書館システムについて
○県立病院の糖尿病専門外来について ○
○児童虐待について
○こんにちは赤ちゃん事業について ○学校における空調設備の状況について
○肝炎対策について ○
○市町村国保への拠出金について

○
○

○公立高等学校入学者選抜について
・新高校の学科編成及び定員数について ○

・統合に向けた学校間連携事業について
・統合に向けた準備状況について ○

・新設する体育科の概要について
・寮整備に対する考え方について ○子宮頸がん予防ワクチンの公費助成について
・魅力ある学校づくりのための取り組みについて ・接種に対する周知、啓発について

・全国の公費助成実施状況について

・郷土を愛する教育と地域との連携について
○競技力向上スポーツ指定校について ・接種方法及び接種率の向上について

・指定校の指定協議について ・公費助成対象以外の年齢への配慮について
・指定校への予算措置について ・副作用について
・指定校制度について ○多剤耐性菌の院内感染について

○特別支援学級の現状について ○改正臓器移植法に対する県の対応について
○特別支援教育コーディネーターについて ○子供の医療費無料化について
○公立学校の耐震化について ○妊婦検診の公費助成について
○ ○三好病院の高層棟改築について

○県西部における分娩の状況について
○学校図書館の充実について ○病院近隣での患者等の滞在施設について
○就学援助制度について ○ワクチン行政について
○糖尿病、小児肥満対策について
○ ○がん検診について

・現在の受診率の状況と目標受診率について
・調査結果を受けての取り組みについて ・受診率向上にむけた今後の周知について
・全国最下位の結果について ○肝炎対策について
・体育授業時間数について ・無料肝炎ウイルス検査について

○包括外部監査の結果報告について ・肝炎治療受給者証について
・契約事務に関する指摘について ・予防接種によるＢ型肝炎感染について

県立病院における医師確保及び看護師採用につ
いて

・改築が病院事業会計の収支に与える影響につい
て

平成21年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査
について

・県立学校におけるエアコン・自動販売機の設置に
ついて

H22.9.14

・子宮頸がん予防ワクチンに対する相談窓口につ
いて

H22.6.23
県立鳴門第一高校と鳴門市立工業高校の統合に
ついて

・新高校の校名決定に生徒の声を反映させる仕組
みづくりについて

子宮頸がん予防ワクチンに対する教育、広報につ
いて

各学校におけるホームページでの情報発信につい
て

教育委員会の点検・評価の目標設定方法につい
て

新設される体育科の専攻実技の競技種目及び指
導者について

教育研究開発事業及び外国語指導助手の配置に
ついて

スクールカウンセラー及びソーシャルワーカーの設
置状況とその役割について

情報通信器機の普及に伴うコミュニケーション能力
の低下について

・子宮頸がん予防ワクチンに対する相談窓口につ
いて

H22.10.6



○国民健康保険の保険料減免について ○高校卒業者に対する求人状況について
○インフルエンザワクチンに対する補助について ○学校給食における地産地消について
○ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンの接種について ○渋野丸山古墳について
○介護保険の不正受給について ○学校における採用教科書について
○医師不足について

・必要医師数調査結果について ○牟岐少年自然の家指定管理者の選定について
・県西部におけるリハビリについて ・これまでの実績の評価について
・医師不足に対する国の対応について ・指定管理者制度導入の効果について
・外国人医師の活用について ・指定管理者との意思疎通について
・医師の地域偏在について ○みなと高等学園について

○子宮頸がんワクチンについて ・設置する学科について
・啓発の状況について ・募集対象及び定員について
・各市町村における接種時期について ・卒業後の進路について

○子育て支援策について ・教職員の配置について
○がん対策について ○学校職員給与条例の一部改正について

・がん患者の県外流出について ○正規教員の採用状況について
・徳島がん対策センターの状況について ○

・がん治療体制について
○児童虐待について ○障害者雇用の状況について

・児童相談所への児童虐待相談件数について ○鳥居龍蔵記念博物館について
・児童虐待相談体制について ○後発医薬品の使用状況について

○小児科医の負担軽減策とその成果について ○国民健康保険料の状況について
○生活保護について ○介護保険料の状況について

・生活保護の状況及び財源について
・不正受給の状況について ○「いにしえ夢街道」の今後の取り組みについて
・不正受給に対する調査について ○本県における国指定史跡の状況について

○児童自立支援施設徳島学院について ○

○鳴門市地域の新高校について ○教員の負担軽減方策について
・体育科への他県からの入学について ○

・寮の設置について
・体育科の指導体制について ○

・なぎなた競技の普及について
・体育科専攻実技種目の選定理由について ○学校見守り隊の設置状況について

○少人数学級について ○学校でのいじめの把握と対応について
・今後の対応について ○

・教員確保の財源について
・教室の確保について ○天然記念物の指定手続きについて
・適正な学級規模について ○広州アジア大会での徳島県勢の活躍について
・複式学級の現状について ○

○学校支援地域本部について
○正規職員の充足率について ○武道必修化における種目の選択について
○子供のうつ病について ○子どもの自然体験の重要性について
○小学校における外国語教育について ○旧鳥居記念博物館の案内表示について
○中高一貫校について ○小学校における外国語教育について

・中高一貫校の評価について ○

・中高一貫校の今後の設置計画について
○児童、生徒の携帯電話利用状況について ○新学習指導要領について
○文化の森総合公園開園20周年記念事業について ○教員免許更新制について

・記念事業の周知方法について ○

・記念事業の開催時期について
・鳥居龍蔵記念博物館について ○文化の森総合公園各館の職員数について

○ノーベル賞受賞について ○教員の給与、手当てについて
○幼小中連携について ○教員の質の向上について
○中国との交流について ○子どもの学力低下について
○高校授業料無償化について ○教育振興計画について

H22.11.12

臨時教員に対する教育採用試験時の優遇措置に
ついて

H22.12.3

情報通信機器による子どものコミュニケーション能
力の低下について

学校飼育動物に対する鳥インフルエンザ対策につ
いて

高校生の就職内定状況と未内定者への対応につ
いて

就学援助、特別支援教育就学奨励費補助金につ
いて

学校地域支援本部の役割と今後の取り組みにつ
いて

コミュニティースクールの意義と本県の状況につい
て

外国語指導助手の評価方法と併任の要件につい
て

H22.10.7



○
○病院事業管理者の辞任について
○介護保険制度の改正について ○三好地域の高校再編について
○介護保険料の本県の状況について ○学区制の今後のあり方について
○障害者自立支援法について ○鳴門渦潮高校について
○幼保一体化について ・スポーツ力向上のために果たす役割について

・幼保一体化に対する県の考えについて ・学校寮設置の検討について

・質の確保及び市町村格差について ○新学習指導要領について

・子どものコミュニケーション能力向上について
○

○グループホームについて
・県内の状況について ○みなと高等学園の入学者選抜方法について

○副読本を活用した道徳教育について
○徳島県商業教育活性化プラン（案）について

・今後のグループホーム数の予測について ・商業科設置高校のネットワークについて

・職員配置基準の見直しについて ・商業高校における部活動の活性化について
○地域支え合い体制づくり事業の内容について ○
○後発医薬品について

・本県の使用状況及び全国での位置づけについて ○

・使用率向上に向けての今後の取り組みについて
・保健福祉部内での所管課について

○関西広域連合広域医療局について ○県立中央病院の職員による不祥事について

・組織内容について ・現在の調査状況について

・業務量の増大に対する対応について ・発注手続き及び仕様書に記載した事項について

・具体的な業務内容について ・再発防止への今後の取り組みについて
○人権問題について

○少人数学級への取り組みについて ・同和問題の啓発看板について
○特別支援教育の教員の専門性の向上について ・差別事例の発生状況について
○学校施設の耐震化について ・同和問題に関する広報、啓発の重要性について
○学校施設の木造化について ○徳島化製への補助金について
○県内の認定こども園の状況について ○国民健康保険について
○子供のこころの健康変化について ・徳島市の国保保険料について
○特色選抜の出願状況について ・無保険者数について
○旧入学者選抜制度の総括について ・国の負担率について
○新生児・乳児の死亡率について ○医師不足対策について
○妊婦健診未受診者について
○子宮頸がん予防ワクチンの接種状況について
○ＴＰＰの医療分野への影響について
○オストメイト対応トイレの整備状況について
○オストメイト対応トイレマップの作成について ・臨床研修施設の充実について
○ひとり親家庭等在宅就業支援事業について ○

○少人数学級の拡大について ○健康保険鳴門病院について
○行政委員報酬の日額制について ・当該病院に対する県の認識について
○県立図書館の定型業務の外部委託について ・当該病院に対する県の支援について
○ ○生活保護者受給者数の推移について

○民生委員への市町村からの情報提供について
○徳島県農業教育活性化プラン（案）について ○県立病院での給食業務の外部委託について

・城西高校新学科の定員について ・中央病院での地元業者使用状況について
・城西高校の農業教育拠点校化について
・農業教育の重要性について
・農業教育の今後の方向性について
・農業教育での環境などへの取り組みについて
・林業、漁業などの他産業との連携について
・林業教育の重要性について

・スプリンクラー設置状況と未設置箇所に対する補
助金について

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業につい
て

森永乳業石井工場閉鎖による学校給食への影響
について

市町村で実施したボーリング調査結果の学校での
活用について

・三好病院での外部委託実施への手続き状況に
ついて

H23.2.10

H23.3.2

H23.3.3

中学校で発生した修学旅行時の問題行動への対
応について

・とくしま医師バンク事業の内容及び事業開始から
の経緯について

・地域医療再生基金を活用した医師確保対策終了
後の対策について

保健環境センター高度安全実験室の安全性につ
いて

休校や廃校になった学校施設の有効活用につい
て

H22.12.6

・平成２４年度から実施される中学校での準備状
況について

・高校において先行実施される理科の選択科目に
ついて



○○○○県土整備委員会県土整備委員会県土整備委員会県土整備委員会 ○

（平成18年３月23日選任）
委員長 阿川　利量      副委員長 榊　　 武夫 ○入札制度改革の検証について
委   員 木南　征美 吉田　忠志 橋本　弘房 ○

森本　尚樹 古田美知代 嘉見　博之
長尾　哲見 ○県土整備関係手数料条例の一部改正について

（平成18年４月28日選任）　西尾　大生 ○公共工事の労務資材単価について
（平成19年１月31日辞職）　吉田　忠志 ○県公共工事の入札参加者数と落札率について

○鉄道高架事業における委託設計について
○佐那河内風力発電所の故障原因調査について ○
○福島・和歌山・宮崎県での談合事件について
○ ○

○県内各土木事務所での落札率について ○
○月見が丘海浜公園の指定管理者の指定について
○木造住宅耐震診断・改修の実施状況について ○最低制限価格の引き上げについて
○木造住宅耐震化での新工法の活用について ○鉄道高架事業における広報について

○県営住宅の優先入居について
○歩道の点字ブロック等の設置について ○
○鉄道高架事業における委託設計について
○委託業務について ○徳島西環状線の進捗状況について

・県内業者の優先発注ついて ○

・最低制限価格制度の導入について
・成績評定及び表彰制度について ○県道整備補助事業の財源内訳について
・ダンピング受注について ○

○ダンピング対策の強化について
○名東東県営住宅の建替事業について ○談合に対するペナルティの強化について
○トンネルじん肺について ○
○阿南市における開発許可について
○刑事記録を引用しての発言について
○失格基準の見直しについて （平成19年５月17日選任）
○平成１９年度予算編成状況及び政策評価について 委員長 嘉見　博之      副委員長 庄野　昌彦
○最低制限価格の見直しについて 委   員 竹内　資浩 樫本　　 孝 藤田　　 豊
○工事設計価格及び最低制限価格について 喜多　宏思 杉本　直樹 岩丸　正史

松崎　清治 古田美知代
○那賀川水系河川整備計画について ○組織の役職員の構成について
○佐那河内風力発電所での故障について ○渇水対策について
○流木チップ材の配付について ・取水制限の実施状況について
○荒谷トンネルの有効活用について ・ダム堆砂の除去について
○県企業局ホームページにおける更新内容について ・細川内ダム計画における利水計画について

・長安口ダムの有効活用について
○ ○鉄道高架事業について

○公共事業予算の確保に向けた取り組みについて
○刑事確定訴訟記録の閲覧について ○入札におけるダンピング防止対策について
○旧吉野川流域下水道建設事業について ○細川内ダム計画における利水計画について
○木造住宅耐震診断・改修の実施状況について ○木造住宅耐震改修事業について
○鉄道高架事業における委託設計について

○渇水による電力事業会計への影響について
○駐車場事業における駐車状況について ○佐那河内風力発電所の廃止について
○ ○入札制度改革について

・ダンピング防止対策について
○企業局施設のアスベスト除去工事について ・地元企業の育成について
○企業局施設の耐震改修実施計画について

旧吉野川流域下水道建設事業での負担金につい
て

H19.6.8

・建設業退職金共済制度の入札参加資格審査要
件への廃止について

佐那河内風力発電所故障原因検討委員会の設置について

藍場町地下駐車場から県郷土文化会館への連絡
通路設置の検討について

H19.3.2

総合評価落札方式ににおける加算点の拡大つい
て

入札制度検討部会の実施状況及び検討内容につ
いて

空港周辺整備事業の進捗状況及び新規路線の開
設について

全国知事会での公共競争入札の指針での一般競
争入札の拡大について

徳島小松島港万代中央地区の不法放置車両につ
いて

全国知事会での公共競争入札の指針での一般競
争入札の拡大について

松茂町とくとくターミナルバス停のトイレ設置につい
て

H18.11.21

神山鮎喰線緊急地方道路整備工事養瀬トンネル
の請負契約について

H18.12.7

H18.12.8

H19.2.9
平成１９年度当初予算と６月補正予算の見通しに
ついて

H19.3.1



○元町沖洲線の中央分離帯について ○

・社会実験としての分離帯の開口について
・署名等地域の要望について ○崩壊危険区域の事前調査について

○風致地区内におけるホテル建設問題について ・山間部の危険箇所の調査について
○鉄道高架事業について
○アドプト支援事業について
○羽田線の利用促進について ○
○津波・高潮危機管理対策緊急事業について

・暴力団員の確認方法について
○西長峰工業団地について ○

・分譲価格の見直しについて
・定期借地権方式による賃貸について ○

・部局横断的取り組みの推進について
・周辺道路のインフラ整備について ○

○企業局職員組織のスリム化について
・企業局職員の人数、給与額について ○都市計画法施行条例の一部改正について
・企業局職員の給与額、手当について ○徳島東環状線の漁業補償について
・民間企業に与える影響等について ○多々羅川河川敷の樹木の除却について

○企業局施設の耐震化の状況について
○工業用水の再利用率について ○
○水源涵養林について
○佐那河内風力発電所の廃止について ○ことしの発電実績について
○企業局施設のアスベスト撤去工事について ○企業局の収支と留保資金の状況等について
○水利使用の適正化について ・他会計への貸付等について
○木質バイオマス活用システムの構築について ○企業局施設の耐震改修の状況について

・耐震化率について
○長安口ダムの緊急土砂排出の実施状況について ・発電施設の耐震化について

・土砂の排除場所とその影響について ・地下駐車場の耐震化について
・ダム上流における堆砂の抑制について ○既存ストック有効活用推進事業について
・県内６ダムにおける堆砂の状況について ○発生泥土有効活用研究事業について

○ ○

○吉野川水系河川整備計画について ・未利用エネルギーの活用について
○風致地区内におけるホテルの建設について ・駐輪場とレンタサイクル事業について
○損害賠償（道路事故）に係る専決処分について ○
○繰越明許費の財源について
○入札制度改革について ○

・総合評価落札方式の評価項目について
・ダンピング受注対策について

○電子入札システムについて ○
○那賀川水系河川整備計画について
○鉄道高架事業について ○
○元町沖洲線等の中央分離帯について
○池田ダムの管理状況について ○
○麻名用水をはじめ吉野川の流況について
○国直轄事業に係る負担金について
○将来的な展望を含めた渇水対策にについて ○長安口ダムの改造計画について
○貯水池保全事業について ・計画の周知・説明と地元意見の聴取について
○圏域毎の公共事業の状況について ・国直轄方式への移行前の県の管理について
○県単急傾斜地崩壊対策事業について ○神宮入江川の河川改修について
○ ○流域下水道事業について

○鉄道高架事業について
○自転車道の整備について ○

○ ・整備事業費の概算見通しについて
・整備スケジュールについて

徳島空港ターミナルビルの整備スケジュール等に
ついて

平成１８年度徳島県駐車場事業会計の決算概要
について

H19.9.19

一般国道４３９号三好市東祖谷落合の道路決壊に
ついて

徳島東環状線西新浜地区における開口部の設置
について

企業局職員の給与カットと売電料金との関係につ
いて

H19.11.20

大規模災害時における高速道路の無料化につい
て

H19.10.5
平成１８年度徳島県駐車場事業会計の決算概要
について

企業局の新規事業（未利用エネルギーの活用等）
について

阿南工業用水道取水棟におけるアスベスト除去工
事について

H19.6.27

徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例の一
部改正について

本四連絡道路の通行料金の低減に向けた取り組
みについて

平成１９年度県単独道路事業費に対する受益市町
村負担金について

平成１９年度県単砂防事業費等に対する受益市町
村負担金について

四国横断自動車道徳島東－小松島間の新直轄方
式への移行に伴う都市計画の変更について

H19.12.6

H19.6.26

一般国道１９５号那賀町大久保の山腹崩壊につい
て

・事前の災害調査への国庫負担制度化に向けた
要望について

徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正



・既存ターミナルの跡地利用について
・徳島空港ビル株式会社の資金計画について ○公共事業関係予算の推移状況等について
・基本・実施設計業者について ○建設業者の育成について

○ ○入札制度改革について
・山間地における入札参加企業数等について

○ ・総合評価落札方式等の導入成果について
○公共工事の基準単価について

○ ○道路特定財源について
・国における審議状況等について

○主要地方道神山鮎喰線の安全対策について ・道路整備における各種指標について
○入札・契約制度の改善について

○鉄道の利便性の向上について
・地元企業の範囲について ○阿佐海岸鉄道株式会社の経営状況等について

○徳島南環状道路の整備状況について ○公営住宅の管理について
○徳島県政策評価システムについて ○
○都市計画法の改正について
○公共事業予算の見込みについて

・平成２０年度予算編成方針について ○

○県道蒲生田福井線の整備状況について
○ ○公共事業の優先順位について

○

○企業局施設の耐震改修の状況について ○空港利用促進対策費について
○ ○

○のあり方懇話会の設置について ○木造住宅耐震化促進事業の実績について
・委員の概要と開催スケジュールについて ○

・懇話会設置の目的について
○ ○

○一般会計への貸付金の状況について ○
○環境にやさしいエネルギーの啓発等について
○ ○

○新徳島空港への愛称募集について
○ ○道路橋梁の保守管理について

○ ○

○道路特定財源について ○駐車場事業会計について

・国の道路整備中期計画について

・駐車場事業における指定管理者制度について
○

○急傾斜地崩壊対策事業について ○企業局施設の耐震改修の状況について
○マリンピア沖洲二期工事に伴う埋立面積について ・建物施設及び土木施設の耐震化について
○流域下水道整備事業について ・工業用水道管路の計画的改修について
○鉄道高架事業の費用対効果について ○
○東環状大橋の景観等について
○建築基準法改正による影響について ○

阿南工業用水道取水塔ポンプ室及び川口発電所
予備電源室のアスベスト対策について

阿南工業用水道事業に係る地下水送水設備取得
事業について

・道路特定財源の確保に向けた決起大会等につい
て

徳島東環状線街路工事・緊急地方道路整備工事
合併東環状大橋上部工第６分割の請負契約につ
いて

四国横断自動車道・小松島－阿南間の整備状況
について

H20.3.7

建築基準法の改正による木材価格への影響につ
いて

徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくり条例
について

徳島飛行場拡張整備事業計画時の需要予測等に
ついて

新徳島空港ターミナルビルのダブルトラック化への
対応状況について

日本高速道路保有債務返済機構への出資金につ
いて

旧吉野川流域下水道事業の整備スケジュールについて

市町村生活交通ネットワーク構築支援事業につい
て

平成１９年度企業局４事業会計の決算見込みにつ
いて

・藍場町地下駐車場及び松茂駐車場の利用状況
について

・平成１９年度徳島県駐車場事業会計の収支見込
みについて

・藍場町地下駐車場の営業時間及び利用料金に
ついて

H20.2.18
平成２０年度企業局４事業会計の利益見込みにつ
いて

・暫定税率が廃止された場合の県工事への影響
について

・暫定税率が廃止された場合の県予算編成への
影響ついて

阿南工業用水道地下水送水設備取得事業につい
て

H19.12.7

企業局職員の給与カットの見込みと電力料金改定
等への影響について

松茂駐車場及び近隣民営駐車場の利用料金等に
ついて

長安口ダムの国直轄管理化に伴う負担金につい
て

一般国道４３８号新府能トンネルの整備状況につ
いて

主要地方道石井神山線歯の辻工区の整備状況に
ついて

・財政構造改革基本方針（案）における公共事業
削減目標について

建設業者の新分野進出に際しての支援施策等に
ついて

・地元企業における地域精通度の評価点数につい
て

高齢化社会における公共交通機関のあり方につ
いて

H20.3.6



○西長峰工業団地について ○徳島羽田便の航空運賃について
・分譲状況とリース方式について ○排水ポンプ車の稼働状況について
・業種要件及び分譲価格の見直しについて ○土砂ダムに関する対策について

○長安口ダム資料館の入館状況について ○議会審議に臨む姿勢について
○総合管理事務所の機能について ○再発防止策について
○ ・沈滞ムードの早期払拭について

・既に現場で行っている取り組みについて
○ ・物品購入事務に関する調査結果について

○事業費の翌年度繰越額について
○ ○用地取得について

・担当職員をふやすことについて
・繰越の要因について

（平成20年３月19日選任） ・取得に当たっての優先箇所について
委員長 寺井　正邇      副委員長 吉坂　保紀 ○
委   員 竹内　資浩 遠藤　一美 喜多　宏思

喜田　義明 岡田　理絵 重清　佳之 ○東環状大橋のケーブルの色彩について
黒川　征一 来代　正文 ○橋梁の長寿命化修繕計画について

○吉野川・那賀川合同水防演習について
○地震に対する企業局施設の安全性について ○建設資材価格の高騰への対応について
○企業局長就任に当たっての抱負について ○都市計画マスタープランの作成状況について
○ ○

○中山間地域活性化支援枠の創設について ○都市計画道路黒山中山線の進捗状況について
○徳島空港の新ターミナルビル等について

・利用客数について ○

・今後の採算性について
・ダブルトラック化の実現について ○売電料金の値上げについて
・海外便の運航について ○松茂駐車場について

・さらなる利用料金の値下げについて
・利用料金値下げ後の利用状況について

○ ・物産館専用駐車場との連携について

○県土整備部長就任に当たっての抱負について
○原油価格高騰が公共交通に与える影響について ○平成１９年度発電量の減少の理由について
○ ○佐那河内風力発電所の譲渡について

○大川原ウインドファームについて
○

○山間部における震災対応について
○津波避難施設の整備について ○
○四国横断自動車道の整備について

・県南における取り組みについて ○

・徳島・小松島間の進捗について
○企業局施設の耐震改修の状況について
○建設仮勘定の処理状況について

○阿南安芸自動車道等の推進について
・桑野道路、福井道路の進捗状況について ○不祥事の根絶に向けた取り組みについて
・一般国道５５号日和佐道路の進捗状況について ○

○

・海部道路の現状について
○道路特定財源の一般財源化について ○
○入札制度改革について
○委託業務の県内企業優先発注について
○阿佐海岸鉄道株式会社について ○地方の道路整備促進と道路財源の確保について

・阿佐東線の今後の存続について ○

・収支改善策について

道路事故に係る損害賠償額の決定と和解に係る
専決処分の概要について

H20.10.8

新町西地区市街地再開発事業に関する都市計画
決定に係る同意協議について

藍場町地下駐車場の営業時間延長及び料金体系
について

西長峰工業団地への立地に向けた検討状況につ
いて

新町西地区市街地再開発事業に関する都市計画
決定に係る同意協議について

本州四国連絡道路等における新たな料金割引に
ついて

H20.7.2

・一般国道５５号牟岐バイパスの進捗状況につい
て

繰越予算の早期執行及び翌年度繰越額の縮減に
ついて

地域の公共交通を支えるための地域公共交通会
議の活性化について

・小松島・阿南間の小松島市における進捗につい
て

・パークアンドバスライド駐車場としての活用につ
いて

「企業局事業のあり方懇話会」の開催状況につい
て

H20.9.18

H20.7.3
那賀川における渇水対策としての地下水送水設備
の効果及び運用方法について

H20.6.17

元県職員の不祥事に関する再発防止策の策定に
ついて

・航空運賃引き下げに関する申し入れの実施につ
いて

四国横断自動車道小松島・阿南間の進捗状況に
ついて

撫養港海岸の直轄海岸保全施設整備事業につい
て

国における長安口ダム貯水池の堆砂除去対策に
ついて

企業局施設におけるＡＥＤ（自動体外式除細動器）
の設置状況について

新エネルギー分野における新たな事業展開につ
いて



○中央病院の工事入札延期について ○
○

○
○

○指定管理者の応募状況について ○
○土木施設の維持補修について

・来年度の維持補修に係る予算について ○

・道路の草刈り、樹木の伐採について
・河川堤防に生えた木の撤去について ○

・橋梁の長寿命化修繕計画について
○県営住宅の滞納家賃の回収について ○工業用水道管路の耐震化について
○職員不祥事の再発防止策について ○企業局組織の見直しについて

・公用車の「徳島県」表示について ○電気事業会計の純利益の年度推移について
○平成２２年度以降の電力自由化への対応について
○電気事業会計における企業債の償還について

・技術職員の人事配置について ○

○企業局による山林の購入・管理について
○ ○企業局から一般会計等への貸付金利について

○企業局事業の実施体制について
○ラフティングによるアユ漁の侵害について
○用地調査・嘱託登記業務等の随意契約について ○直轄国道の権限移譲について
○ ○桑野道路、福井道路の進捗状況について

○国の二次補正予算案について
○中山間地域における公共事業の確保について

○ ○

○大川原ウインドファームについて ○建設業と林業の「林建協働」について
○職員不祥事の再発防止策について ○

・技術職員の人事配置について
・公用車の「徳島県」表示について ○

○
○企業誘致に向けた積極的な関与について
○将来ビジョンについて ○徳島空港臨空用地の分譲について
○企業会計から他会計への貸し付けについて ○
○「徳島県企業局事業のあり方懇話会」について
○太陽光発電の取り組み状況について ○県土整備部事業の政策評価結果について

○
○指定管理者の指定について
○西長峰工業団地への企業立地の促進について ○小松島佐那河内線大久保峠の整備について

・分譲条件見直しに対する企業の反応について ○

・立地可能業種撤廃の可能性について
○ ○松尾川温泉へのアクセス道路の整備について

○下請業者の選定における県内業者優先について
○松茂駐車場における利用者対応について ○
○指定管理者の指定について
○ ○

○ ○廃材山積み事案に対する県の対応について
○歩道の修繕整備について

○
○

○県土整備部ホームページの早期復旧について
○地元業者への発注について

都市部と中山間地域との均衡のとれた公共事業
予算の配分について

県内業者が下請に県外業者を使っている事例に
ついて

四国横断自動車道小松島・阿南間の進捗状況に
ついて

雇用調整により住宅を失う者への公営住宅の入居
について

道路建設課平成１９年度歳入決算における不納欠
損額と収入未済額について

H21.1.30

那賀川流域での発電及び料金収入の状況につい
て

ＪＲ高徳線・牟岐線鉄道高架事業技術検討会にお
けるまちづくり計画の扱いについて

道路交通需要推計の下方修正に伴う本県道路整
備への影響について

県土整備部における組織再編と職制の見直しにつ
いて

H20.12.11

道路特定財源の一般財源化に関する政府・与党
合意について

新町西地区市街地再開発事業に関する都市計画
決定に係る同意協議について

本州四国連絡道路に係る全国一律料金の実現見
通しについて

「徳島県企業局事業のあり方懇話会」の状況につ
いて

今回補正予算中の補助事業の国庫補助率につい
て

・現場作業に携わる職員の県表示付き制服着用
について

土木建設業者の経営安定のための取り組みにつ
いて

徳島東部都市計画区域の都市計画見直しについ
て

・技術士資格を取得した職員に対する表彰につい
て

ＪＲ高徳線・牟岐線鉄道高架事業の見通しについ
て

H20.12.10

「徳島県企業局事業のあり方懇話会」からの報告
を踏まえた対応について

工業用水道の未売水及び西長峰工業団地の売却
見通しについて

地籍調査事業の推進を目的とした企業局から一般
会計等への貸し付けについて

H20.10.9
長安口ダム改造事業が日野谷発電所の運営に与
える影響について

・現場作業に携わる職員の県表示付き制服着用
について

H20.11.19

四国横断自動車道小松島・阿南間の進捗状況に
ついて

本州四国連絡道路等における料金引き下げにつ
いて

新町西地区市街地再開発事業に関する都市計画
決定に係る同意協議について

平成２１年度県土整備部当初予算要求の状況に
ついて



○年度内の発注見込みについて ○電気事業会計の建設改良費の減額補正について
○建設業に対する融資制度の改善について ○降水量の減少傾向を踏まえた経営計画について
○ ○

○離職者に対する公営住宅の提供について ○
○空き家の耐震改修に対する支援について
○

○
○公共事業における箇所づけの考え方について
○地域住宅モデル普及推進事業について ・都市計画法の解釈に対する県の見解について
○市町村事業に係る補正予算の早期執行について

○旧吉野川みず環境創造資金貸付事業について
○地域医療経営安定化資金貸付事業について
○企業局による山林の購入・管理等について ・都市計画法改正の動向について
○企業局経営計画（案）の随時の見直しについて ○入札制度の見直しについて
○太陽光発電設備や風力発電設備の導入について ・ダンピング防止対策について
○企業局施設の耐震化の推進について ・地元企業優先発注について
○工業用水道の未売水の低減について ・建設業協会会員に対する配慮について
○ ○

○駐車料金の見直しについて ○徳島・羽田便の航空運賃について
○ ○

○県土整備部関連公共事業予算の状況について
○年度内の発注見込みについて ○
○大手ゼネコンに対する厳正な措置について
○鉄道高架事業について ○公共嘱託登記業務の発注方法の見直しについて

・完成見通しについて ○四国横断自動車道の整備について
・今年度の予算執行について ・進捗状況について

○ＪＲ四国等のサービス向上等について
○

○市町村生活交通変革促進費補助金について
○関西国際空港への出資について ○阿南勝浦線の整備について
○航空会社連携強化に関する補助金の減について ○阿南安芸自動車道等の推進について
○離職者住宅家賃支援事業について ・桑野道路と福井道路の進捗状況について
○県営住宅家賃滞納者に対する早期指導について
○

・海部道路の現状について
○廃材山積み事案に関する撤去の見通しについて ○建設業者数と従業員数の推移について

○
○徳島県企業局経営計画について
○ ○建設業と地域の元気回復事業について

○
○

○小松島港線の整備について
○工業用水道の未売水の低減について ○
○

○１月補正予算の執行状況について
○ ○

○一般行政部門との連携について ○国直轄事業への県負担金額について
○企業局資金の貸し付けについて ○
○農業系バイオマスを利用した発電について
○職員給与費の減額補正について ○新徳島空港の供用開始時期について

徳島とくとくターミナルを利用したパークアンドバス
ライドについて

新成長シナリオのとりまとめに関する提言に当たっ
ての県土整備部の取り組みについて

徳島・名古屋便の減便に伴う利便性の確保と利用
促進策について

徳島空港臨空用地の分譲に係る応募状況につい
て

・鉄道高架事業と切り離した対応の必要性につい
て

・小松島・阿南間における用地取得体制の強化に
ついて

・小松島・阿南間における設計協議の完了見通し
について

指定管理者の応募団体数増加のための方策につ
いて

地元の土木業者が減少する中での災害対応につ
いて

H21.3.9

平成２２年度以降の売電契約と電気事業収益につ
いて

・一般国道５５号日和佐道路と一般国道５５号牟岐
バイパスの進捗状況について

本州四国連絡道路等に対する出資額の削減につ
いて

旧吉野川流域下水道建設事業旧吉野川浄化セン
ター（仮称）建設工事の委託契約の変更委託契約
について

市町村における橋梁の長寿命化修繕計画の策定
について

・徳島市議会からの職員出席要請への対応につい
て

水力発電所の電力供給に対する渇水の影響につ
いて

西長峰工業団地への立地に向けた企業の動向に
ついて

未分譲地への早期立地に向けた誘致活動に対す
る協力について

旧吉野川流域下水道事業と関係市町の取り組み
状況について

四国横断自動車道小松島・阿南間の用地買収の
見通しについて

企業局経営の推進と他会計への財政支援につい
て

地方道路整備臨時交付金事業の執行見通しにつ
いて

本州四国連絡道路における新たな料金割引に伴
う県負担について

H21.2.18

本州四国連絡道路等における新たな料金割引の
実施に伴う駐車料金の値下げについて

経済雇用対策及び企業局施設耐震改修工事の実
施前倒しについて

H21.3.10
新町西地区市街地再開発事業に関する都市計画
決定に係る同意協議について



○幹線道路における安全対策について ○広域監視機動班の検査体制について
○ ○ＪＡＳ法の改正点について

○
○河川に繁茂する水草への対応について
○職員のボランティア活動に対する表彰について ○

（平成21年３月20日選任） ○
委員長 喜多　宏思      副委員長 臼木　春夫
委   員 川端　正義 藤田　　 豊 杉本　直樹 ○

嘉見　博之 三木　　 亨 古田美知代
長池武一郎 大西　章英 ○日和佐道路の供用時期について

○県営住宅の転居費用について
○新型インフルエンザについて ○公共工事における事業量の地域バランスについて

・深刻度の受け止め方について
・組織としての今後の対応について
・行動計画の策定について ・舗装工事における入札参加形態について
・発熱外来の指定状況及び周知について ・鳴門市の公共工事の現状と今後について
・タミフルの備蓄状況及び配給方法について ○雇用対策という観点からの工法選択について
・県民の渡航状況について ○

・市町村との連携について
・工事の完成時期について

○県職員の不祥事について ・通路の雨よけ施設について
・発覚時期と経過及び再発防止策について

○企業局施設の耐震改修の進捗状況について
○駐車利用台数の減少理由について

○平成２１年５月補正予算について ○新エネルギーの導入推進について
・編成方針について ・太陽光発電所の新設の可能性について
・都市部の事業について

○徳島自動車道の整備について
・４車線化の実現について
・県の負担金及び補正予算執行箇所について

○四国横断自動車道の整備について ・太陽光発電施設設置後の維持管理について
・鳴門川内間の完成時期について ○

・高松自動車道の４車線化の完成時期について
・県の負担金及び執行計画について ○新型インフルエンザの対応について

○公共施設の耐震化について ・指針の改定ポイントと周知方法について
・予算と執行予定について ・臨時交付金の活用方法について
・耐震診断及び耐震設計を行う技術者数について ・ワクチンの入手及び接種時期について
・基金の設立について ○全国瞬時警報システムの整備状況と計画について

○平成２１年１月補正の地元業者発注割合について ○ＪＡＳ法に基づく指示・公表について
○鳴門市管内の土木行政について ○食品の検査体制について
○鉄道高架事業について ○津波避難困難地域の解消及び支援について

・車両基地の位置について ○

・計画の公表予定時期について
○国直轄事業負担金の内訳について ○消費者情報センターの機能強化について

○渇水による影響について ○

・発電量の状況について
・工業被害の状況について ○内航フェリー航路利用促進費の事業内容について

○ ○高速道路等の料金割引期間の拡大について
○徳島自動車道のゆずり車線の事業期間について

・工事の完成時期について ○徳島の高速道路の全体計画について
・身体障害者用駐車場のスペースについて ○県有地の管理方法について

○工業用水の回収水率について ○鉄道高架事業について
○地下送水施設の利用状況について
○徳島県食の安全安心推進条例の改正点について

H21.7.1
緊急経済雇用対策に係る予算規模と執行状況に
ついて

・コンパクト化を選択肢として検討した見解につい
て

・吉野川北岸工業用水道浄水場及び川口ダム管
理事務所の太陽光発電の規模について

県南部の渇水に対する吉野川の水利用の可能性
について

安否確認システムの登録者の現状及び今後につ
いて

・新エネルギーに対する考え方及び方向性につい
て

・これまで発覚しなかった要因と今後の取り組みに
ついて

H21.6.15

藍場町地下駐車場のエレベーター及び車いすを使
用する者が利用する駐車施設工事について

新型インフルエンザに係る市町村の行動計画策定
状況について

新型インフルエンザに係る消防本部の業務継続計
画策定状況について

松茂パーキングエリアとそれに接続するスマートイ
ンターチェンジの供用時期について

藍場町地下駐車場のエレベーター及び通路設置
工事について

・補正予算での地域バランス及び雇用対策につい
て

地域防災拠点施設整備事業費の繰越理由につい
て

H21.6.30

H21.5.27

徳島県緊急災害対策派遣チーム・ＴＥＣ－徳島の
運用について

H21.4.30



・今後のスケジュールについて ・事業内容について
・新聞報道における車両基地移転先について ・ＬＥＤ化の全体計画について

○

・今後の調査項目について ○政権交代による今後の対応について
・回送列車による交通渋滞の可能性について ・緊急経済対策未執行予算の取り扱いについて

○新築県営住宅への移転について ・高速道路の無料化について
○県営住宅団地における集約化の素案について ・引き揚げ対象未執行予算の有無について
○ ○公共事業の執行率について

○建設業界の現状について
○徳島東京間における運航減便の可能性について ○ダンピング対策について
○新徳島空港開港準備事業の内訳について ○
○国際チャーター便就航支援の内容について
○

○駐車場事業の運営について
○ ・企業公社の組織体制と今後の方向性について

・駐車場事業の経営状況について
○ ・企業公社役員の報酬について

・企業公社の財産について
○ ・公益法人制度改革における今後の課題について

○台風９号による浸水被害への支援について
○雇用促進を図る工法の選定について ○新型インフルエンザの対応について
○ ・感染拡大防止のためのマスク着用推進について

・ワクチンの接種時期及び費用負担について
・医療従事者に対する補償制度について

○台風による水害被害防止への対応について
○台風９号時におけるダムの管理体制について ○消費者庁発足に伴う県の対応について

・川口ダムの役割と体制について ○

・川口ダムの操作状況について
○

・川口ダムと長安口ダムの連携について ○くらしのサポーターの体制及び活動内容について
・長安口ダムの放流開始について ○消費者情報センターの周知方法について
・今後のダム操作に関する検討について ○

○Ｊ－ＡＬＥＲＴの整備状況について
○国民保護訓練の内容について
○ ○

○台風９号時における長安口ダムについて ○

○台風による水害被害を防止する対応策について
○新政権における公共事業の動向について

・今後の国の対応及び県の取り組みについて
・国における長安口ダムの操作状況について ・徳島自動車道の付加車線への影響について
・堆砂除去の状況について ・徳島県として懸念される事業について
・国と連携した対策について ・市町村に与える影響について

○

・事業内容について

・来年度予算削減報道に対する対応について
○

○ノンステップバスの導入計画について ○
○あわ産ＬＥＤ道路照明灯モデル事業について

・行政における事業の継続性に対する考え方につ
いて

・事業見直しに対する国への今後の取り組みにつ
いて

旧吉野川流域下水道事業の状況及び下水道処理
人口普及率について

南部健康運動公園における各施設の供用時期に
ついて

H21.10.8
長安口ダム操作規則の見直しと過去の洪水での
シミュレーション結果について

台風９号による水害被害に係る説明会の実施方法
について

・高速道路の４車線化凍結報道による現状及び対
応について

H21.10.7

消費者情報センターの増員相談員の雇用期間及
び今後について

鳴門ワカメ産地偽装問題に係る再発防止対策につ
いて

総合県民局等における消費生活相談件数につい
て

H21.9.14

鳴門徳島自転車道線の道路事故内容と今後の整
備計画について

伝統的木造建築物耐震改修等のモデル事業の内
容について

・韓国航路の増便と中国航路の新規開設の見通し
について

・マリンピア沖洲のコンテナターミナルの跡地利用
について

赤石港における国際海上コンテナターミナル整備
について

・国における長安口ダムの操作に対する県の見解
について

・長安口ダムの直轄管理移行時の引き継ぎについ
て

・長安口ダムの直轄管理移行時の引き継ぎについ
て

消費者庁の発足に伴う市町村の相談体制につい
て

公共嘱託業務における入札制度のあり方に関す
る改正内容及び最低制限価格制度の導入につい
て

長安口ダム改造事業に係る堆砂除去に伴うダンプ
トラック通行による国道１９５号の安全対策につい
て

県道鳴門公園線の進捗状況及び今後の予定につ
いて

新池川排水ポンプ場の進捗状況及び今後の予定
について

卯辰トンネルを含む県道徳島北灘線の道路整備
について

徳島空港新ターミナル駐車場の料金設定及び障
害者対策について

・ボーリング調査業務に係る緊急性の理由につい
て



○ ○

○総合評価落札方式の運用方法の見直しについて ○県営住宅への指定管理者制度の導入について
○入札での新規参入事業者の取り扱いについて ○
○台風９号による浸水被害への補償について
○柴川ダム事業の見直しについて ○
○鉄道高架事業の見直しについて
○ ○大岡川の整備概要及び今後の対応について

○国直轄事業負担金に係る見直しの状況について
○

○
○月見が丘海浜公園について

○

○ ・事業の概要について
・指定管理者の選定に係る審査基準について

○ワクチン接種に係る市町村の対応状況について ○
○

○
○ワクチンの優先接種への対応状況について
○ワクチンの配布及び接種予定時期について ○平成２２年度公共事業予算の見通しについて
○ ○

○ ○公共事業再評価の内容について
○

○平成２２年度予算に対する県の取り組みについて
○平成２２年度直轄事業予算の状況について ○
○

○
○入札制度改革の内容について
○ ○アドプトプログラムの状況及び推移について

○
○

○
○南海フェリーに対する支援について

・平成２２年度以降の対応について ○

・乗用車乗船台数の実績について
・持続的に航路を維持する方策について ○

○
○公共工事に係る書類の簡素化の内容について

○ ○

○
○今年度の駐車場利用及び収入状況について

○事業仕分けが予算編成に与える影響について ○駐車場事業会計の状況について
○ ○企業公社の経営状況について

○
○

○電力自由化への対応について
○西宇バイパスの開通に係る委員会資料について ○
○

○

○ ○

H21.12.8

大川原ウインドファームにおける風力発電の状況
について

駐車場管理運営に係る状況変化への対応につい
て

土地造成事業会計に係る土地維持管理費用及び
事業収益の内容について

西長峰工業団地に係る未分譲地の売却に関する
今後の取り組みについて

事業仕分けを受けた下水道事業の財源移管につ
いて

旧吉野川流域下水道事業に係る接続促進策につ
いて

建設業者の推移及び建設業労働者への対策につ
いて

桑野福井道路の都市計画決定手続及び事業化の
見通しについて

国が行う高速道路の無料化に向けた社会実験の
見通しについて

高速道路の割引制度による南海フェリーの社会実
験について

官民協働の維持管理システムの実施箇所及び公
共事業入札の際の加算点について

道路照明灯における県民スポンサー事業の概要
について

H21.12.7
平成２２年度政府予算に係る年内編成の見直しに
ついて

県営住宅に関する集約化団地候補地区の概要に
ついて

県営住宅の駐車場有料化に係る減免措置の拡充
について

徳島阿波おどり空港における開港イベントの概要
について

県営事業負担金に係る市町村への情報提供につ
いて

・指定管理者の選定理由及び制度の問題点につ
いて

平成２１年度公共工事に係る一抜け方式採用時の
換算件数について

鉄道高架事業に係る車両基地候補地の公表につ
いて

県土整備部に関する平成２１年度政策評価の内容
について

県営住宅の駐車場の有料化に係る状況と今後の
対応について

那賀町木頭における国道１９５号未改良区間の早
期整備について

専決処分（道路事故）の報告に関する内容につい
て

ワクチンの接種に対する市町村への支援について

高速道路の無料化に対する県の取り組みについ
て

徳島空港における搭乗率低迷の原因及び今後の
対策について

事業仕分けを受けての旧吉野川流域下水道事業
に関する県としての今後の取り組みについて

徳島南環状道路の暫定供用に向けた概算要求に
ついて

徳島東環状道路の暫定供用に向けた今後の影響
について

新型インフルエンザに関する業務継続計画の内容
について

ワクチン接種に係る国、県、市町村の役割分担に
ついて

平成２２年度概算要求に係る知事説明の内容につ
いて

平成２２年度徳島県における公共事業の動向につ
いて

新型インフルエンザの県職員の感染状況について

国直轄事業負担金制度改革に伴う県事業の市町
村負担金廃止について

ダンピング対策における設計価格の見直しについ
て

H21.11.18
強毒性と弱毒性に関するインフルエンザ対策行動
計画の違いについて



○ ○

○ ○第十堰に係る今後の方針について
○ピンクニー寄港による本県の対応について

○ ○マリンピア沖洲の用途地域及び制限について
○

○
○

○
○平成２２年度公共事業の早期発注について
○

○
○

○土地造成事業における主要施策の概要について
○ ○平成２２年度における補正予算の見通しについて

○高速道路の利便増進事業の拡充について
○電気事業における渇水対策について ○岡川上流部における堆積土砂等の対応について
○ ○

○
○

○
○

○
○今後の渇水対策について

○ ○新エネルギー対策への取り組みについて
○

○
○

○
○傷病者の搬送及び受け入れの実施基準について

○ ○救急車の適正な利用に係る取り組みについて
○

○
○ＪＡＳ法に基づく指示、公表及び指導件数について

○高速道路の料金制度の変更状況について ○
○公共交通利用促進事業の概要について
○内航フェリー利用促進事業の概要について ○
○市町村負担金制度の変更内容について
○ ○

○ ○

○ ○ＡＥＤの利便性向上に向けた制度検討について

○平成２２年度鉄道高架事業費の内訳について ○安心とくしまネットワーク構築事業について
○平成２０年度鉄道高架事業費の調査内容について ・防災メールの登録者数及び改善策について

・実証実験における成果について
○県内観光地への交通アクセスの充実について
○

・防災メールへの配信状況及び方法について
○

○台風９号による水害被害に係る対応状況について ・安否情報の提供及び信頼度について
○ ○

H22.3.15

・市町村及びライフライン各事業者への費用負担
及び運用方法について

・防災メール登録者数目標達成に向けた取り組み
について

公共施設の管理におけるライフサイクルコストの低
減及び長寿命化の概要について

本県における消防の広域化の推進に係る現状に
ついて

南海地震の発生確率に係る公表時期及び内容に
ついて

南海地震対策促進に向けた条例策定の検討につ
いて

食の安全・安心を確保するための取り組みについ
て

電気及び工業用水道施設に係る耐震化の進捗状
況について

高速バス上り線に係るとくとくターミナルへの乗り
入れについて

チリ大地震による避難率の低迷理由と今後の対策
について

食品衛生広域監視機動班による監視及び収去検
査の実績について

長安口ダム改造事業の本体工事着工時期につい
て

県営住宅に係る低額所得者への優遇措置につい
て

H22.3.9
長安口ダム改造事業に係る起業地内における未
登記土地の概要及び解決策について

国土利用計画に係る農用地及び道路の目標面積
について

平成２１年度予算と平成２２年度予算の比較につ
いて

徳島県民総合キャンパスに係る道路及び河川事
業内容と取得地の有効活用について

平成２２年度公共事業に係る箇所付け方針につい
て

H22.3.8

高速バス上り線に係るとくとくターミナルへの乗り
入れについて

プレジャーボートの係留の現状及び今後の対策に
ついて

長安口ダムにおける堆砂除去の状況と今後の対
応について

流域下水道事業特別会計繰出金と起債の償還に
ついて

売電料金の定従比率に関する交渉経緯と全国状
況について

「食の知」向上啓発事業に関する詳細内容につい
て

公共事業予算の削減に伴う本県への影響につい
て

孤立化あんしん通信支援モデル事業の実施内容
について

今後の公共事業予算獲得に向けた県の取り組み
について

今後の高速道路の無料化及び割引制度による公
共交通機関への対策について

木造住宅耐震化促進事業に関する今年度の実績
と今後の取り組みについて

未来の消防団育成支援事業の概要及びその効果
について

地域防災交流センターの概要と地域防災活動コー
ディネーターの配置について

平成２２年度と前年度における当初予算の比較に
ついて

「食の安全・安心」確保事業に関する詳細内容に
ついて

H22.2.16
企業局及び企業公社における駐車場事業の将来
見通しについて

地域防災力強化推進モデル事業の概要及びその
効果について

新型インフルエンザワクチンの接種に係る助成制
度の拡充について

津波及び高潮に備えた防潮扉の開閉状況に対す
る見解及び今後の対応について

特定商取引法及び割賦販売法の改正概要につい
て

市町村消費生活センターの設置状況及び予算措
置について

住宅用火災警報器の設置に係る普及率及び啓発
について



○ ○

○ ○

○ ○

○事業別配分額の融通について ○
○維持補修予算の配分について

○
（平成22年３月20日選任）

委員長 三木　　 亨      副委員長 黒﨑　　 章 ○
委   員 遠藤　一美 樫本　　 孝 岸本　泰治

児島　　 勝 嘉見　博之 扶川　　 敦 ○
長池武一郎 長尾　哲見

○鳴門ワカメ産地偽装事件に係る県の責任について ○
○食品の検査について
○ＪＡＳ法に基づく指示・公表について ○
○

○
○

○

○岡川の改修事業の進捗状況について ○建設工事及び委託業務に係る表彰制度について
○ ○食の安全・安心確保に係る取り組みについて

・不適正表示事案の原因分析について
○ ・事業者に対する法令遵守意識の徹底について

・科学的手法による検査について
○ ・ＪＡＳ法に基づく書類の保管義務について

○

○徳島阿波おどり空港駐車場の利用状況について
○ ○

○ ○

○ほたる川に係る改修事業の現状等について ○自動車運転免許証自主返納メリット制度について
○ ○木造住宅の耐震化について

○防災意識高揚のための取り組みについて
○公共交通機関に係る施策について

・公共交通機関に対する支援策について ○水源の森事業の概要について
・ＪＲ四国の窓口業務廃止に係る対応策について ○ウエルカムパーク事業の今後の方針について

○

○津波避難困難地域の解消及び支援について
○

・本県の交通ビジョンについて
・バス事業者への協調補助金の交付について ○国際チャーター便の就航支援事業について
・路線バスの利用促進について ○地方路線バスの利活用活性化策について

○ ○徳島阿波おどり空港のダブルトラック化について
・今後の運航見通しについて

○ ・徳島-東京線の航空運賃について
○徳島空港臨空用地の今後の取り組みについて

○今切川(川内地区）の堤防整備等について ○国際航空便に係る格安航空会社の導入について

建設資材に係る県内業者からの優先調達につい
て

H22.9.14

西長峰工業団地の現状及び今後の取り組みにつ
いて

板野町における下水道工事の状況及び損失補償
について

・ＪＡＳ法に基づく食品表示違反等に係る公表指針
について

・事業者への立ち入り検査に向けた取り組みにつ
いて

すだちくんメールの登録状況及び今後の登録目標
数について

H22.6.23
阿南工業用水道の耐震改修の進捗状況及び今後
の予定について

西長峰工業団地の未売却地の状況及び今後の方
針について

ウェルカムパーク事業の利用状況及び今後の方
針について

徳島阿波おどり空港における「よしこの」の放送に
ついて

マリンピア北緑地及び徳島とくとくターミナル西側
の高速バス上り線乗り場におけるトイレの設置に
ついて

県産材の利用促進に係る県職員の意識の徹底に
ついて

委託業務に係る業務成績の公表及び表彰制度に
ついて

建設資材に係る県内業者からの優先調達につい
て

民間活力を活用した土木構造物に係る竣工銘板
への設計業者名の表記について

ＬＥＤアートフェスティバルにおける新町橋のライト
アップについて

民間賃貸住宅及び公営住宅に係る保証人の取り
扱いについて

県営住宅の家賃滞納による駐車場使用許可留保
の対応について

すだちくんメール普及促進業務に係る委託事業者
の選定について

徳島阿波おどり空港ターミナル周辺の緑化計画に
ついて

岩谷川・川田川の改修事業に関する今後の方針
について

・高速道路料金値下げによる公共交通機関への
影響について

・地域公共交通活性化再生総合事業に基づく協議
会について

四国横断自動車道（鳴門～阿南間）の進捗状況に
ついて

四国横断自動車道（阿南市上岩脇地区）の用地買
収について

徳島空港臨空用地の分譲の状況と今後の取り組
みについて

徳島阿波おどり空港の駐車料金支払いシステム
の改善策について

徳島バスの地方路線（鍛冶屋原線及び長原線）を
維持する方策について

土木構造物に係る竣工銘板への設計業者名の表
記について

H22.6.22

国道５５号（阿南道路）の整備状況及び今後の予
定について

補正予算に係る事業別配分及びスケジュールに
ついて

私道と県道の交差部におけるカーブミラーの設置
について

公共事業予算に係る市町村別配分及び情報公開
について

H22.6.4



○ ・現状及び今後の取り組みについて
・陸上自衛隊北徳島分屯地との連携について

○ ・葬祭業者等との協定締結について
○食品の産地偽装防止の取り組みについて

○津波避難困難地域の解消及び支援について

○

○那賀川河川改修事業の整備状況について ・科学的手法による調査の状況について
○桑野道路の整備について ・徳島県食の安全安心推進条例の検証について

・政策コンテストの概要等について ・食品偽装に係る内部告発の促進策について
・新規事業採択に向けた本県の取り組みについて ○

○
○耐震シェルター・防災ベッドの展示について

○南部健康運動公園の整備計画について ○建物屋上の対空表示（ヘリサイン）の設置について
○徳島阿波おどり空港の利用客数について ○
○徳島空港臨空用地の今後の取り組みについて
○マリンピア北緑地におけるトイレの設置について ○
○

○助任川河岸緑地の冠水対策について ○食品の産地偽装防止の取り組みについて
○

○今切川（川内地区）の護岸整備について ・科学的手法による調査の状況について
○徳島東環状線（川内工区）の緑化計画について ・食の安全安心審議会における審議状況について
○ ○徳島とくとくターミナルについて

・利便性向上の取り組みについて
○県内路線バスの将来像について
○

○県営住宅について
○一般国道55号（阿南道路）の整備状況について
○用地取得促進策について
○国際チャーター便就航支援事業について ・家賃滞納の状況について

○

・徳島阿波おどり空港の利便性向上について
・航空会社への支援策について ○阿南工業用水道の供給状況について

○

○高病原性鳥インフルエンザについて

・愛玩鳥等の飼育者の状況把握について
○格安航空会社の誘致に向けた取り組みについて ・野鳥の死骸が発見された場合の対応について
○深層崩壊の概要及び国の取組状況について ・養鶏農家における防御対策について
○ ・本県で発生した場合の被害想定について

・人体への感染防止対策について
○防災マップの作成状況について ○
○

○県営住宅の家賃滞納者に対する対応について ○
○

○

○ ○

電気及び工業用水道施設に係る老朽化対策につ
いて

・疑似患畜発生後における本県の対応及び今後の
対策について

平成23年度における危機管理部職員の確保につ
いて

H22.12.6

土砂災害警戒区域・土砂災害危険箇所の概要に
ついて

民間賃貸住宅及び公営住宅に係る保証人の取り
扱いについて

岡川及び大津田川の改修事業の進捗状況につい
て

橘港小勝・後戸地区公共用地売却の見通しについ
て

四国横断自動車道（徳島東－阿南間）の補正予算
について

救命救急活動における携帯電話GPS機能の利用
について

H22.10.7

平成22年度一般会計補正予算（第４号）編成のポ
イントについて

・国際チャーター便の就航促進に向けた取り組み
について

徳島県地震防災対策行動計画の進捗状況につい
て

災害時における民間機関等との協力体制につい
て

・鳴門わかめブランド対策部会の取り組みについ
て

H22.11.12

・理研ビタミン株式会社による商品自主回収に係る
調査状況について

・徳島とくとくターミナル利便性向上検討協議会（仮
称）の構成メンバーについて

・羽ノ浦春日野団地に係る家屋明け渡し等請求訴
訟の概要について

H22.12.3
電気事業における発電供給量及び売電料金の状
況について

長安口ダム改造事業の現状と今後の予定につい
て

・理研ビタミン株式会社による商品自主回収後の
状況について

救急車での搬送時における会話カードの導入につ
いて

高速バス上り便の徳島とくとくターミナルへの乗り
入れについて

徳島市営バス鈴江停留所周辺の安全対策につい
て

吉野川橋北詰めアンダーパスの冠水対策につい
て

・国際チャーター便の就航による経済効果につい
て

・徳島阿波おどり空港及び関西国際空港の着陸料
について

・平成22年度国際チャーター便就航促進事業費補
助金の内訳について

橘港小勝・後戸地区公共用地売却に係る本県の
対応について

徳島バス鍛冶屋原線及び長原線への補助金の状
況並びに利用促進策について

徳島阿波おどり空港における「よしこの」の放送に
ついて

高速バス上り便の徳島とくとくターミナルへの乗り
入れについて

H22.10.6



○ ○住宅の耐震化対策について
・木造住宅の耐震診断及び改修の状況について

○徳島空港臨空用地の今後の取り組みについて ・耐震リフォーム支援事業の状況について
○ ・耐震化対策に係る諸制度の活用策について

○
○県発注工事の入札の状況について
○柴川生活貯水池の検証について
○県営住宅の高齢者対策について ○阿南市における道路整備の推進について

○ ・県道阿南勝浦線の整備状況について

○平成22年度一般会計補正予算（第６号）について
・追加補正の概要について ○国道55号（日和佐道路）の事業再評価について

・事業箇所の選定について ・費用便益比の概要について

・県内事業者による工事請負の見通しについて ・事業評価監視委員会の構成メンバーについて
・今後の取り組みについて

○那賀川（深瀬地区）の堤防工事の状況について ○徳島空港臨空用地への企業誘致について
○東環状大橋（仮称）について ○

・自転車道・歩行者道の整備状況等について
・完成時期について ○
・正式名称の決定方法について

○ ○県営住宅の高齢者対策について
○県営住宅集約化事業について

・費用対効果について ・ＰＦＩ事業の概要について
・事業費及び事業進捗率について ・事業者選定委員会の構成メンバーについて
・原木取扱量の推移及び今後の見通しについて
・今後の整備方針について

○ ○ゆめタウン徳島店（仮称）の排水計画について
○物品購入等に係る再発防止策について

○高病原性鳥インフルエンザについて ○委託業務に係る談合情報について
・本県で確認された感染野鳥の感染原因について ○県内の交通体系に係る計画の策定について
・本県の防疫対策について ○
・死亡野鳥の収集及び検査の実績について
・死亡野鳥に関する通報及び検査の強化について
・飼養鳥や野鳥に関する保菌状況の調査について

○

○阿南工業用水道に係る耐震対策の予定について
○

○「企業局水源の森」の整備と今後の活用について
○環境保全に向けた取り組みについて
○入札に係る不祥事防止対策について
○

○

○県内企業優先発注・調達の取り組みについて
○地震体験車の概要及び今後の活用策について
○高病原性鳥インフルエンザについて

・全国の発生地における防疫措置の状況について
・本県で発生した場合の想定について
・殺処分した鶏の処理方法等について
・警戒レベル引き下げ後のモニタリングについて

建設資材（捨石）に係る県内業者からの優先調達
について

H23.3.3

本四道路の料金見直しに対する県の対応につい
て

指定高度を超えて飛行した全日空便に対する県
の対応について

・ふん便調査の実施結果及び今後の対応につい
て

企業手当の見直し状況及び発電給水業務手当の
支給状況について

高齢者運転免許証自主返納メリット制度の取り組
みについて

・事業者選定委員会に係る審議内容の公表につい
て

コミュニティーバス及びデマンドバスに係る支援策
について

・阿南安芸自動車道（桑野道路）の整備促進につ
いて

東環状大橋（仮称）の正式名称の決定方法・時期
について

末広住吉高架橋整備工事に係る入札の状況につ
いて

H23.2.10

H23.3.2

四国４県による工業用水道の被災時合同応援訓
練の概要について

藍場町地下駐車場における混雑状況の案内につ
いて

徳島小松島港赤石地区マイナス13メートル岸壁
（第２バース）について

長沙黄花国際空港との定期チャーター便就航に
係る費用対効果について

消防防災ヘリコプターの場外離着陸場の整備につ
いて



○○○○普通会計決算認定特別委員会普通会計決算認定特別委員会普通会計決算認定特別委員会普通会計決算認定特別委員会 ○野生の猿の生息状況等について
○県産材の利用の促進について

（平成18年10月16日選任） ○農業の担い手の育成確保について
委員長 遠藤　一美      副委員長 児島　　 勝 ○食料自給率について
委   員 藤田　　 豊 森田　正博 須見　照彦 ○農産物の輸出に向けた取り組みについて

庄野　昌彦 榊　　 武夫 豊岡　和美 ○保安林の指定の状況について
扶川　　 敦 重清　佳之 ○中山間直接支払事業について

○県税の徴収率向上の要因について ○一般廃棄物の排出量の削減について
○滞納整理機構の徴税状況について ○産廃税の検討状況について
○ ○

○職員の特殊勤務手当等の状況について ○アスベスト飛散防止の監視状況について
○政策評価システムの改善について ○
○県職員の給与と民間との格差について
○早期退職制度の成果について ○
○県債残高の今後の見通しについて
○未収金対策について ○消防ポンプ自動車の老朽化対策について
○各財務事務所における徴税状況について ○火葬場の排出する煙の規制について
○私立学校におけるスポーツ振興等について ○地域の状況に対応した防災対策について
○三位一体改革の本県に与える影響等について ○自主防災組織の育成について
○人事における行政スリム化への取り組みについて ○防災拠点の補完施設の整備について
○警察官の大量退職への対応について ○合併市町村に対する支援等について
○警察官の採用試験の方法について ○児童虐待防止への取り組み等について
○女性警察官の採用について ○糖尿病対策について
○信号機のLED化促進について ○骨髄バンクへの登録状況等について
○安心メールシステムの運用状況等について ○臓器移植推進事業及び臓器移植の現状について
○児童虐待事案への対応について ○献血推進事業について
○信号機の更新及び新設に係る予算確保について ○シルバー大学校の定員について
○サイバー犯罪対策について ○火葬場における排出煙について
○決算不用額の内訳について ○徳島県少子化社会対策推進会議について
○大規模災害への商工労働部の取り組みについて ○育児休暇制度等について
○商工３団体への補助金について

（平成19年10月16日選任）
○いじめ問題について 委員長 木南　征美      副委員長 佐藤　圭甫
○高等学校における必修科目の履修漏れについて 委   員 岡本　富治 元木　章生 喜多　宏思
○就学援助について 岡田　理絵 三木　　 亨 黒﨑　　 章
○体育館の耐震化について 松崎　清治
○「とくしま教育の日」の取り組みについて
○小中学校の統合について ○繰越額等について
○不審者情報の配信について ○不納欠損について
○学校給食における地産地消推進事業について ○徳島滞納整理機構について
○ ○県の会計事務について

○平成１９年度当初予算について
○入札制度改革について ○適正な財務事務の執行について

・電子入札実施状況について ○不用額について

○日本製紙小松島工場の動向について
・ダンピング対策について

○

・日本製紙からの説明内容及び県の対応について
○土木環境共生事業費の推移について ・再雇用者数、税収の見通しについて
○阿佐海岸鉄道の運営維持について ○はぐくみ事業所整備資金貸付実績について
○ ○ベンチャー企業育成の成果について

○空港設置の観光案内板の外国語併記について

H19.10.25

桑野道路、福井道路及び海部道路の早期事業化
について

本州四国連絡橋公団出資金及び関空全体構想推
進費の出資期間について

・低入札価格調査制度及び最低制限価格につい
て

H18.10.25

H18.10.31

H18.11.2

H19.10.24 (総括説明)

工場・事業所への排出ガス立ち入り調査の結果等
について

「働きかけ」対応制度及び公益通報制度に係る経
費について

国民文化祭に向けたプレイベント等の活動につい
て

浄化槽市町村整備促進事業への取り組みについ
て

・日本製紙小松島工場及び関連企業の事業内容、
従業員数について

吉野川河川整備計画の進捗状況及び県の今後の
方針について



○雇用対策について ○合併特別交付金事業について
○市町村に対する権限移譲等について
○公共事業予算の今後の要求水準について

・正規雇用拡大のための対応について ○不能欠損額の概要について
・障害者の雇用促進について ○収入未済額の内訳について
・労働相談に係る対応について ○木造住宅の耐震化について

○ ○公共事業外部評価制度について
○公共事業予算における一般財源について

○「あるでよ徳島」の開館時間について ○国直轄事業への負担金について
○不能欠損額及び収入未済額の発生防止について ○
○糖尿病対策について
○ ○交番相談員の勤務時間延長要望について

○未収となっている放置駐車違反金の回収について
○介護認定の適正化について ○超過勤務の縮減目標に対する取り組みについて
○ ○来日外国人犯罪への対応について

○土づくりの推進と担い手の育成状況について
○ ○生産基盤の整備について

○
○飲食店に対する保健所の指導体制について
○県内部監査での指摘事項について ○スプリンクラーの設置に係る県の指導について
○ ○手入れ砂の価格について

○
○

○漁業団体の再編整備について
○補正予算額と不用額について ○

○本県財政の中長期的な展望について
○適正な財務事務の執行について （平成20年10月17日選任）
○新公会計制度の導入について 委員長 藤田　　 豊      副委員長 北島　勝也
○団塊の世代の退職手当対策について 委   員 竹内　資浩 南　　 恒生 木下　　 功
○県税の収入未済及び不納欠損について 嘉見　博之 岩丸　正史 吉坂　保紀
○政策評価の成果について 臼木　春夫
○県の組織体制について
○ ○公金の管理について

○歳計現金の運用方針及び運用状況について
○国が検討中の地方財政の格差是正措置について
○資金の運用について ○駐在所廃止のメリット及びデメリットについて
○ ○交通安全施設の整備について

・予算の推移について
○

○奨学金制度について ・信号機のＬＥＤ化の整備状況について
○収入未済額の内訳について
○英会話学校の倒産による影響について
○外国人英語指導助手配置事業について ○予算の確保について
○教員の免許更新制度について ・警察活動費の確保について
○ ・職員の時間外勤務手当の確保について

・警察職員の士気の保持について
○第２２回国民文化祭の成果等について ○
○市町村の財政に対する助言について
○自主防災組織の拡充対策について ○お試し発注推進事業の成果について
○未収金対策について ○
○食品表示の適正化対策について
○外国青年招致事業等について ○
○特定鳥獣保護管理計画等策定事業について
○過疎債等の有効活用について ○オンリーワン企業の育成支援の取り組みについて

若い農林水産業の担い手などに対する支援につ
いて

収入未済に係る今年度の収納状況及び今後の収
納見込みについて

母子寡婦福祉資金貸付金特別会計の原資内訳に
ついて

地方公共団体における新公会計制度改革の動向
について

予算編成における経費削減に向けた取り組みに
ついて

株式会社コムスンの不正行為を受けての県の対
応について

H19.11.5

H20.10.20 (総括説明)

H20.10.23

オンリーワン製品等創出のための事前研究の内
容について

とくしまあったかビジネスパラダイス事業の成果に
ついて

中小企業近代化資金貸付金の貸付状況及び未収
金回収の取り組みについて

障害者自立支援法施行後の激変緩和措置等につ
いて

中小企業近代化資金貸付金特別会計の収入未済
額について

・若年者就職サポートセンターと若者サポートス
テーションの利用実績及びその効果について

交付税の積算に際しての基準財政需要額への算
入について

基本財政需要額における国の負担の減少につい
て

農業改良資金貸付金特別会計の歳出決算につい
て

「しっかり防災推進事業」と公募債「しっかり！ぼう
債」の表記方法について

国民体育大会の結果を受けての今後のスポーツ
指導の取り組みについて

小・中学校の統廃合及び小中一貫校の今後の取
り組みについて

・徳島空港から県庁までの信号機のＬＥＤ化の整備
状況について

・信号機の整備方針及び地域の要望による整備の
実態について



○販路開拓のための支援策について ○
○中心市街地商店街の活性化について
○新町西地区市街地再開発事業の必要性について ○臨時交付金の本県への配分額について
○ ○景気対策について

○公安委員会関係予算の確保について
○ ○

○ＬＥＤバレイ推進ファンドの成果について ○公用車の削減計画について
○林業への建設業者参入促進の取り組みについて ○県民との対話型広報広聴事業について
○残留農薬問題に対する取り組みについて ○財政状況について
○ ・県債残高の減少要因について

○

・県税の収入未済額の内訳及び徴収対策について
○県内の耕作放棄地の現状について ○廃棄物対策について
○やる気のある農業者の育成支援について ・不法投棄への対応について
○林業再生プロジェクトの成果について ・処分場の状況について
○国の追加経済対策への対応について ○河川の水質汚濁の防止について
○ ○

○国庫補助金の不正経理の問題について ○

○ ○

○今年度の教職員退職者数の状況について ○
○県内高等学校における工業科の役割について
○高校再編計画の進捗状況について
○ （平成21年10月19日選任）

委員長 岡本　富治      副委員長 児島　　 勝
○公立高校の現行入試制度の見直しについて 委   員 寺井　正邇 丸若　祐二 岸本　泰治
○ 来代　正文 森田　正博 庄野　昌彦

黒川　征一
○

○県税の減少と地方交付税額について
○全国学力学習状況調査の実施目的について ○
○男女混合名簿の導入状況について
○景気対策のための公共事業の確保について ○未収金の徴収対策について
○徳島小松島港・沖洲ふ頭整備事業について ○
○

○ ○契約後の仕様変更について
○地域ボランティア活動への支援について

○ ○環境に配慮した公共工事について
○旧吉野川流域下水道事業の進捗状況について

○ ○ＪＡＬ再建問題が徳島県に及ぼす影響について
○徳島空港の利用状況について

○ ○関西国際空港のハブ化について
○関西国際空港への出資金及び貸付金について

○ ○関西国際空港の利用状況について
○

○吉野川上流における築堤の完了見通しについて
○建築確認申請の処理状況について ○高速道路の無料化に向けた今後の対応について
○補助金事業の経理に関する調査の実施について ○河川の維持管理について

○交通情勢等について
○職員の採用計画について ○被害者の立場に立った捜査等のあり方について
○効率的な事業執行のための組織体制について ○放置違反金の未収金対策について

H20.10.24

阿波尾鶏の生産振興及び家畜排せつ物の処理方
法について

中央テクノスクール及び中小企業の総合的な応援
拠点の整備について

原油・原材料価格高騰緊急対策資金の利用実績
及び国の追加経済対策への対応について

H20.10.27

H21.10.20 (総括説明)

H21.10.21

県税の減収状況及び局・庁舎別の不納欠損額状
況について

特別会計収入未済額及び一般会計不納欠損額に
ついて

平成２２年度道路予算確保に向けた取り組みにつ
いて

にし阿波観光圏整備実施計画の認定に伴う道路
整備の推進について

交付金事業の交付率増に伴い確保できる事業量
について

植栽等工事に係る経費率が土木工事と営繕工事
で異なる理由について

入札参加資格が土木工事と営繕工事で異なる理
由について

全国学力学習状況調査の市町村別平均正答率の
公表について

地元業者の受注増のための入札制度改革につい
て

国直轄事業における地元業者の受注状況につい
て

県内高等学校での商業科・農業科教育の今後の
方向について

今年度の教員採用審査での採用者数と採用判断
基準の内容について

吉野川下流域地区国営農地防災事業の進捗状況
について

漁業取締船「つるぎ」就航による漁業取締の成果
について

・県税収入の増加要因及び今年度の収入見込み
について

職員給与の臨時的削減による本県経済への影響
について

道路特定財源の暫定税率失効に係る特例交付金
について

引きこもりに対する県の施策及び引きこもり親の会
「つばめの会」と県等関係機関との連携及び支援
について

自治医科大学における本県出身者の状況及び卒
業後の勤務状況について

徳島大学との「地域医療に関する共同研究」につ
いて

学校における食育を通じた箸の作法の指導につ
いて

本県獣医師職員の今年度の採用状況と今後の職
員確保対策について



○福岡県暴力団排除条例の概要等について ○経済的な理由による中途退学者数について
○高齢者の万引きに係る対策について ○
○新規採用者の教育訓練について
○交通事故死者数の状況について ○専門高校の育成について
○エコオフィス化への取り組みについて ○
○運転免許センターの移転について
○介護保険施設における入所待機者について ○市町村合併について
○子ども手当の財源について ・合併した市町村の現状について
○療養病床の再編成について ・国からの交付金について
○障害者自立支援法の見直しについて ・合併協定書の修正及び職員の派遣について
○禁煙の広報・啓発のあり方について ・一括交付金の基準に対する県の対応について

○権限移譲の現状及び推進方策について
○ ○市町村振興資金の決算について

○グリーン調達等の実績について
○ ○新政権の政策に係る県の姿勢について

○耕作放棄地対策について
○県税の不納欠損の状況について ○多様な担い手の育成状況について
○県税収入の状況及び見通しについて ○農商工連携の取り組みについて
○予算編成について ○徳島大学との農工連携について
○固定資産税について ○農産物の安全・安心の取り組みについて
○県債の発行及び財政状況について ・とくしま安２農産物認証制度について
○公債費比率の推移及び公債費の見通しについて ・エコファーマーについて
○物品の県内企業への優先発注について ・ＧＡＰ制度について
○職員給与の臨時的削減の見通しについて ○地籍調査の取り組みについて
○ ○

○たばこ税の増収方策について
○南部防災館の整備状況と完成時期について （平成22年10月19日選任）
○ドクターヘリ機能について 委員長 遠藤　一美      副委員長 喜田　義明

・運航体制の問題点及び改善点について 委   員 岡本　富治 丸若　祐二 西沢　貴朗
岡田　理絵 三木　　 亨 庄野　昌彦
黒﨑　　 章

○県税決算状況のうち旧法による税の内容について

○藻場の現状と衰退に伴う原因及び対策について
○食品表示の適正化に向けた取り組みについて ○浮き魚礁の現状について
○翌年度繰越額の減少に向けた取り組みについて ○食品偽装対策について
○ ○中山間ふるさと・水と土保全基金の概要について

○
○土柱の観光ＰＲについて
○中小企業高度化資金の運用について ○
○

○
○ニート対策及び中高年齢者の就職対策について
○徳島インディゴソックスへの支援について ○
○阿波おどりへの支援について
○商工労働部関係の各種ソフト事業の効果について ○
○

○新規需要米の作付状況及び品質について
○食育に関する取り組みについて

○防災教育の推進について ○手入れ砂の今後の取り組みについて
○ ○ＬＥＤバレイ構想の実績について

○貸付金に係る不用額の内容について
○ ○緊急保証制度について

・利用状況について

県産材を使った住宅着工の促進のための取り組
みについて

H21.10.22

特別支援学級における生徒数の推移及び教員の
年齢構成ついて

授業料減免者数及び奨学金貸与者数の状況につ
いて

農林水産分野における研究費の概要及び予算確
保について

耕作放棄地解消対策の指針及び県としての施策
について

保安林指定関する制限及び今後の取り組みにつ
いて

外国資本による森林買収の把握方法及び今後の
動向について

H22.10.21 (総括説明)

H22.10.22

ゆとり・あんしん「徳島すぎの家」モデル事業への
応募状況及び今後の対応について

Ｔ・ＴＡＴ地域連携軸推進連絡会議に対する評価に
ついて

総務事務システム構築事業の概要及び職員の削
減状況について

次世代「ｅ－県庁」推進事業の概要及びセキュリ
ティー対策について

・倉敷市川崎医大との相互応援協定締結の可能
性について

・防災ヘリが出動中などの場合における対応につ
いて

・和歌山県との相互応援協定における県西部への
対応について

中小企業近代化資金貸付金の未収金対策につい
て

西長峰工業団地への企業立地の取り組みについ
て

敷地内禁煙の状況及び分煙のための施設整備に
ついて

本県の農業高校からの徳島大学工学部（スタ
ディーズ）への推薦入学枠の確保について

H21.10.23

ＬＥＤバレイ構想及び農商工連携ファンドの実績と
今後の目標について



・対象事業者について
・融資資金の償還に向けた取り組みについて

○

○県内物産の販路開拓に関する内容について
○新東京アンテナショップ整備事業について

・事業内容及び活用方法について
・商品構成について

○

○土柱を含めた阿波市の観光誘客について
○

○家電製品の不法投棄の状況について
○特定外来生物について

・アライグマの生息状況について
・特定外来生物の生息状況及び対策について

○

○環境に関するリーダー養成等の取り組みについて

○不妊治療費助成事業の実績について
○

○食品の産地偽装防止の取り組みについて
○消防庁舎に係る耐震化の状況について
○繰越発生の要因と減少に向けた取り組みについて
○河川堤防の強度について
○今後の治水対策について
○道路橋梁に係る耐震化の状況について
○関西国際空港について　

・関西国際空港への出資金及び貸付金について
・関西国際空港の利用状況について

○

○放置違反金の未収金対策について
○

○警察署・交番等の統廃合の状況
○

○

○県職員のメンタルヘルス対策について
○県有未利用地の売却状況及び有効活用について
○歳計現金の運用について
○基金の運用について
○地方交付税の見通しについて
○県税収入の状況及び見通しについて
○たばこ税の見通しについて
○職員給与の臨時的削減の見通しについて
○重要文書の管理・保存状況について
○小学校における読書活動について

H22.10.27

警察職員の給与の臨時的削減と士気の低下を防
止する方策について

未利用となっている駐在所等の施設の活用につい
て

障害者等による緊急的な駐車違反に対する取り締
まりについて

徳島阿波おどり空港ターミナル周辺の緑化計画に
ついて

孤立化あんしん通信支援事業の概要及び実績に
ついて

優良産業廃棄物処理業者の認定者数及び認定業
者のメリットについて

グリーンニューディール基金を活用した事業概要
及び進捗状況について

H22.10.25

中央テクノスクールの設置に伴う職員体制につい
て

事業継続計画の状況及び目標と周知方法につい
て



○○○○企業会計決算認定特別委員会企業会計決算認定特別委員会企業会計決算認定特別委員会企業会計決算認定特別委員会 ○勤務医の労働環境の改善について
○医師・看護師数の確保の状況について

（平成18年10月16日選任） ○徳島大学病院との連携について
委員長 阿川　利量      副委員長 佐藤　圭甫 ○未収金の発生防止と徴収強化について
委   員 宮城　　 覺 木南　征美 木下　　 功 ○高額療養費制度の活用について

橋本　弘房 臼木　春夫 森本　尚樹 ○
山田　　 豊 福山　　 守

○経営改善に伴う医療内容の向上について ○
○累積欠損金について
○一般会計からの繰入金について ○電気事業会計の純利益の減少理由について
○未収金問題について ○発電施設の老朽化への対応について
○看護師の配置（７対１看護）について ○電力自由化の影響等について
○医療廃棄物の処理について ○
○患者数の増減について
○県立中央病院の改築について ○
○医療事故及び院内感染の防止について
○医師の増員について
○徳島大学病院との連携について （平成20年10月17日選任）
○経営改善への取り組みについて 委員長 遠藤　一美      副委員長 喜田　義明
○県立三好病院の耐震対策について 委   員 樫本　　 孝 寺井　正邇 杉本　直樹

岡田　理絵 三木　　 亨 庄野　昌彦
○水力発電施設の今後のあり方について 黒﨑　　 章
○長安口ダムの堆砂問題について
○電気事業会計における純利益の増加について ○保管有価証券について
○新規事業への取り組みについて ○
○

○徳島県域における救急医療の現状について
○１７年度電力料金収入について ○医師不足問題について
○ ○県内の小児・周産期医療体制について

○繰上償還の実施状況について
○固定資産における建設仮勘定の計上について ○県立中央病院の改築事業について
○風力発電事業の収支状況について ・入札状況について
○ ・建築資材等の高騰による影響について

○徳島大学病院との連携について
○風力発電研究会の活動状況について ○時間外特別料金制度の導入について
○

○未収金の内容について
○ ○投資有価証券の内容について

○保管有価証券の内容について
○

（平成19年10月16日選任）
委員長 竹内　資浩      副委員長 西沢　貴朗 ・今後の企業局事業の展開について
委   員 川端　正義 丸若　祐二 岸本　泰治 ・委員の選考基準等について

福山　　 守 岩丸　正史 吉坂　保紀 ○
黒川　征一

○
○医事業務委託費について

○ダム上流域の森林の管理について
○ ○ごみ固形燃料発電について

○診断群分類別包括評価制度について
○一般会計からの繰入金について
○看護師の配置基準について
○医療ソーシャルワーカーの配置について

H18.10.27

H18.10.30

１８年度上期供給電力量、供給率及び電力料金収
入について

佐那河内風力発電所の運転状況及び故障原因調
査状況について

佐那河内風力発電所の廃止の経緯とそれに伴う会
計処理について

長安口ダムの国直轄化に伴う建設仮勘定の処理
について

県立病院の地域との相互連携の取り組みについて

H19.11.7

H19.11.8
西長峰工業団地の分譲価格や対象業種の見直し
状況等について

吉野川北岸及び阿南工業用水道の契約有収率に
ついて

工業用水道事業及び駐車場事業での補正予算額
と不用額の内訳について

１７年度発電所別の供給電力量及び供給率につい
て

H19.10.24 (総括説明)

H20.10.24

未収金の収納状況とその発生要因並びに早期収
納の取り組みについて

H20.10.27

「徳島県企業局事業のあり方懇話会」における議論
について

地下水送水設備で取水する地下水の枯渇に対す
る懸念について

労働安全衛生体制の確立に向けた取り組みについ
て

病院局本局ならびに県立中央病院での収支改善
要因について



（平成21年10月19日選任） （平成22年10月19日選任）
委員長 川端　正義      副委員長 北島　勝也 委員長 樫本　　 孝      副委員長 岩丸　正史
委   員 木南　征美 元木　章生 喜多　宏思 委   員 寺井　正邇 南　　 恒生 児島　　 勝

福山　　 守 重清　佳之 松崎　清治 木下　　 功 嘉見　博之 吉坂　保紀
臼木　春夫 黒川　征一

○ ○未収金の収納状況について
○

○
○

○累積欠損金の推移について
○県西部公立３病院の医療連携について ○
○

○総合メディカルゾーンの協議状況について
○ ○

○一般病床利用率の状況について ○企業債の繰上償還について
○ ○後発医薬品の使用状況について

○特別損失の内容について
○未収金の発生及び回収状況について ○三好病院における臨時看護師数について
○委託契約の状況及び随意契約の見直しについて ○県立病院における看護体制の状況について
○

○未収金の内容について
○平均在院日数及び再入院率について ○長期貸付金の内容について
○退職給与引当金の状況について ○電力自由化による電気事業への影響について
○医療事故に係る損害賠償について ○未売水の解消に向けた取り組みについて
○リスクマネジメントについて ○発電施設に係る耐震化の状況について
○勤務医不足解消に向けた取り組みについて ○那賀川の渇水による影響及び今後の対策について
○ ○西長峰工業団地における造成工事の概要について

○保有資金の運用状況について

○西長峰工業団地について
・事業費及び収益について
・分譲価格の設定について
・業種の制限について
・食品加工業者の基地化等の利活用について

○土地造成事業会計について
・営業外収益及び営業費用減額の内容について
・長期貸付金の内容及び貸付利率について

○企業局独自の企業誘致活動について
○

○藍場町地下駐車場の料金設定について
○企業会計における随意契約の内容について
○

○投資有価証券償還金の内容及び収益について
○今後の資金運用方針について
○

○退職給与引当金に関する今後の方針について
○未売水の解消及び渇水対策について
○

H21.10.21
県立中央病院における給食業務の外部委託につ
いて

県立病院や県立病院職員への感謝状の贈呈につ
いて

地域医療センターにおける入退院支援担当看護師
設置の成果について

救命救急センターの救急患者数及び受け入れ不
能事例について

職員給与費比率の状況及び医師の給与水準の改
善策について

入院延患者数や病床利用率の推移を踏まえた今
後の運営方針について

県立海部病院における医師勤務体制の地元住民
への周知について

H21.10.23

ＩＬＯ９４号条約及び公共サービス基本法への取り
組みについて

電気及び工業用水道事業会計に係る退職引当率
について

藍場町地下駐車場の駐車台数の減少理由につい
て

健全な経営努力と新しい事業への取り組みについ
て

H22.10.22

H22.10.26

中央病院改築事業の進捗状況及び完成時期につ
いて

中央病院の給食業務委託に係る県産材料の使用
状況について

海部病院の分娩再開及び今後の対応状況につい
て

医薬品等の共同購入による経費削減効果について



○○○○議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会

（平成18年３月23日選任）
委員長 藤田　　 豊      副委員長 須見　照彦
委   員 川端　正義 遠藤　一美 佐藤　圭甫

庄野　昌彦 臼木　春夫 森本　尚樹
古田美知代 福山　　 守

（平成19年５月17日選任）
委員長 岡本　富治      副委員長 杉本　直樹
委   員 竹内　資浩 木南　征美 児島　　 勝

重清　佳之 森田　正博 庄野　昌彦
臼木　春夫

（平成20年３月19日選任）
委員長 樫本　　 孝      副委員長 喜田　義明
委   員 竹内　資浩 川端　正義 北島　勝也

嘉見　博之 重清　佳之 庄野　昌彦
黒川　征一

（平成21年３月20日選任）
委員長 川端　正義      副委員長 木下　　 功
委   員 竹内　資浩 岡本　富治 杉本　直樹

福山　　 守 森田　正博 庄野　昌彦
黒川　征一

（平成22年３月20日選任）
委員長 木南　征美      副委員長 岩丸　正史
委   員 竹内　資浩 樫本　　 孝 岸本　泰治

児島　　 勝 福山　　 守 庄野　昌彦
黒川　征一



○○○○特定交通対策特別委員会特定交通対策特別委員会特定交通対策特別委員会特定交通対策特別委員会 ・事業実施にあたっての景観への配慮について
・事業区間における踏切や道路の状況について

（平成18年３月23日選任） ・今後の取組方策について
委員長 庄野　昌彦      副委員長 須見　照彦
委   員 岡本　富治 森田　正博 児島　　 勝

冨浦　良治 豊岡　和美 来代　正文 ○
扶川　　 敦 福山　　 守 大西　章英

○末広大橋における通行規制について
○徳島飛行場拡張整備事業の概要について ・通行規制の状況について

・徳島空港の利用状況及び将来予測について ・通行規制の周知方法について
・事業のＢ／Ｃについて ○

○高速道路における安全対策について
○四国横断自動車道の整備について ・維持管理費及びその負担割合について

・インターチェンジの設置について

・高規格道路との接続について
・マリンピア沖洲周辺の道路整備について

○鉄道高架事業の概要について
・事業費及び負担割合について
・今後のスケジュールについて
・列車の増便及び高速化について
・説明会の開催について
・住民への周知について
・渋滞状況について
・代替案の検討について

○高規格道路等の整備について
・整備に係る手続きについて
・住民等への説明の状況について
・市道との接続状況について

○四国横断自動車道の整備について
・インターチェンジのアクセス道路について
・完成時の制限速度について
・供用時期について

○日和佐道路の整備について
・供用時期について

○徳島自動車道の整備について
・４車線化への取り組みについて
・ゆずり車線の整備状況について
・工事等による通行規制の状況について
・追い越し車線における制限速度について

○鉄道高架事業の概要について
・費用対効果の算出方法について
・土地区画整理事業の概要について

○鉄道高架事業の概要について
・予算状況について
・説明会の開催状況について

○鉄道高架事業の概要について
・将来人口の予測手法について
・将来交通量の予測手法について
・事業効果について

H19.3.5

・事業発注にあたってのデザインに関する取組方
針について

徳島外環状線の整備状況及び今後の見通しにつ
いて

四国横断自動車道における新直轄区間の概要に
ついて

H18.12.11

H19.2.13

・パーキングエリア、サービスエリアの設置につい
て

・由岐インターから阿南市福井町までの整備状況
について



○○○○交通交通交通交通・・・・交流対策特別委員会交流対策特別委員会交流対策特別委員会交流対策特別委員会 ○

（平成19年５月17日選任）
委員長 遠藤　一美      副委員長 岡田　理絵 ○高速道路等の整備について
委   員 岡本　富治 寺井　正邇 岸本　泰治

佐藤　圭甫 森田　正博 庄野　昌彦
森本　尚樹 大西　章英

○マリンピア沖洲第２期事業について
・埋め立ての現状と見通し
・アクセス道路の現状と見通し

○体験型観光への取り組み状況について
○映画「眉山」を利用した観光戦略について

○県道元町沖洲線の中央分離帯の開口について
○航空会社連携強化費補助金の事業内容について
○

○ ○徳島空港新ターミナルビルについて

○ ・ビルに付加する機能について
・建設に要する事業費及び資金計画について

○徳島空港のダブルトラッキング化について ○
○映画「眉山」の効果を利用した観光戦略について
○徳島空港ターミナル跡地の利用計画について ○
○新徳島空港ターミナルの機能について
○徳島空港に整備される流通施設用地について ○
○徳島空港と四国横断自動車道のアクセスについて
○航空会社連携強化費補助金の事業内容について ○
○徳島西環状線の現状と今後の見通しについて

○ ○とくしまマラソンの概要について
○平成２０年度の道路関連予算について

○高速道路の避難場所としての活用について ○三好市営井川スキー場腕山の安全管理について
○徳島西環状線国府工区の供用開始時期について ○徳島空港新ターミナルビルの機能について
○日和佐道路の全線開通の見通しについて
○元町沖洲線の中央分離帯の開口について ○
○徳島県への観光入り込み客の状況について
○これからの徳島県の観光戦略について ○徳島自動車道のゆずり車線の整備について

○とくしまマラソンについて
○道路特定財源の確保について
○阿佐海岸鉄道(株）の経営状況について
○新徳島空港ターミナルビルの整備について ・はな・はる・フェスタとの一体的な運営について
○徳島マラソンのコース設定について ・ＰＲのためのテレビ放映に向けた取組について
○ ・環境に配慮した大会運営について

・地元自治体との協力の重要性について
○

○沖洲マリンターミナルの利活用について ・参加者の安全確保への取組について
○万代中央埠頭地区の利活用について ・会場での県産品の販売について
○徳島空港の愛称募集について ○徳島空港の利用促進等について
○ ・徳島－東京線の運賃について

・東京線のダブルトラック化について
・空港利用者のアンケート調査の必要性について

観光資源への重要なアクセス道路となる県道黒山
中山線の現状と今後の見通しについて

国際観光振興のための外国語による案内表示に
ついて

H20.2.19

H20.3.10

・開催経費、トイレの設置、交通規制の状況につい
て

・県外からのエントリーの状況及びその対応につい
て

四国横断自動車道、鳴門ＪＣＴ－徳島ＩＣの現状と
今後の取組について

・徳島東ＩＣの形状変更に伴うマリンピア沖洲の埋
立計画について

・プロポーザル(公募型)方式による設計業者選択
について

徳島空港に整備される流通施設用地及び空港支
援施設用地について

道路整備が南進する中での更なる県南部の観光
振興について

・道路特定財源の暫定税率の見直しによる本県へ
の影響について

・四国横断自動車道のインターチェンジの新設に
ついて

・四国横断自動車道、松茂パーキングエリアのス
マートインターについて

・徳島東環状線と徳島自動車道とのアクセスにつ
いて

イベント時におけるアスティ徳島の駐車場対策つ
いて

H19.12.10

・四国横断自動車道、小松島－阿南間の進捗状況
について

・「道路の中期計画（素案）」における四国横断自動
車道等の位置付けについて

H19.10.10

マリンピア沖洲第２期事業における埋立の進捗状
況について

徳島横断自動車道、鳴門ＪＣＴから徳島東ＩＣまで
の進捗状況について

四国八十八箇所の世界遺産登録への取り組みに
ついて

H19.6.28
四国横断自動車道（有料道路区間、新直轄区間）
の現状と今後の見通しについて

H19.9.20
財政状況が悪化した中での社会資本整備の推進
について

H19.5.28

H19.6.11

「躍る！とくしまブランド推進事業」及び「躍る！とく
しまブランド展開事業」の事業内容について

ブランド品目予備軍の今後のブランド化への見通
しについて



○

○徳島空港新ターミナルビルについて
・安定的な経営の確保について
・新たなスペースの利活用について
・愛称募集の概要と決定までのプロセスについて

・機材繰りを理由とした欠航の防止について ○
○徳島空港新ターミナルビルの設計の状況について
○ ○農産物のフライト輸送の状況について

○海外への輸出に向けた試験的取り組みについて
○ ○

（平成20年３月19日選任） ○
委員長 遠藤　一美      副委員長 三木　　 亨
委   員 樫本　　 孝 丸若　祐二 木下　　 功 ○原油高騰に伴う高速バスの利用状況について

佐藤　圭甫 北島　勝也 黒﨑　　 章 ○
扶川　　 敦 長尾　哲見

○
○徳島空港新ターミナルビルの設計の概要について
○ ○

○道路特定財源の一般財源化について
○高速道路の４車線化の基準について ○
○

○
○

○
○

○
○今後のとくしまマラソン開催について

○ＪＲ牟岐線高速化計画の推進について
○ ○

○ ○

○ ○今後の四国観光検定合格者の活躍の場について
○沖洲マリンターミナル駐車場の利用について

○ ○

○県職員の公用車による交通事故件数について ○
○原油高騰に伴う航空路線への影響について
○ ○

○
○

○とくしまマラソンについて
・今後の開催について ○

・今回開催の検証結果と今後の改善点について
・決算見込みについて ○四国横断自動車道の幅員計画について

○

・国際チャーター便の利活用について ○

・開催時期について
○ ○

にし阿波観光圏におけるアクセス道路の整備につ
いて

徳島とくとくターミナル入居業者による行政財産の
転貸について

日本高速道路保有・債務返済機構への出資金に
ついて

道路特定財源の一般財源化に伴う本県の高速道
路整備への影響について

道路交通需要推計見直しによる本県道路整備へ
の影響について

徳島空港新ターミナルビル等における太陽光発電
システムの設置について

徳島駅前高速バス乗車券売り場における共同発
券について

徳島とくとくターミナルにおけるトイレの設置につい
て

・学校の授業参観による不参加者への対応につい
て

徳島空港利用促進のための航空運賃割引制度の
周知について

道路特定財源の一般財源化に伴う地方道路の整
備促進への取り組みについて

徳島空港利用者のアンケート調査の概要及び今
後の取り組みについて

徳島小松島港沖洲(外)地区複合一貫輸送ターミナ
ル整備の県負担等について

徳島空港新ターミナルビルの飲食物販スペースに
ついて

徳島駅前における高速バスの円滑な運行につい
て

公共工事における県内資材優先使用の推進につ
いて

東京におけるとくしまブランド協力店の設置状況に
ついて

徳島空港のダブルトラッキング化に向けた取り組
みについて

高速道路のサービスエリアにおけるドッグラン設置
の促進について

高速道路の通行料金引き下げに伴う交通量の影
響について

にし阿波観光圏整備実施事業の取り組み状況に
ついて

H20.12.12

H20.6.18

H20.7.4

H20.9.19

H20.10.10

徳島小松島港沖洲(外)地区複合一貫輸送ターミナ
ル整備事業の積極的な推進について

徳島空港周辺の駐車場整備及び造成用地の売却
予定について

徳島とくとくターミナル入居業者による行政財産の
転貸について

徳島小松島港沖洲(外)地区複合一貫輸送ターミナ
ル整備事業の利用計画等について

徳島空港周辺地域に整備される流通施設用地及
び空港支援施設用地について

姉妹都市縁組みを活用した定期的な交流促進へ
の取組について

とくしま・ひょうごツーリズムバス助成事業推進の
ためのシェア拡大について

徳島駅を発着するＪＲ四国バスのＪＲ佐古駅まで
の延伸について

四国横断自動車道(鳴門－阿南間）の幅員計画に
ついて

マリンピア沖洲第２期事業における道路用地の埋
立について

徳島とくとくターミナル入居業者による行政財産の
転貸について

四国横断自動車道（鳴門－阿南間）及び阿南安芸
自動車道の幅員計画について

ガソリン値上げに伴う有料道路等における交通量
の影響について

徳島自動車道の交通量、４車線化の見通しについ
て

・東京からの航空機を利用した企画による観光客
誘致について

・徳島空港発着の国際チャーター便の利用促進等
について

・徳島－名古屋線の利用促進等の効果及び来年
度の取組について



○
（平成21年３月20日選任）

○徳島空港臨空用地の分譲について 委員長 来代　正文      副委員長 元木　章生
○徳島空港新ターミナルビルへのアクセスについて 委   員 岡本　富治 喜多　宏思 喜田　義明
○ 嘉見　博之 吉坂　保紀 臼木　春夫

山田　　 豊 森本　尚樹
○県内朝市のパンフレットの作成状況について
○ ○徳島空港における最近の利用者数について

○割高な航空運賃の引き下げ要望について
○徳島阿波おどり空港のコンセプトについて

○高速道路料金引き下げに伴う影響について ○徳島空港の需要予測と利用状況について
・公共交通機関への影響及び対策について ○徳島名古屋線の利用促進について
・観光誘客対策の取り組みについて ○本県観光の現状と施策について
・農水産品の物流活性化対策の取り組みについて ○県立図書館を利用した観光ＰＲについて
・農林水産物の直売所の整備について ○ＪＲ牟岐線の高速化について

○ ○

○県内産直市のパンフレットの作成状況について ○徳島阿波おどり空港の開港準備事業について
○南海フェリーの社会実験について

○ ○

○ ○

○ ○三人乗り自転車解禁に伴う安全対策について
○吉野川フェスティバルについて

○知事の名前を使った事業名について ○
○

○

・県ホームぺージによる阿波おどりのＰＲについて ○コンテナの取扱量の推移と数値目標について
○港湾特会の収支状況について
○南海フェリー社会実験の事業効果について
○観光入込客数の現状と数値目標について
○新徳島空港の工事の進捗状況について

・コンベンションの誘致促進について ○
○交通ネットワーク総合計画策定の検討について
○

○航空路線の維持・確保について
○徳島空港新ターミナルビルの利用促進について ○阿波おどり期間中の観光客数について
○ ○徳島県の観光戦略について

○阿波おどりへの県の補助について
○徳島空港臨空用地の分譲について ○列車を利用した観光政策の推進について

○関東圏における本県のＰＲについて
○

・分譲業種の弾力的な募集の実施について
○ ○新ターミナル駐車場の駐車料金について

○新徳島空港の大型機就航の見通しについて
○ ○臨空用地の分譲について

○
○

○新徳島空港の開港見通しについて
○ ○空港開設準備事業等の進捗状況について

○新徳島空港のＰＲについて
○ ○徳島空港のダブルトラック化について

○赤石地区コンテナターミナルの整備について

ゴールデンウイークを中心とした本県農水産品の
ＰＲについて

ゴールデンウイーク中の渋滞対策の円滑な運営に
ついて

ローソン虎ノ門巴町店内における徳島アンテナ
ショップの設置について

・分譲募集結果の概要と２期募集の実施予定につ
いて

吉野川南岸部における新たな観光周遊ルートの
開発について

地元住民と一体となった観光振興の取り組みにつ
いて

徳島空港のダブルトラック化への要望活動につい
て

H21.10.9

徳島空港の着陸料の引き下げと航空運賃の値下
げについて

徳島県港湾等整備事業特別会計の収支の状況に
ついて

とくしまマラソンの収支状況と誘客のための取り組
みについて

高速道路の割り引きを利用した観光誘客のための
情報収集について

H21.9.15
赤石港のコンテナターミナルの整備状況と利活用
について

高速道路の料金割り引きにより増加している観光
客の動向把握について

徳島自動車道(藍住IC)から高松自動車道(板野IC)
間における乗り継ぎ制度導入の要望について

県内東部地域における観光客の利便性の向上に
ついて

公共工事における県内資材優先使用の推進につ
いて

徳島とくとくターミナルにおけるトイレの設置につい
て

H21.7.2

平成２０年度のチャーター便利用実績と助成額について

徳島空港利用促進に向けた駐車場料金の検討に
ついて

・徳島ロケーションサービス事業の効果と今後の
予定について

・徳島空港新ターミナルビル等における阿波おどり
のＰＲについて

H21.2.19

H21.3.11

・県外で実施される阿波おどりイベントを活用した
誘客促進について

高速道路新料金活用戦略における観光入込客数
倍増計画について

高速道路利用の誘客促進に向けたホームページ
の充実について

高速道路料金引き下げに伴う公共交通機関への
影響について

阿佐東地域におけるデュアル・モード・ビーグルの
導入について

高速道路料金割引の恒久化にかかる財源につい
て



○ ○上海万博における観光物産のＰＲ方法について
○

○
○

○東環状大橋の整備状況について
○ ○徳島阿波おどり空港について

・新空港開港の積極的なＰＲについて
○路線バスの維持について

○高速道路無料化の試行区間の新聞報道について ・開設にあたっての全体事業費について
○内航フェリー航路利用促進事業について ・今後の需要予測について
○本州四国連絡道路に対する本県の出資について ○とくとくターミナルへの上り便の乗り入れについて
○徳島空港の搭乗率の見通しについて ○
○関西国際空港への出資金等について
○ ○利用促進協議会からの助成について

○

○赤石コンテナターミナルの整備について ○

・コンテナ定期航路の増便の内容について
・本四無料化に伴う影響と対策について ○

・コンテナ取扱量の予測について
・高速道路無料化の影響について ○

○新直轄事業にかかる県費負担について
○ ○日本航空が新たに導入する機種について

○本四の無料化に伴う渋滞予測について ○徳島羽田航空路線のダブルトラック化について
○

○とくしま阿波おどり空港について ・全日空の参入の際に導入される機種について
・開港時期について ・防衛庁との協議について

・航空運賃の引き下げについて
・全日空の就航時期について

・臨空用地の分譲について ○徳島阿波おどり空港について
・旅客数の需要予測と実績について ・ジャンボ機就航に関する地元との協議について

○ ・臨空用地の売却状況について
・チャーター便の概要と助成について

○高速道路無料化の実施内容について ・徳島羽田便の最終便の繰り下げについて
○高速道路無料化による影響と対策について ・危機管理対策について
○港湾特会の収支計画について ・駐車場の台数と利用料金について
○観光に関する調査報告書について ・ネーミングライツの導入について
○シカ被害による剣山観光への影響について ・ＰＲイベントについて
○携帯電話ｉＤ機能の利用推進について ・植栽木の選定について
○ ○徳島西環状線における吉野川架橋計画について

○経済産業省の医療観光ツアーの概要について
○上海への派遣職員と連携した観光誘客について ○
○とくしまマラソンを利用したにぎわいづくりについて

○観光振興基本計画の数値目標について
○再参入する全日空の運航時間について ○
○日本航空路線の現状維持について
○航空会社への支援について ○
○

○
○新ターミナルへの案内表示について

平成２２年度の港湾等整備事業特別会計の収支
見込みについて

赤石コンテナターミナルへのガントリークレーンの
導入について

新直轄事業の来年度予算及び事業の見通しにつ
いて

H22.3.10

・利用者の増加を図るための航空会社との話し合
いについて

・ジャンボ機就航に関する滑走路の舗装状況につ
いて

医療観光ツアーの県負担金と商品化の見通しにつ
いて

高速道路料金の上限制の実施時期と対象路線に
ついて

日本高速道路保有債務返済機構への出資金につ
いて

南海フェリー航路の社会実験の効果と今後の見通
しについて

観光振興基本計画の戦略的目標数字の設定につ
いて

美味いよ！とくしまブランド確立事業での阿波尾鶏
の位置づけについて

徳島（外）環状線での完成予定時期とそのおくれについて

・新ターミナルビルのテナント及び臨空用地の契約
状況について

ＡＮＡ再参入時の徳島東京便の便数と利用者につ
いて

アニメイベントの情報発信や観光戦略におけるイ
ンターネットの利用等の活用について

県でこれまで整備した観光地の再点検と活用につ
いて

H22.2.17

新空港開港時のオープニング式典等行事予定に
ついて

来年度の概算要求にかかる四国横断自動車道の
事業箇所について

高速道路割り引きにかかる徳島発の政策提言の
内容について

・直轄事業の補正予算の執行停止による工事へ
の影響について

・旅客数の需要予測の調査にかかる県の関与に
ついて

南海フェリー社会実験での県外車両の状況につい
て

H21.11.19

県内の観光施設や宿泊施設等でのカードの利用
促進について

H21.12.9

新政権が掲げる高速道路無料化や暫定税率廃止
等による道路予算への影響について

高速道路無料化に係る公共交通機関への支援に
ついて



○とくとくターミナルへの上り便の乗り入れについて ○
○

○
○

○
○美味いよ！とくしまブランド確立事業について
○赤石コンテナターミナルの利用見通しについて ○宿泊者数全国最下位の要因について
○新直轄事業での用地取得状況について ○全国の観光圏の状況について
○福井桑野道路の都市計画決定の見通しについて ○にし阿波観光圏について

・事業費の推移について
（平成22年３月20日選任） ・外国人観光客の入り込み状況について

委員長 北島　勝也      副委員長 岡田　理絵 ・外国人観光客の受入体制の整備について
委   員 岡本　富治 丸若　祐二 木南　征美 ○

児島　　 勝 重清　佳之 松崎　清治
黒川　征一 山田　　 豊 ○ＪＲ四国への支援状況について

○県南地域におけるＪＲダイヤの時間短縮について
○ ○阿佐東線存続に向けての対応について

○阿佐東線へのＤＭＶ導入の検討状況について
○徳島阿波おどり空港の需要予測と実績について ○県南における国道、県道の維持管理について
○ ○海部道路の早期整備について

○高速道路新料金制度への対応について
○大型機の就航予定について ○
○チャーター便の助成内容について
○臨空用地の売却見通しについて ○
○

○
○関西国際空港への出資金について
○羽田発最終便の出発時刻の変更について

○四国横断自動車道　新直轄整備区間について
○日和佐道路の供用開始時期について ・平成23年度事業計画について
○臨空用地売却に向けた取り組みについて ・11月補正予算の内容について
○ ○桑野道路の来年度新規事業着手見込みについて

○
○

・供用開始時期について
○ ・貨物取扱量の今後の見通しについて

○
○

○
○全日空の徳島羽田線参入の経緯について
○ ○新規航路・大型チャーター便就航の予定について

○湖南省との定期チャーター便の就航時期について
○チャーター便の支援実績について ○
○徳島空港線の整備状況について
○ ○平成22年版観光調査報告書について

○

○徳島飛行場拡張に係る事業費について ○阿佐東線へのＤＭＶ導入の検討状況について
○国際チャーター便就航促進費補助金について

・中国便、ハワイ便支援の具体的内容について ○徳島飛行場拡張に係る事業費について
○臨空用地売却の見通しについて
○チャーター便の支援実績について

○関西国際空港へのＬＣＣ就航について ○

・出資比率の再協議について
・徳島阿波おどり空港に与える影響について ○湖南省との定期チャーター便の就航時期について

○徳島小松島港のコンテナ取扱量の推移について

H23.2.14

国際チャーター便就航促進費補助金の今年度執
行見込みについて

南海フェリーの社会実験終了後の利用状況につい
て

H22.12.7

宿泊旅行統計調査における宿泊者数全国最下位
の対応について

港湾等整備事業特別会計の平成22年度当初予算
における収支見込みについて

徳島小松島港赤石地区コンテナターミナルについ
て

徳島羽田線ダブルトラック化後の利用実績につい
て

本四道路の料金見直しに対する県の対応につい
て

ラフティング運営業者と漁業関係者との調整につ
いて

徳島羽田線ダブルトラック化に伴う貨物輸送への
影響について

ダブルトラック化に伴う空港利用者の利便性向上
に向けた施設の運営について

徳島阿波おどり空港における物産品等を活用した
話題性のある取り組みについて

H22.10.8

・中国便支援に際しての県内旅行会社のかかわり
について

国際コンテナ戦略港湾と地方港湾の機能分担につ
いて

徳島小松島港赤石地区コンテナターミナルの今後
の見通しについて

徳島阿波おどり空港の需要予測と利用実績につ
いて

名古屋便、札幌便の運休決定後の県の対応につ
いて

鳴門方面からの空港アクセス道路の案内標識に
ついて

国際チャーター便就航促進費補助金の内容につ
いて

重要港湾の取扱貨物量の需要予測と実績につい
て

H22.9.15

徳島羽田線ダブルトラック化による増便維持につ
いて

徳島羽田線ダブルトラック化に伴う機材の変更予
定について

H22.6.25
徳島飛行場拡張に係る事業実績額と拡張の目的
について

徳島名古屋便利用促進事業の平成２２年度予算
について

高速道路関連法改正案による本県への影響につ
いて

日本高速道路保有・債務返済機構への出資状況
について



○

○チャーター便に関する支援の効果について
○

○

○

○

○

○修学旅行へのチャーター便活用について

○阿南安芸自動車道　日和佐道路について
・工事進捗状況について
・国の公共事業再評価結果手続について

○阿佐東線でのＤＭＶ実証実験の実施について
○徳島阿波おどり空港について

・開港後の利用実績と需要予測について
・九州新幹線全線開通の影響について
・高松上海便就航の影響について
・国内線新規開拓の見通しについて
・修学旅行へのチャーター便活用について

・駐車場における駐車位置確認案内について
・利用者の利便性向上に向けた取り組みについて

○中国・湖南省定期チャーター便について
・チャーター便に関する支援とその効果について

○

○

○

○

○南海フェリーの利用状況について
○

○

○

吉野川におけるラフティングと漁業関係者との調
整について

三好市山城町をはじめとする怪遺産指定地域の
連携について

・訪問団派遣日決定の経緯とその募集状況につい
て

医療観光ツアーの支援実績と来年度予算につい
て

観光振興基本計画における入り込み客数倍増目
標の達成見込みについて

宿泊旅行統計調査のにおける宿泊者数全国最下
位からの改善状況について

高速道路新料金制度の公共交通機関に与える影
響について

H23.3.4

・県道徳島空港線の空港アクセス表示の充実につ
いて

・湖南省との交流促進に向けた次年度の取り組み
について

関西広域連合分賦金の内容及び四国ツーリズム
創造機構への負担について

平成23年度予算における映画等の県内ロケ地誘
致支援について

中国からの誘客促進を通じた県内経済活性化へ
の取り組みについて

徳島羽田線2011年上期ダイヤにおける機材につ
いて

徳島小松島港コンテナ利用促進事業の内容につ
いて

徳島阿波おどり空港国際線就航促進事業の内容
について

徳島阿波おどり空港における大型機の就航見込
みについて



○○○○人権人権人権人権・・・・少子少子少子少子・・・・高齢化対策特別委員会高齢化対策特別委員会高齢化対策特別委員会高齢化対策特別委員会 （平成19年５月17日選任）
委員長 臼木　春夫      副委員長 岩丸　正史

（平成18年３月23日選任） 委   員 川端　正義 木南　征美 児島　　 勝
委員長 吉田　忠志      副委員長 臼木　春夫 杉本　直樹 嘉見　博之 長池武一郎
委   員 遠藤　一美 藤田　　 豊 北島　勝也 扶川　　 敦 長尾　哲見

長池武一郎 古田美知代 中谷　浩治
（平成18年４月28日選任）　西尾　大生 ○県立人権教育啓発推進センターの体制について
（平成19年１月31日辞職）　吉田　忠志 ○
（平成19年２月13日選任）　委員長　遠藤　一美

○保健環境センターの所長について
○ ○母子寡婦福祉資金の貸し付け状況について

○

・設立の経緯と活動実績等について
・指定管理の提案内容について ○

○少子化について
・合計特殊出生率の低下の状況について ○放課後子ども教室と児童クラブの違いについて
・第３子以降に注目した施策の実施について

○ ○コムスンの事案への対応について

○ ・障害者サービスへの影響について
・相談窓口の設置状況と相談内容について

○放課後児童クラブの設置状況と運営基準について ○同和対策推進会に対する委託料について
○県内の保育料の状況と軽減策について ○
○

○医師修学資金貸与の実施状況について ○同和対策推進会への委託料について
○ ○人権啓発施策の基本姿勢について

○
○人権教育啓発推進センターの設立経緯について

○同和対策推進会館の退去料について
○セクハラの相談窓口について ○児童虐待について
○「フレアとくしま」の図書の返却ボックスについて ・相談に至る経路について
○子どもの医療費の助成制度の拡充について ・立ち入り調査の権限について
○ ○アスティとくしまの洋式女子トイレの増設について

○
○県営住宅の修繕等について
○少人数学級の対象学年の拡大について ○
○

○聾学校のプール設備の確保について
○少子化問題について

○職員におけるセクハラ事案について ・本県の出生率向上の要因について
・対応の経過について
・対応の問題点について

○ ・少子化対策推進企画員室について
○小児救急＃８０００の相談件数と内容について

○ ○

○少子化の原因と具体的な施策について ○訪問居宅サービス事業の事業所指定について
○仲人に対する知事表彰について
○少子化対策としての保育料の軽減について ○
○雇用確保のための企業誘致目標の設定について
○介護保険料の負担に対する県の支援について ○小児救急の医療体制について

○

同和特別対策事業等の委託金総額と今後の事業
の方向性について

H19.2.13

H18.11.22
人権教育啓発センターの指定管理候補のＮＰＯ法
人について

小規模作業所に対する今年度下半期の支援につ
いて

H18.12.11

２０２５年に出生率２．０７の目標達成の計画につ
いて

H19.5.29

障害者の地域生活支援としてＳＰコードが使える装
置の設置について

はぐくみ事業所整備資金、阿波っ子すくすくはぐく
み資金貸付金の状況

障害者自立支援法にかかる負担軽減措置につい
て

同和対策特別事業終了後の一般施策の活用につ
いて

H19.3.5

人権教育啓発推進センターの職員採用の状況に
ついて

少子化対策としての出会いの場づくりの施策につ
いて

乳幼児医療費助成制度の自己負担、所得制限、
償還払い制度の状況について

小児救急電話相談事業＃８０００の事業化の見通
しについて

H19.6.11

・近畿ブロック知事会の提言を受けての県としての
対応について

人権教育啓発推進センターにおける職員採用につ
いて

H19.6.28

人権教育啓発推進センターにおける職員採用につ
いて

障害者に対する移動支援事業の市町村の格差に
ついて

聾学校の老朽化への対応と特別支援学校の整備
について

・新規事業（きらめき出逢い・交流促進事業、ワー
ク・ライフ・バランス推進事業）のねらいについて

妊婦健康診査の県下市町村の公費負担の状況に
ついて

H19.9.20
妊婦搬送における受け入れ拒否事例の有無につ
いて

妊婦健診の公費負担の状況と今後の対応につい
て



○ ○

○ドクターヘリについて ○子ども会の組織数と活動への支援について
○ ○介護認定のあり方について

○高齢者の虐待について
○ ・相談窓口の設置状況について

・事実確認における警察の援助について
○後期高齢者医療制度について ○

・保険料減免制度の導入について
・健康診断の対象者について

○ ○発達障害者支援センターの体制について
○重度心身障害者助成制度について

・対象者数について
○地域ケア体制整備構想について ・後期高齢者医療制度との関連について

・進捗状況と策定時期について ○福祉灯油購入費助成について
・今後のスケジュールと周知方法について

・療養病床の再編について
○ ○

○ ○

○訪問介護事業所数と開設への支援について ○
○いじめについて

○県営住宅の改築計画について
○

・学校における相談件数について
○

○耳マークの普及について
・学校における暴力行為の件数について ○難聴者の福祉に対する要望について

○ ○

○ ○

○音声読み取り装置の導入予定について ○
○

○人権関係予算の減額補正の内容について
○昨今の差別事件・事象について

○ ○

○ ○放課後子ども教室の指導者養成について
○

○鳴門総合運動公園陸上競技場の使用について
○妊婦健診について ○

・公費負担の拡充について
・財政措置について ○後期高齢者医療制度について

○助産所の活用について ・準備状況について
○新生児訪問指導の周知について ・対象者数と保険料について
○こんにちは赤ちゃん事業の実施の見通しについて ・かかりつけ医制度について
○ ・被保険者資格証明書の発行について

○介護認定について
○ ○

○未婚率の状況と就労との関連について

地方単独医療助成制度における減額調整措置に
ついて

徳島子ども救急電話相談事業＃８０００の運用に
ついて

県営住宅の少子化対策としての特別枠の検討に
ついて

出逢いきらめきセンターの概要と情報提供につい
て

高齢者に対する貸付制度の辞退者の状況につい
て

H19.10.10

・療養病床の現状と療養病床アンケート調査結果
について

後期高齢者医療の特定健康診査における対象者
について

家族介護に対する介護保険の適否と支援状況に
ついて

・不登校者数とそのうちいじめを要因とする数につ
いて

・定時・通信制高校における養護教諭の配置状況
について

・定時・通信制高校の生徒を対象としたいじめの実
態調査の実施について

６５歳以上の重度障害者の人数と医療費の償還
払いについて

障害児童、生徒の普通学級への進学状況につい
て

きらめき出逢いセンターの発足時期と概要につい
て

H19.12.10
定時制高校の生徒に対する調査結果を踏まえた
いじめ対策について

補導センターへの教員派遣見直しの理由と今後の
対応について

県東部地区における小児救急・輪番制の今後の
見通しについて

小児救急電話相談＃８０００の現状の課題と深夜
帯の運用について

H20.2.19

・生活保護世帯に対する交付方法と収入認定につ
いて

徳島こども救急電話相談＃８０００の相談状況と３
６５日実施について

後期高齢者医療における特定健康診査の対象者
について

県営住宅の高齢者等に対する優先枠の状況につ
いて

後期高齢者医療制度の特定健診の対象者と補助
制度について

妊婦健診の公費負担の拡充と里帰り健診につい
て

介護サービス情報の調査手数料の見直しについ
て

H20.3.10

補聴器購入費の助成制度の手続きの見直しにつ
いて

学校卒業後における重度肢体不自由児の交流の
場について

特別支援学級の開設基準の変更点と変更後の状
況について

放課後児童クラブと放課後子ども教室の進捗状況
と連携について

とくしまきらめき出逢いセンターの現状と成果につ
いて

高齢者福祉としての市町村設置型合併浄化槽の
普及について

医療費適正化計画における平均在院日数短縮の
考え方について



（平成20年３月19日選任） ○看護職員の需給のバランスについて
委員長 松崎　清治      副委員長 南　　 恒生
委   員 藤田　　 豊 喜田　義明 杉本　直樹 ○

重清　佳之 森田　正博 庄野　昌彦
長池武一郎 古田美知代 ○後期高齢者医療制度について

・保険料の新たな年金天引き対象者について
○後期高齢者医療制度について ・健康診査について

・健康診査の対象者について ○子どもの医療費助成制度について
・人間ドック費用の助成について ○妊婦健診について
・重度心身障害者の制度への加入について ○障害者自立支援法施行後の状況について

○県内の手話通訳者の派遣、設置状況について
○小規模作業所の新事業体系への移行について

○若者への就職支援について ○障害者の法定雇用率について
○療養病床の転換計画について ○個人情報保護に関する学校の対応について
○ ○

○
○後期高齢者医療制度について

・健康診査について ○

・重度心身障害者への保険料の助成について
○高額療養費について
○妊婦健診について ○徳島県こども女性相談センターの設置について
○学童保育について ・統合の経緯について
○フッ素による子どもたちの虫歯予防について ・人員確保について
○県南部における雇用対策について ・運営方針について
○今後の医療体制づくりについて
○少子化に伴う小規模小学校での指導について
○高等学校再編の方針について ○
○同和問題解決に向けての取組について
○県人権教育研究協議会の運営費補助について ○国民健康保険の保険証のない子どもについて
○あいぽーと徳島の運営について ・無保険の子どもへの短期保険証の発行について
○

○出逢いきらめきセンターの事業について ○福祉灯油購入費助成事業の今年度実施について
○若年者の雇用対策について ○
○人権教育研究大会の実施状況について
○いじめ問題と子どもの人権について ○県立三好病院での分娩休止について
○少子化の原因について ○
○放課後児童クラブの対象者について
○人権教育について ○

○ ○公立高校入試制度について
・定員・倍率の調整方法について

○重度心身障害者への保険料助成について ・前期・後期選抜制度について
○障害者自立支援対策臨時特例交付金について ○
○学校給食等での汚染米の使用について
○学校給食における地産地消の推進について
○原油・原材料価格高騰対策について ○障害者自立支援法について
○福祉灯油の実績について ・施行後３年目の見直しについて
○生活福祉資金貸付金利子補給制度について ・障害児施設利用料の負担軽減策について
○ ○後期高齢者医療制度について

・保険料の滞納状況について
○

○ ・健康診査の公費負担について
・重度心身障害者への保険料助成について

H20.6.18

H20.10.10
社会福祉施設のために国なり県が、安心・安全な
推せん食品メニューを作成することについて

美馬商業高等学校敷地内に特別支援学校を併設
することについて

H20.9.19

・徳島県後期高齢者医療広域連合の運営体制に
ついて

障害のある生徒の公立高等学校への進学につい
て

H20.7.4

阿佐海岸鉄道事故に伴う高校生等の通学につい
て

美馬商業高等学校と貞光工業高等学校の再編統
合について

県西中央部における新設の特別支援学校及び阿
南養護学校ひわさ分校のスクールバスの運行につ
いてH20.11.26

・児童相談所及び女性支援センターへの昨年度の
相談件数について

・無保険の子どもに対する乳幼児等はぐくみ医療
助成制度の適用について

大学生・短大生に対する県の奨学金制度の廃止
について

県立三好病院・海部病院の医師及び診療科目の
現状並びに医師がやめていく理由について

県内の病院等における医師の分布状況及び動態
について

インターネット上のサイトにおける人権侵害から児
童生徒を守る対処方針等について

放課後児童クラブ運営モデル作成検討事業につ
いて

徳島県後期高齢者医療広域連合議会平成２０年８
月定例会について

特定健診、保健指導に係る国民健康保険組合へ
の助成について

・後期高齢者医療広域連合の懇話会設置につい
て

四国４県の大学医学部への地元生徒の進学率に
ついて

准看護師再教育研修の今後の実施見込みについ
て

H20.12.12



○介護保険制度について
・介護保険料の滞納状況について
・介護保険料改定の推移について ○

・第４期事業計画での介護保険料について
・県内での介護保険給付状況について
・地域支援事業の実施状況について （平成21年３月20日選任）

・介護保険料の上昇抑制について 委員長 黒﨑　　 章      副委員長 岸本　泰治
○ 委   員 竹内　資浩 川端　正義 丸若　祐二

佐藤　圭甫 岡田　理絵 三木　　 亨
○「介護保険Ｇメン」の設置について 扶川　　 敦 大西　章英
○介護労働者の雇用状況について （平成21年11月10日逝去）　佐藤　圭甫
○障害のある生徒の高等学校への進学について
○健康増進に向けた県での取組について ○

○
○

○
○

○県内の医師の分布状況及び動態について
○ ○障害者の就職件数について

○
○県内保育所の待機児童解消対策について

○

○後期高齢者医療制度における健康診査について
○妊婦健康診査支援費について ○児童扶養手当について
○乳幼児等はぐくみ医療助成事業について ○生活福祉資金の利子補給制度の実績について
○高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業について ○徳島県こども女性相談センターの体制について
○徳島県立盲学校及び聾学校整備事業について ○児童虐待を受けた子どもの保護について
○徳島県発達障害者支援センターの移転について ○母子家庭等医療費助成制度について
○

○保育所の耐震化の進捗状況について
○介護保険制度について ○生活福祉資金について

・介護報酬の引き上げについて ・国の生活福祉資金の制度見直しの内容について
・介護保険料の改定について

○国民健康保険の減免について
○徳島県立軽費老人ホーム千秋園の廃止について ○生活保護世帯の住宅問題や転居指導について
○パーキングパーミットの交付見込みについて ○

○公立小・中学校での少人数学級について ○乳幼児医療費助成制度について
○

○

○公立小・中学校の耐震化について
○徳島県立障害者交流プラザの利用状況について
○

○
○不妊治療について

○

○

○障害者手帳の色分けについて
○高等学校での特別支援学級の設置について
○消防防災ヘリ「うずしお」について ・不妊治療費助成事業の対象となる治療について

・和歌山県との相互応援協定の締結について

県内の介護サービス事業所への指導監査実施状
況について

緊急経済雇用対策としての介護分野への就労支
援について

H21.3.11

県立高等学校での教育の質向上に向けた取組に
ついて

県立高等学校の大学進学状況の週刊誌等への情
報提供について

平成２０年度補正予算のうち人権教育推進費及び
人権啓発推進費の減額補正の理由について

小中学校の特別支援学級担当者における年齢制
限について

・ドクターヘリ機能の運用状況と県民への周知につ
いて

母子・寡婦福祉資金貸付金の貸付実績及び新年
度予算について

子ども以外の国民健康保険料滞納者への緊急的
な短期被保険者証の交付について

中小企業高度化資金貸付金の平成１９年度の返
済額について

徳島県立男女共同参画交流センター「フレアとくし
ま」の利用状況について

徳島県立人権教育啓発推進センター「あいぽーと
徳島」の利用状況について

義務教育における教育内容の地域間格差につい
て

H21.2.19

H21.6.16
母子加算の廃止に関する徳島県の国に対する姿
勢について

母子家庭・父子家庭の世帯数とその内で生活保護
を受給している世帯の数について

教育委員会における障害者雇用促進の取り組み
について

ひとり親世帯に対する県営住宅の優先入居につい
て

母子家庭等の就業・自立支援センター事業につい
て

H21.7.2

・修学資金のうち、就学支度費の申請時期や貸付
金額の決定など、運用のルールについて

一人のケースワーカーが担当する保護世帯数の
変化について

・保健福祉部が想定している、乳幼児医療費助成
の引き上げ年齢について

・県内市町村での乳幼児医療費助成の最高年齢
および県内で一番多く採用されている年齢につい
て

・乳幼児医療費助成制度の拡大実施時期と引き上
げの決定時期について

・現況調査も含めた、母子家庭への医療費支援に
ついて

・不妊治療費助成事業で増額補正された予算の見
積もりについて

・これまでの不妊治療費助成事業の実績・出生数
について

・体外受精等に至るまでの治療に対する保険適用
について



・不妊や性感染症に関する教育の内容について

○障害者支援について
○少子化対策について

・本県少子化対策の反省点について
・発達障害者への手帳交付について

・本県の少子化対策の見直しについて
○ ○生活福祉資金について

○高齢者への通院移送費の支給について
○

○
○精神障害者の救急医療体制について

○ ○こども手当について
○過去５年間の少子化対策予算について

○新型インフルエンザについて ○

○後期高齢者医療制度について
・後期高齢者医療制度の保険料について

○地域医療再生計画について
・備蓄ワクチンの充足について ・地域医療再生臨時特例交付金について

○身体障害者等用駐車場利用証について
・利用証の申請数と利用可能施設の数について
・制度に寄せられる県民の声について
・制度の追跡調査について ○議案書の単語の使い方・表記について

○後期高齢者医療制度にかかる予算について ○乳幼児医療費助成制度の拡充について
○精神障害者に関する救急体制について ・県内市町村の状況について
○生活福祉資金について ・乳幼児医療費助成制度の拡大継続について

・制度改正のポイントについて ・一部負担金の状況について
○子育て応援特別手当について

・予算凍結による市町村の対応について
○生活保護受給世帯の推移について ・予算凍結により発生した事務処理費用について

○女性のためのシェルターの実績について
○産前・産後の相談事業の取り組みについて ○生活保護制度について
○妊婦健診公費負担制度について ・母子加算の復活について

・一人親世帯就労促進費について
○児童扶養手当について

・妊婦健康診査臨時特例交付金の見通しについて ○無料定額宿泊所について
・新政権の妊婦健康診査に対する見解について ○生活困窮者の住宅問題について

○ ・保証人制度について

○

○

・福祉事務所と住宅課との情報共有について
○教育現場での性教育のあり方について ○こども救急電話相談（＃８０００）について
○小児救急医療体制整備事業について ・ホームページの活用について

・子育て支援情報の集約について

○

○女性特有のがんに対する検診のあり方について ・県内の一人親世帯の相対的貧困率について

・緊急雇用対策事業での障害者雇用状況について

放課後児童クラブの状況と生活保護の所得認定からの

全国平均を下回る本県の合計特殊出生率の原因
について

・後期高齢者医療制度と従前制度との保険料の比
較について

・新政権による地域医療再生計画実施への影響に
ついて

H21.11.19

・性教育に関する教育委員会と保健所との連携に
ついて

県内の棄児や育児放棄の現状と育児放棄を防ぐ
ための態勢について

・少子化対策につながる学校教育の重要性につい
て

・不妊の原因となる性感染症の実態と予防につい
て

・介護施設でのインフルエンザの蔓延防止マニュ
アルとその指導について

・認知症高齢者のワクチン接種に関する要件（本
人の同意）について

・緊急小口資金の生活保護受給までのつなぎ資金
としての活用について

H21.9.15
土砂災害警戒区域に存する災害時要援護者関連
施設への一斉点検について

土砂災害警戒区域に存する介護施設への避難計
画策定等に関する指導について

・介護施設や知的障害者施設に入居する方への
ワクチンの優先接種について

・徳島こども救急電話相談（＃８０００）の事業拡充
について

・徳島県総合健診センターでの女性検診の人員配
備について

・女性特有のがん検診無料クーポン券の配布状況
について

・発達障害者総合支援ゾーン整備の進捗状況につ
いて

H21.10.9

・妊婦健診公費負担制度の開始と事業の展開に
ついて

公的相談機関の対応や夜間相談体制の不備につ
いて

・徳島こども救急電話相談（＃８０００）の現状につ
いて

望まない妊娠・出産をした場合の県の対応につい
て

訪問指導等の妊娠相談制度の周知・啓発につい
て

・あんしん賃貸支援事業（９月補正）への取組状況
について

・生活保護費における住宅扶助の代理納付につい
て

H21.12.9
「徳島県ひとり親家庭等自立促進計画（改正素
案）」について



・母子家庭高等技能訓練促進費等事業について ・若年層に対する子宮頸がんの予防対策について
・母子家庭小口資金貸付金制度について ○子ども手当について

・児童虐待等、問題のある家庭への支給について
・外国人への子ども手当の支給について

・母子家庭等医療費助成事業について ○小・中学校の土曜授業の再開について
○精神科救急医療体制について ○精神障害者の救急医療体制について
○生活保護について ○母子寡婦福祉資金貸付金について

・県内の生活保護費受給世帯数について ○いじめ問題への対応について
○学校給食費の負担軽減について
○後期高齢者医療制度の保険料について

・県内で発生した生活保護費詐取事件について ○県営住宅の駐車場有料化について
○「徳島はぐくみプラン（後期計画素案）」について ○児童虐待（ネグレクト）への対応について

・前期計画の成果と課題について ○ＤＶ被害者支援について
○不妊治療費の助成について
○引きこもり対策について
○特定事業主行動計画の推進について
○一般事業主行動計画の策定状況について

・はぐくみ支援企業の認証・表彰制度について
・はぐくみ支援優良企業の意見の反映について （平成22年３月20日選任）

・はぐくみ支援企業への企業活動支援について 委員長 遠藤　一美      副委員長 吉坂　保紀
委   員 樫本　　 孝 元木　章生 喜多　宏思

杉本　直樹 福山　　 守 岩丸　正史
庄野　昌彦

○ひとり親家庭等医療助成費補助金について
・助成の基準について
・平成２１年度の実績について

○各市町村における子ども手当の支給予定について
○ＤＶ問題について ○新人看護職員研修費補助金の概要について

○看護師不足について
・県内看護師の早期離職率について
・男性看護師の比率について

・シェルター及びステップハウスの体制について ○子ども手当について
・各市町村における支給状況について
・施設入所児童等に対する取り扱いについて

○新型インフルエンザについて ○

○保育所待機児童解消への取り組みについて
・教員等へのワクチン接種について ○乳幼児医療費助成制度の拡充について

○子ども手当について ○
○保育所の充実について
○こども救急電話相談（＃８０００）について ○事業所内保育の推進について

○子ども手当の財源について
○後期高齢者医療制度の保険料改定について ・県立施設における取組状況について
○県営住宅の駐車場有料化について ○ハンセン病対策事業のさらなる推進について
○ケースワーカーの充足について ○
○ワンストップ・サービスの充実について

○ひとり暮らし高齢者対策の推進について
○職員の不祥事について
○女性特有のがんについて ○地域包括支援センターについて

・県内における設置状況について

・県営住宅への優先入居の推進及び保証人制度
について

・合計特殊出生率の改善につながる全庁横断的な
施策の展開について

・若者への就労支援・経済的自立支援の強化につ
いて

・母子加算の復活に要する費用とその財源につい
て

・はぐくみ支援表彰企業への低利融資制度の利用
状況について

・「徳島はぐくみプラン（後期計画素案）」の策定に
対する教育分野からのアプローチについて

・「徳島はぐくみプラン（後期計画素案）」策定の今
後のスケジュールについて

・合計特殊出生率の改善における教育の重要性
について

・ＤＶ被害者支援スペシャリスト養成セミナーの実
施状況について

・デートＤＶ防止ワークショップセミナーの実施状況
について

・鳴門市に設置される女性支援センターへの協力
について

・新型インフルエンザによる子育て世帯への影響
の検証について

H22.2.17

H22.3.10

・女性を専門にがん健診を実施する医療機関につ
いて

・総合メディカルゾーンを利用した女性専門のがん
外来について

H22.6.7

H22.6.25

次世代育成支援イベント「おぎゃっと21」の成果と
今後の方針について

特別養護老人ホーム待機者対策の取り組みにつ
いて

施設入所児童等への特別支援事業の概要につい
て

・「はぐくみ支援企業」の認証及び表彰制度につい
て

H22.10.8

・運営委託方式のセンターに対する県の連携及び
指導等について



○

・基本的な方向性について
・委員構成における協力事業者等の参加について

○「地域リーダー」養成の推進について
○

○

○介護福祉士等の離職及び需給状況について
○

・事業の概要と本県における実施状況について
・事業実施における柔軟な運用について

○

○

○

○地域支え合い体制づくり事業の概要について
○無人駅駅舎のバリアフリー化の推進について
○高齢者の交流・活動の場の推進について
○県内の児童虐待の状況について

・児童虐待の現状について

・通報の状況について
○乳幼児等医療費助成制度について

・助成対象年齢拡大の継続について
・現在の助成の状況について

○

○徳島県立みなと高等学園について

・保護者からの相談への対応について
○地域活動支援センターへの県の支援について

H23.3.4
とくしま障害者雇用促進行動計画の施策の推進に
ついて

・障害特性にあわせた教員の専門能力開発につ
いて

・生徒の職業的自立に向けた県の取り組みについ
て

｢徳島県見守りネットワーク支援協議会」の設置に
ついて

少子化の将来見通しを踏まえた長期ビジョンの策
定について

特別養護老人ホームの待機状況と今後の対策に
ついて

外国人介護福祉士候補者受入施設日本語習得支
援事業について

日本オストミー協会徳島県支部への加入状況と患
者への周知について

H22.11.17
男女共同参画交流センター指定管理候補者の選
定結果について

正規雇用労働者確保に向けた指定管理者制度の
見直しについて

H22.12.7

・未然防止のための相談機関の広報・啓発につい
て



○○○○防災対策特別委員会防災対策特別委員会防災対策特別委員会防災対策特別委員会 ○急傾斜地崩壊対策事業費について
○防災拠点等となる県有施設の耐震性能について

（平成18年３月23日選任） ○備蓄倉庫について
委員長 嘉見　博之      副委員長 橋本　弘房 ○海岸保全施設の整備について
委   員 川端　正義 宮城　　 覺 佐藤　圭甫 ○

西沢　貴朗 榊　　 武夫 宮本　公博
達田　良子 本田　耕一 ○

○長安口ダムの堆砂問題について ○
○

○
○那賀川流域住民の意見を聞く会について
○那賀川水系河川整備計画について ○
○大戸残土処理場について
○本県の耐震化施策について ○防災マップ作成の基準について
○

（平成19年５月17日選任）
○津波避難タワーについて 委員長 福山　　 守      副委員長 元木　章生
○ 委   員 竹内　資浩 藤田　　 豊 木下　　 功

西沢　貴朗 吉坂　保紀 松崎　清治
○防災教育の推進モデル校について 来代　正文 古田美知代
○

○緊急津波対策事業費補助金について
○警報等のサイレンについて ○木造住宅の耐震化について
○国の津波注意報・警報に対する県の態勢について ○県立学校の耐震化について
○緊急輸送路・緊急交通路について ○防災における組織内の横の連携について
○ ○

○吉野川水系河川整備計画について
○勝浦川の河川整備について ○
○田野川水系の河川整備の現状と見通しについて

○
○木造住宅耐震化促進事業費について
○緊急津波対策事業費補助金について ○
○防災拠点等となる県有施設の耐震性能について
○津波避難計画について ○
○耐震改修等実施計画について
○学校の耐震化計画について ○住宅耐震改修事業の補助金の引き上げについて
○長安口ダムの改造事業について ○

○今国会に提出予定の消防法改正案について ○
○各県立病院の地震津波対策について
○ ○地域ごとの津波避難計画の策定について

○
○出前講座（寄り合い防災講座）について
○ ○

○防災訓練の見直しについて ○消防団機能別団員促進事業について
○病院事業会計について
○千島列島沖地震について ○
○住民の災害時のイメージ形成について
○ ○

○ ○

H18.12.12

平成１７年の台風１４号による国道１９３号の浸水
について

木造住宅の耐震診断、耐震改修の状況と目標に
ついて

コンビニエンスストア等との震災時に関する協定に
ついて

避難勧告・避難指示等の行政用語のわかりやす
い表現を検討することについて

四国ブロック、国等の広域という観点からの防災
計画の見直しについて

H19.2.14

H19.3.6

昭和南海地震から６０周年にあたる防災訓練につ
いて

地域別の防災対策ランキングのランク付けとその
公表について

新型インフルエンザに対する国との合同訓練につ
いて

木造住宅耐震化促進事業費及び耐震リフォーム
支援事業について

平成１８年度一般会計補正予算のうち住宅建設費
について

平成１８年度一般会計補正予算のうち建築指導費
について

徳島東環状線の東環状大橋を津波からの避難場
所として利用することの検討について

防災教育における学校、ＰＴＡ、教育委員会、防災
センター等関係各所の連携について

市町村の耐震補強に関する予算と住民からの申
請への対応について

H19.5.30

海上からの応援部隊に対応する堤防を越えるため
の道路の整備について

H19.6.12

総合情報通信ネットワークシステム整備事業費の
事業概要について

港湾海岸保全施設整備事業費とその主たる事業
について

昭和５６年以前に建てられた耐震化が必要な住宅
の戸数と耐震化の進め方について

骨格予算と補正予算を合わせた額と前年度当初
予算との比較について

公立幼稚園、特別支援学校、小中高等学校の耐
震化率と全国順位について

市町村に対する緊急津波対策事業費補助金要望
調査の結果について

平成１８年度繰越明許費のうち農林水産部と県土
整備部の繰越額について

平成１８年度繰越明許費の繰越分の速やかな発
注と発注した工事の品質管理について

H19.6.29
南海地震対策をはじめとする防災対策に関する予
算について

平成１６年度の台風による被害の面積と復旧の進
捗状況について

山林の保水力向上のための民有林の買い上げと
間伐等の管理について



○企業、ＮＰＯとの協力による森林の管理について ○民間の緊急地震速報受信装置の活用について
○木造住宅の耐震化の目標設定について ○阿南市橘町の防災公園整備の見通しについて
○ ○防災対策関係予算について

○
○ ○自主防災組織の活動に対する補償について

○
○

○
○

○災害時海上輸送のための防災協定について
○ ○沖洲外地区の耐震岸壁整備について

○
○自主防災組織のリーダーの育成について
○ ○

○ ○教育現場における防災教育の取り組みについて
○緊急地震速報の信頼性について

○ ○地震計の設置場所について
○

○災害拠点病院における設備整備について
○警察の防災に関する予算について ○
○

○ ○橋梁の型枠強度の改ざん問題について
○総合通信情報ネットワークシステムについて

○地震に耐える地盤の基準について ○
○県有施設の建っている地盤の調査について

○マンションに使用した鉄筋の強度不足について
○防災関係の応援協定について ○緊急津波対策事業費補助金について
○

○住宅の耐震化について
○防災対策における県と市町村の連携について ○県単急傾斜地崩壊対策事業の実施状況について
○ ○

○被災時のための備蓄の状況について ○
○

○女性の視点を取り入れた防災対策について
○排水ポンプ車の配備状況について ○自主防災組織の体制と消防団員の減少について
○橋梁の耐震化について ○廃校となった学校の災害時の利用について

○
○

○緊急地震速報の利用の現状について
○西日本高速道路株式会社との防災協定について ○住宅の不燃化について
○ ○

○災害派遣医療チームについて ○
○

○ ○海岸堤防の耐震化について
○

○
○

○木造住宅耐震診断・耐震改修の状況について
○ ○消防防災航空隊基地移転事業費について

○木造住宅の耐震化について
○緊急地震速報の受信体制の状況について ○県立学校の耐震化について

防災対策における宝くじの収益金による助成事業
について

東海・東南海地震発生が予測されたときにおける
県の対応について

緊急津波対策事業費補助金の平成１８年度の実
績と平成１９年度の市町からの要望状況について

急傾斜地における津波避難路、避難施設の整備
について

県有防災拠点等施設の耐震化の現状と計画の達
成について

地域防災力の強化における自主防災組織の現状
に対する認識と強化について

木造住宅の耐震化への補助と耐震化促進への取
り組みについて

小中高等学校の避難所となる体育館の耐震化の
状況について

国の財政支援措置を伴う公立学校の耐震改修に
ついて

鳥取県との応援協定及び広域の各応援協定の状
況と相互関係について

県立学校及び小中学校における備蓄倉庫・備蓄
物資の状況について

H19.10.11
一般国道４３９号の被災箇所の復旧計画と予算に
ついて

河川防災ステーションの整備と広域防災拠点施設
としての拡充について

緊急輸送道路の整備と道路特定財源の重要性に
ついて

防災対策に係る陸上自衛隊配備の進捗状況につ
いて

新潟県中越沖地震への対応から本県で生かされ
る点について

室戸沖等で行われる海底地震の研究に関する情
報への対応について

要援護者の情報開示のガイドラインと支援につい
て

H19.9.21

新潟県中越沖地震に対する対応状況とそこから学
んだ点について

自主防災組織の強化における県と市町村の連携
について

地域防災力強化促進事業費補助金の見直しにつ
いて

県警、市町村が設置している監視カメラの情報伝
達について

県庁舎の津波対策と地下倉庫にある資料のバック
アップについて

災害時に対応する地方の建設業者への対応につ
いて

H19.11.22

１２月の南海地震対策に係る集中的な防災企画行
事について

H19.12.11

学校における防災訓練と防災教育に係る調査の
項目の追加について

病院における防災訓練と災害時の他機関との連
携体制について

阿南医師会中央病院の防災対策設備の整備状況
について

石油コンビナートや火力発電所の防災対策につい
て

学校の体育館の避難所機能強化改修事業につい
て

H20.2.20

上下水道の耐震化と下水処理施設の津波対策に
ついて

緊急津波対策事業費補助金の今年度の実績と来
年度の予定について

緊急地震速報の受信者側における情報格差につ
いて

後方支援のための防災拠点の設置・整備について



○先遣隊の内容及び県職員災害応援隊について
○吉野川河川整備計画について
○飯尾川の整備について ○
○

○
○危機管理の組織体制について
○警察の予算の減額状況について ○
○耐震リフォーム支援事業の見直しについて
○家具等の転倒防止の進捗状況について ○
○海岸保全施設の耐震化・津波対策について
○

○小中学校の耐震化に対する県費の補助について
○ ○

○救助用資機材の配備状況について ○
○

○
○

○
○

○災害医療体制について
○ ○厳しい財政状況の中での耐震化計画について

○災害時におけるアマチュア無線の活用について
○

（平成20年３月19日選任）
委員長 岸本　泰治      副委員長 臼木　春夫 ○三好病院における外来患者への対応について
委   員 岡本　富治 寺井　正邇 木南　征美 ○

喜多　宏思 岩丸　正史 黒川　征一
来代　正文 大西　章英 ○

○ ○

○避難場所となる施設のトイレの整備について
○ ○

○ ○

○ ○地球温暖化への所見について
○第十堰の現状について

○岩手・宮城内陸地震の現地視察について ○吉野川の河川整備計画の策定状況について
○

○
○県立学校における耐震化計画について
○ ・将来の利用見込みについて

・全体事業費に対する県の負担額について
○本県における地震対策について ・完成予定時期について
○ ○

○県内の自主防災組織の現状と将来像について ○集中豪雨に対する県の対応について
○災害弱者に対しての考え方及び施策について ○排水ポンプ車の運用方法について
○ ○

○ ・改定の主旨について
・経費の負担について

○県内学校の避難場所の指定割合について ・交通輸送手段について
○三好病院の耐震化の優先度について ・鳥取県職員との交流について

H20.3.11

沖洲外地区における耐震岸壁整備のスケジュー
ルについて

園瀬川の河川改修事業及び園瀬橋の架けかえに
ついて

被災時における緊急輸送道路修復のための資機
材の確保・備蓄について

国民保護計画に基づく資機材の配備状況と広域
的な防災訓練について

県職員の地域防災訓練参加状況と消防団加入状
況について

国土交通省等開発の火災シミュレーションの活用
について

南海地震対策推進パートナーの位置づけについ
て

防災拠点施設における耐震化への早急な対応に
ついて

H20.6.19
地震防災対策特別措置法に係る公立小中学校に
おける耐震診断結果及び今年度の事業計画につ
いて

平成１９年度繰越明許費のうち県土整備部の繰越
理由及び対策について

地震防災対策特別措置法に係る市町村に対する
県の支援について

県西部における公立小中学校の耐震診断状況に
ついて

県内において地震により孤立集落となった場合の
対応策について

県立防災センターの利用状況及び利用促進への
取り組みについて

H20.7.7
緊急地震速報及びＪ－ＡＬＥＲＴ(全国瞬時警報シス
テム)の概要並びに県の取り組みについて

携帯電話による緊急地震速報の受信に対する県
民への具体的な周知方法について

防災拠点等となる県有施設(保健所、警察署)にお
ける今後の耐震化計画について

小中学校の統廃合を含めた効率的な耐震化への
配慮について

公立小中学校におけるＩＳ値０．３未満と判明した
市町村別棟数内訳について

公立小中学校及び県立学校の耐震化率の全国順
位について

３年後における小中学校の耐震化の見込みにつ
いて

消防広域化における消防力維持及びスケジュール
について

西部総合県民局(三好庁舎)、三好病院、県西部の
高校の耐震化計画について

南海地震に係る気象庁に対する海底地震計設置
要望について

中山間地域の災害対応における地元建設業者へ
の育成支援について

三好病院における緊急時の医療機能体制の整備
充実について

社会福祉施設の耐震診断及び耐震化への県の対
応について

県営住宅におけるＩＳ値０．３未満の住宅への対応
方針及び国交省への財政支援の働きかけについ
て

消防防災ヘリへのドクターヘリ機能導入に係る場
外離着陸場の利用について

H20.9.22
徳島小松島港沖洲(外)地区複合一貫輸送ターミナ
ル整備について

マリンピア沖洲地区へのアクセス道路の整備につ
いて

危機管理事象発生時における徳島県・鳥取県相互
応援協定について

平成１９年度繰越明許費のうち農林水産部及び県
土整備部の繰越額について



○ ○

・津田地区の今後について
・完成後の維持管理について ○新型インフルエンザに対する県の対応について

○ ○県立学校の耐震改修工事の促進について
○

・経費の負担について
○災害時の備蓄食料等の安全確保について ○

○集中豪雨に対するソフト面での取組強化について
○ ○県営住宅耐震化の進め方について

○
○緊急地震速報受信端末の導入推進について
○ ○

○県管理河川の管理状況について ○
○学校現場における避難訓練の実施内容について
○緊急時における食料の調達方法について ○孤立化あんしん通信支援事業について
○消防の広域化に向けた取組の妥当性について ○防災教育推進モデル校について
○避難小屋(山小屋)との連絡手段の確保について ○防災対策予算における経済・雇用効果について
○ ○大型店舗における消防面での取り組みについて

○県立中央病院改築工事の入札の中止について ○
○創価学会施設爆破の捜査状況について
○ ○消防広域化の進め方について

○県立三好病院の耐震化の進捗状況について
○ ○南海地震発生確率の上昇に伴う対応について

○
○

○木造住宅の耐震診断の普及啓発について
○ ○

○ ○徳島県津波浸水予測結果の信頼性について
○

○南部防災拠点施設の事業概要について ○
○

○消防用水の設置義務対象物の基準について
○ ○

○南部防災拠点施設におけるヘリポートについて ○防火対象物への立入検査の実施内容について
○県立中央病院改築事業の進捗状況について ○

○ ○

○徳島県職員災害応援隊の取り組み内容について ○
○旧教育研修センターの耐震性について
○危機管理局の再編について ○
○

○
○

○危機管理部の組織体制について
○ ○

○

「安全・安心とくしま」の実現に向けた数値目標達
成への現状及び今後の取り組みについて

防災に対する危機管理局長の総括的な見解につ
いて

黄砂が人体に及ぼす影響への危機意識及び対応
について

県立文書館における災害歴史資料などが展示さ
れた企画展のＰＲについて

小規模地域ごとの防災知識普及のための取り組
みについて

県下の学校に対する防災学習普及への取り組み
について

防火管理者の選任が必要な場合及びその責務に
ついて

和歌山県ドクターヘリとの相互応援協定締結後の
運航開始日について

ドクターヘリの離発着場としての高速道路の活用
について

来年度に実施される総合防災訓練の計画につい
て

来年度における危機管理部職員の心構えについ
て

南海地震による孤立時における海からの救援救
助訓練の内容について

Ｊ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）を通じた緊
急地震速報への対応訓練の成果と今後の対策に
ついて

県西部圏域における災害時の孤立化対策への取
り組みについて

空港臨空用地における災害時の応援ヘリ駐機場
用地の確保について

H21.2.20

木造住宅耐震化促進事業（離職者支援関係分）に
ついて

和歌山県ドクターヘリとの相互応援協定の進捗に
ついて

運転免許センターの移転予定先である現空港ビル
の耐震性について

H21.3.12
県西部圏域における地震による地すべりに伴う孤
立対策について

ドクターヘリの運航に関する和歌山県との相互応
援の早期開始について

徳島県地震防災対策行動計画の改善見直し内容
について

県の支援制度活用による公立小中学校の耐震化
の進捗について

危機管理局関係の平成２０年度政策評価結果の
具体内容について

H20.11.27

消防防災ヘリのドクターヘリ機能導入後の運航状
況について

ドクターヘリの運航に関する和歌山県との相互応
援について

H20.12.15

災害弱者施設に対する緊急地震速報受信端末の
導入推進について

H20.10.14

警報発令時における児童生徒の安全確保への学
校の対応について

相次ぐ職員の不祥事に対する認識及び対応につ
いて

徳島小松島港沖洲(外)地区複合一貫輸送ターミナ
ル整備について

危機管理事象発生時における徳島県・鳥取県相
互応援協定について

徳島東環状線高架部分の津波避難地としての利
用について

集中豪雨に対する都市部における排水対策につ
いて

職員の不祥事に対する危機意識と強いリーダー
シップについて

徳島県総合防災訓練への県民の参加状況につい
て

高速道路内における災害情報の伝達方法につい
て



（平成21年３月20日選任）
委員長 遠藤　一美      副委員長 森田　正博
委   員 藤田　　 豊 南　　 恒生 杉本　直樹

北島　勝也 重清　佳之 黒川　征一
古田美知代 長池武一郎 ○

○ ○木造住宅の耐震化に係る取組状況について
○

○
○県橋梁長寿命化修繕計画の進捗状況について

○教育現場における防災意識向上の取組について ○
○震度情報ネットワークシステムの整備について
○木造住宅の耐震化に係る取組状況について ○特定建築物の耐震化に係る取組状況について
○県土整備部における翌年度繰越額について ○
○

○災害復興の計画策定について ○
○

○
○

○
○

○

○社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金について
・基金の内容について ○県営住宅の集約化建替事業案について

○医療施設耐震化臨時特例基金について ・県営住宅の募集状況について
・基金の内容について ○台風９号による那賀町の浸水被害について

○台風９号について
・台風９号による被害状況について

○災害時における孤立化集落について
・孤立化の可能性がある集落の数について

○
○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○
○

○
○吉野川流域の内水対策について

市町村における避難勧告等発令基準の策定状況
について

災害時要援護者避難支援プランの策定状況につ
いて

県管理の橋梁に係る耐震補強の取り組みについ
て

津波注意報等発令時における水門、陸閘等の開
閉に係る対応について

津田中学生による岡山県美作市の復興支援ボラ
ンティアの概要及び中高生への防災学習の普及
促進について

日和佐道路の全線開通に向けた事業の進捗状況
について

・長安口ダム改造事業に係る現状及び今後の事業
予定について

・孤立化集落における情報通信手段の確保、避難
施設及びヘリコプターの駐機スペースの整備状況
について

・地元説明会及び被災者との意見交換会の実施
状況について

県営住宅等における住宅用火災警報器の設置状
況について

・吉野川上流における堤防整備と内水対策のあり
方について

・排水ポンプの利用方法及び住民への周知につい
て

H21.11.20

・事業案の内容及び集約化による県営住宅の団地
数等の減少見込みについて

県立中央病院改築事業の今後のスケジュールに
ついて

吉野川上流での県管理河川合流部の砂利堆積に
対する砂利採取について

県立南部防災館の概要及び県西部における防災
拠点整備の必要性について

家具等転倒防止緊急対策推進事業の進捗状況に
ついて

・平成２２年度導入予定の警察航空隊ヘリコプター
の概要等について

旅館等を避難場所として借り上げるための協定締
結について

市町村立学校施設の耐震化に係る取組状況につ
いて

土砂災害の危険性がある人家の保全対策及び土
砂災害警戒区域における防災意識啓発の実施状
況について

県単独急傾斜地崩壊対策事業の要望に対する実
施状況について

県消防防災ヘリコプター及び警察航空隊ヘリコプ
ターの運用状況について

H21.12.10
政府の行政刷新会議の事業仕分けによる農道整
備事業廃止の影響及び中山間地域における農道
整備の予算確保について

多々羅川に係る河川改修計画の内容と進捗状況
について

園瀬川に係る河川改修計画の内容と進捗状況に
ついて

・台風９号発生時の長安口ダムの操作及び今後の
ダム操作の見直しについて

H21.10.13
県消防防災ヘリコプター及び警察航空隊ヘリコプ
ターについて

・各ヘリコプターの活動実績及び災害発生時の出
動基準等について

H21.9.16

・基金による施設整備後の社会福祉施設の耐震
化率について

・基金による施設整備後の病院の耐震化率につい
て

・農林関係等の台風被害に対する救済対策につ
いて

県内の消防団員数の減少と女性消防団員の活動
について

土成中学校少年少女消防隊のヨーロッパ青少年
消防オリンピックへの初出場について

公立学校施設・保育所の耐震化率及び耐震診断
実施率について

県単独急傾斜地崩壊対策事業の実施状況につい
て

防災対策特別委員会に臨む理事者の姿勢につい
て

宍喰商業高校の跡地利用に係る検討状況につい
て

H21.7.3



○

○ ○石綿防護マスクの備蓄状況について
○

○防災センターの利用状況について
○起震車の利用状況及び老朽化への対応について ○
○

○
○

（平成22年３月20日選任）
○ 委員長 森田　正博      副委員長 南　　 恒生

委   員 寺井　正邇 喜田　義明 西沢　貴朗

・想定される協定の対象人数について 三木　　 亨 黒﨑　　 章 古田美知代

・他県における協定の締結状況について 長池武一郎 長尾　哲見

○要援護者関連施設の土砂災害対策について
○県内の福祉避難所の指定状況について ○小規模福祉施設等の防火対策について
○ ○

○ ○学校施設等の耐震化率について
○学校における家具等の転倒防止策について

○ ○木造住宅の耐震化について
○

○
○市町村との災害協定について

○ ○災害時における代替道路の確保について
○

○
○指定避難箇所のトイレの浄化設備について

○平成２２年度更新予定の起震車の仕様について ○災害時における葬祭物資の確保について
○排水機場、農業用揚水機等の耐用年数について

○チリで発生した地震による津波について ○

○防災対策において利用する被害想定について
○県南部における緊急輸送道路の安全性について
○携帯電話を利用できない地区の解消について
○浸水予測マップの浸水区域について
○神田瀬川下流の堤防整備について

・津波警報発表時の県立学校の対応について ○震災時における河川の液状化対策について
○排水機場、樋門の管理状況について
○教育委員会の繰越明許費の概要について

○本県における深層崩壊の可能性について
○耐震リフォーム支援事業の実績と周知について
○ブロック塀等の実態調査について

・津波の高さの計測地点について ○地震対策にかかる防災条例の制定について
○ ○学校施設等における窓ガラスの飛散対策について

○住宅用火災警報器の普及状況について
○ ○

○ ○

○民間建築物の耐震化について ○土砂災害対策の実績と今後の計画について
・県内の耐震化の状況について ○

戸別訪問事業における火災警報器等のＰＲについ
て

南海・東南海・東海地震が３連動した場合とこれま
での南海地震との差違について

H22.6.28

災害時等（口蹄疫）におけるブルーシートの確保に
ついて

仮設トイレの設置・し尿処理に関する協力体制に
ついて

県と中央防災会議における南海・東南海地震の被
害想定の違いについて

ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の活動連携につい
て

H22.9.16

耐震診断、耐震改修の促進にかかる戸別訪問事
業の状況について

・津波警報発表時の関係機関への伝達方法につ
いて

「死者ゼロ」達成に向けた海岸保全施設等の整備
状況及び平成２２年度当初予算の減少について

災害時における相互協定の締結状況及び今後の
取り組みについて

災害時帰宅困難者に対する支援の取り組みにつ
いて

・避難勧告発令後における県内の避難状況につい
て

・避難率が低かったことに関する実態調査の実施
及び今後の対策について

・津波警報発表時の津波予測が過大との指摘に
ついて

・避難勧告と避難指示の定義及び市町村における
対応について

・津波による県内の被害状況及びその対応につい
て

高等学校、特別支援学校に係る学校建設費の内
容及び耐震化の目標達成見込みについて

小中学校耐震化に係る国の当初予算の状況及び
市町村への影響について

住宅火災警報器の普及に向けた取り組みについ
て

H22.3.11

・災害救助法が適用されない災害の場合の県の
対応について

防災拠点となる公共施設の状況及び耐震化率に
ついて

三好病院に係る耐震化事業費の内容及び今後の
耐震化予定について

市町村における住民への災害情報の伝達方法に
ついて

H22.2.18
災害時における宿泊施設等の提供に関する協定
について

木造住宅耐震診断・木造住宅改修支援の実績及
び今後の取り組みについて

孤立化が予想される地域における自主防災組織
の状況及び情報伝達の訓練について

災害発生時のヘリコプターに係る他県等との相互
応援について

・市町村における民間建築物耐震化支援事業の実
績について

学校における防災訓練・防災教育の実施状況及び
教職員への研修について

県単独急傾斜地崩壊対策事業の実績及び県費補
助の割合について

県管理及び市町村管理の橋梁に係る点検状況及
び長寿命化修繕計画について防災ヘリコプターの緊急着陸に備えたインフラ整

備等について



○
○

○避難場所になっている学校施設の耐震化について ○
○建設業者数の減少による防災力の低下について
○ ○漁港区域の護岸の整備について

○
○津波避難困難地域の防災対策について
○ＰＦＩ事業による県営住宅の集約化について ○県が管理する橋梁の耐震化の推進について
○鳴門市撫養港の海岸保全施設整備事業について ○水道管の耐震化の促進について
○ ○病院施設の耐震化の状況について

○
○学校教育における防災リーダーの養成について
○建設・土木関係者等による防災出前講座について ○徳島市中央卸売市場の液状化対策について
○飯尾川の護岸整備について ○
○

○急傾斜地の所有者確認について
○県職員における防災対応職員について
○

○

○

○地域防災力強化推進モデル事業について
○防災教育に対する支援について
○保健所庁舎の耐震化について
○社会福祉施設の耐震化の状況について
○急傾斜地における緊急点検の状況について
○緊急点検におけるボランティアの活用について
○徳島市内でのイノシシ出没の情報提供等について
○陸上自衛隊による災害時の応援について
○浸水予測マップの修正と住民への周知について
○

○災害情報の一元化と情報提供について

○住宅用火災警報器の普及率の向上について
○木造住宅の耐震化に係る補助事業のＰＲについて
○木造住宅の耐震化率の目標数値について
○木造住宅の耐震改修の予算執行について
○

○すだちくんメールの普及促進について
○

○

○

○

○

○ヘリサインの製作を利用した防災教育について

公立小中学校のトイレの洋式化・水洗化の状況に
ついて

関西広域連合におけるヘリサインの統一基準の提
案について

総合防災訓練への小中学生の参加の実態につい
て

H23.3.7

学校施設等における洋式トイレの設置の推進につ
いて

地域防災力強化モデル事業の繰越の概要につい
て

ボーリング調査による地盤情報データの収集と利
用について

東海地震警戒宣言が発令された場合の本県の対
応策について

緊急医療情報キット及び安心シートの普及につい
て

県単独急傾斜地崩壊対策事業の来年度予算につ
いて

南部防災館の防災講座の実施状況と今後の展開
について

学校施設における緊急地震速報の受信機器の設
置について

大規模災害における被災者の葬儀に係る協定に
ついて

国で示される３連動にかかる大綱のスケジュール
について

H22.10.12

防災力を維持するための建設業者への優遇措置
について

防災教育としての県立学校生徒によるヘリサイン
等の設置について

H22.12.8
県警察のヘリコプターテレビシステム更新事業に
ついて

災害対策本部となる市町村庁舎等における浸水
対策について

H23.2.15

中小企業に係る事業継続計画の策定の推進につ
いて

情報弱者に対する字幕放送等を使った情報伝達
について



○○○○環境対策特別委員会環境対策特別委員会環境対策特別委員会環境対策特別委員会 ○不法投棄通報協定について
○阿南市出島川における不法投棄案件について

（平成18年３月23日選任） ○
委員長 木南　征美      副委員長 木下　　 功
委   員 阿川　利量 黒川　征一 森本　尚樹 ○廃棄物処理法の施行規則について

山田　　 豊 重清　佳之 吉田　益子 ○放射性廃棄物最終処分場の候補地問題について
長尾　哲見 ○放射性廃棄物最終処分場の候補地問題について

○新エネルギーの振興について
○

○放射性廃棄物最終処分場の候補地問題について
○ ・文献調査に係る交付金について

・誘致を止める方策について
○放射性廃棄物最終処分場の候補地問題について ○放射性廃棄物最終処分場の候補地問題について
○環境省の不法投棄ホットラインについて
○環境省の産業廃棄物不法投棄実態調査について
○阿南市出島川における不法投棄案件について ○鳥による糞害、公害等への対策について
○不法投棄通報専用ダイヤルについて ○放射性廃棄物最終処分場の候補地問題について
○ ・本県における電気の発電量と消費量について

・新エネルギーへの取り組みについて

○
○ビスフェノールＡに対する県の認識について
○

○合併処理浄化槽の整備推進について
○廃蛍光灯管のリサイクルについて
○ ・営農計画の進捗状況とその指導状況について

○放射性廃棄物最終処分場の候補地問題について
○ ・この問題に対応する新たな組織づくりについて

○徳島化製による悪臭問題について
・ビスフェノールＡについて ○

・底質濃度調査の実施について
○

・県による実態調査の実施について ○家電リサイクル制度の見直しについて
○阿南市出島川における不法投棄案件について ○合併処理浄化槽の推進策について
○

（平成19年５月17日選任）
委員長 喜多　宏思      副委員長 黒川　征一
委   員 樫本　　 孝 丸若　祐二 南　　 恒生

・県による実態調査の実施について 喜田　義明 三木　　 亨 重清　佳之

・ビスフェノールＡについて 黒﨑　　 章 山田　　 豊
○

○
○

○
○温室効果ガスの削減策について
○畜産バイオマスの推進について
○木質バイオマスの推進について ○

○放射性廃棄物最終処分場の候補地問題について ○地球温暖化防止対策について
○放射性廃棄物最終処分場の候補地問題について ○旧吉野川流域下水道事業の概要について
○ ○民間建築物のアスベストの状況について

○石綿健康被害救済基金拠出金について
○放射性廃棄物最終処分場の候補地問題について ○家電リサイクル法の見直しについて

県内における間伐の実施状況と間伐材の利用促
進について

H19.6.4
県立あすたむらんど内プラネタリウムにおけるアス
ベストの使用状況について

吉野川河川敷、善入寺島へ搬入された汚泥発酵
肥料について

H19.6.12

吉野川河川敷、善入寺島へ搬入された汚泥発酵
肥料について

・徳島県肥料等の不当に大量な施用等の防止に
関する条例について

ビスフェノールＡの濃度調査における速報値の報
告について

徳島市上八万町の安定型産業廃棄物処分場に対
する今後の取り組みについて

徳島市上八万町の安定型産業廃棄物処分場につ
いて

H19.3.6

・本県と高知県の２県による協議の場の設置につ
いて

・高レベル放射性廃棄物の輸送方法及び輸送量に
ついて

徳島県肥料等の大量施用等の防止に関する条例
（仮称）について

クールビズ製品としての断熱シートの活用につい
て

H19.2.14

徳島県肥料等の不当に大量な施用等の防止に関
する条例について

・住民団体の調査に対する県の認識と今後の対応
について

徳島市上八万町の安定型産業廃棄物処分場につ
いて

・住民団体の調査に対する県の認識と今後の対応
について

吉野川河川敷、善入寺島、三好市井川町の多美
農場へ搬入された汚泥発酵肥料について

H18.12.12
徳島市上八万町の安定型産業廃棄物処分場につ
いて

・住民団体の調査に対する県の認識と今後の対応
について

徳島市上八万町の安定型産業廃棄物処分場につ
いて

H18.11.24
吉野川河川敷、善入寺島へ搬入された汚泥発酵
肥料について

徳島市上八万町の安定型産業廃棄物処分場につ
いて

徳島市上八万町の安定型産業廃棄物処分場につ
いて



・県内の各市町村における対応について
○建設機械の排出ガス対策について ○アスベストの実態調査について
○ ○徳島県公害紛争処理条例の一部改正について

○
○河川等における環境ホルモンの調査について
○

○アスベストについて

○レジ袋の有料化に対する取り組みについて
○

○ ・健康被害の状況と原因調査について
○徳島化製について

○ ・悪臭対策について

○制定を目指している地球温暖化対策条例について
○下水道事業の推進について ○合併処理浄化槽の整備について
○合併処理浄化槽事業の推進について

○徳島化製による悪臭問題について ・市町村整備型の推進策について
○

（平成20年３月19日選任）
委員長 岡田　理絵      副委員長 川端　正義

○ 委   員 竹内　資浩 元木　章生 児島　　 勝
西沢　貴朗 嘉見　博之 吉坂　保紀

○徳島化製による悪臭問題について 森本　尚樹 山田　　 豊
○

○
○

○森林環境税について
○地球温暖化対策について

○地球温暖化対策について ・温室効果ガスの排出量について

・温室効果ガスの排出量について

○善入寺島の行政代執行について
○多美農場へ搬入された汚泥発酵肥料について
○

○

・公害調停の進捗状況について ○地球温暖化対策について
・施設の承継について ・温室効果ガスの削減量について
・過去に処分された廃棄物について

○アスベスト問題について

・中小建築物のアスベスト使用実態について ○地球温暖化対策について
○合併処理浄化槽の整備について

・補助金の支出に対する県の考え方について
・市町村型事業の推進策について

○合併処理浄化槽の整備について ・パークアンドライドの今後の取り組みについて

・各都道府県における補助制度の状況について ・中小企業の温暖化対策に対する支援について

・太陽光発電関連事業の成果と今後の方向性につ
いて

・とくしま地球温暖化対策推進条例での本県の特
色について

・交通渋滞対策社会実験の今後の取り組みについ
て

・徳島県生活環境保全条例に基づく事業所からの
温室効果ガス排出量の報告及び公表について

徳島市上八万町の安定型産業廃棄物処分場に係
る手続について

・とくしま地球温暖化対策推進条例（仮称）につい
て

H20.7.7

・とくしま地球環境ビジョンのこれまでの取り組みと
成果について

・浄化槽市町村整備事業に係る補助制度の見直し
について

徳島市上八万町の業廃棄物処分場に係る公害調
停委員会の委員について

H20.3.11

・公共施設及び民間建築物における実態調査につ
いて

・民間建築物アスベスト対策費の執行状況と今後
の取り組みについて

・徳島市立食肉センターから排出された汚泥の処
理について

・浄化槽整備事業に係る補助制度の見直しについ
て

H20.6.19
交通渋滞対策社会実験によるＣＯ２排出量の削減
について

・地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体の
実行計画について

・運輸部門における温室効果ガス削減に向けた取
り組みについて

徳島市上八万町の安定型産業廃棄物処分場につ
いて

・石綿健康被害救済法に基づく健康被害の状況に
ついて

H20.2.20

汚水処理を施した排水の放流に係る負担金につ
いて

H19.12.11

・とくしま地球温暖化対策推進条例（仮称）に係る
審議の概要及びスケジュールについて

・生活環境保全条例に基づく事業者の温室効果ガ
ス削減計画書について

徳島市上八万町の安定型産業廃棄物処分場で住
民団体が実施したダイオキシン調査について

H19.10.11
徳島市上八万町の安定型産業廃棄物処分場周辺
でのダイオキシン調査について

下水道及び合併処理浄化槽の整備に向けた取り
組みについて

合併処理浄化槽整備に対する補助金支出の考え
方について

吉野川河川敷、善入寺島へ搬入された汚泥発酵
肥料について

大型建築物解体時におけるアスベスト対策につい
て

H19.9.21

H19.6.29

不動二期地区地域用水環境整備統合補助事業に
ついて

徳島市上八万町の安定型産業廃棄物処分場で住
民団体が実施したダイオキシン調査に対する評価
について



○とくしま地球温暖化対策推進条例について ○

○

・温室効果ガスの数値目標の記載について
○グリーン電力証書購入への取り組みついて
○地球温暖化防止活動センターの設置について

○温室効果ガスの排出量について ○

○

○アスベスト対策の県内の状況について ○交通社会実験について
○地球温暖化対策について ・東部地区での取り組み結果について

・今切工業団地での実験内容について
○

・事業者等における時差出勤の推進について
○産業廃棄物処理業者優良認定制度について
○徳島県における不法投棄案件等について
○

○
○

○徳島県地球温暖化対策推進条例（案）について ○

・地球温暖化対策計画書等の公表について
○

・特定事業者の対象について ○徳島県における環境を考える日の制定について
・事業者への過料、罰則について ○

・公表システムについて
・事業者との協議について ○アスベスト再分析調査の結果について

○

・条例の制定理由及び目的について ○

・条例の周知徹底について
○事業所での温暖化対策の推進について ○
○アスベストの使用状況調査について
○環境審議会の委員の構成について ○平成１８年２月の浄化槽法の改正等について
○地震発生時におけるアスベスト対策について ○法定点検の実施について

○法定点検等にかかる費用負担の低減について
○ ○

○ ○

○ ○

○ ○優良産業廃棄物処理業者認定制度について
・審議会のメンバーについて

○ ・処理業者の予定認定数について
・指導、処分等を受けた業者の認定要件について

○
○

○
○

○
○産業廃棄物処理業者優良認定制度について

徳島県における自然エネルギーの利用状況につ
いてバックキャスティング手法による温室効果ガス削減

の中長期目標について

徳島県地球温暖化対策推進条例の運輸部門にお
ける対象台数について

地球温暖化防止活動推進センターの設置につい
て

H21.2.20
ＣＯ２削減に向けた交通社会実験の取り組み結果

について

徳島県地球温暖化対策推進条例における運輸部
門の対象の所有台数について

市町村における温暖化防止実行計画の策定状況
について

徳島県地球温暖化対策資金貸付制度の利用推進
について

オンリーワン行動計画第2幕におけるリサイクル率
の目標値について

太陽光発電等関連事業の成果と今後の普及につ
いて

H20.11.27

地球温暖化対策推進条例にかかる細則制定の進
め方について

徳島県の民間建築物アスベスト対策補助制度の
利用状況について

２００７年度の温室効果ガス排出量の速報値につ
いて

H20.9.22

県南部における交通社会実験後の取り組みにつ
いて

徳島県地球温暖化対策資金貸付制度の利用推進
について

国土交通省におけるアスベスト使用実態調査につ
いて

国土交通省９月補正予算のアスベスト対策補助金
の活用状況について

アスベストの使用状況調査と発症事例の把握につ
いて

H20.12.15
市町村における地球温暖化対策実行計画の策定
について

今切工業団地での交通社会実験の実施状況につ
いて

・地球温暖化推進計画などによる中長期目標につ
いて

生活環境保全条例に基づく事業者の温室効果ガ
ス削減計画等の公表について

大規模事業者における温室効果ガス排出量の把
握及び公表について

・建築物及び催しに係る温暖化対策の対象につい
て

H20.10.14
地球温暖化対策としての交通渋滞対策社会実験
の東部地区での取り組みについて

地球温暖化対策推進のための県民への周知につ
いて

徳島市上八万町の安定型産業廃棄物処分場の終
了届の受理について

徳島東部処分場及び橘処分場の進捗状況につい
て

・企業における温暖化対策と経済活動の両立につ
いて

・沖洲外地区の耐震岸壁整備による運輸部門での
二酸化炭素の削減について

観光バス及びタクシーのアイドリングストップの推
進について

・東京都との温室効果ガス削減目標の比較につい
て

・制定スケジュールと洞爺湖サミットとの関連づけ
について

・事業所における温室効果ガス排出量の報告及び
公表について

・個人と事業所における温室効果ガスの排出量に
ついて

・温室効果ガスの排出量が多い事業所への対策
について



・優良認定制度の申請料について
・暴力団関係者の排除について

○

○浄化槽整備事業補助金について
○流域下水道事業の進捗状況ついて
○

・環境学習の指導者の育成について
○市町村における合併浄化槽の整備計画について
○

○地球温暖化対策の推進について ・家庭からのCO２削減に対する取り組みについて
○浄化槽整備事業について

・グリーンエネルギー共同活用事業について
・浄化槽整備事業補助金の繰越し理由について

・とくしま環境の日の設定について

○廃棄物対策（リサイクル）について

・公共交通機関のあり方について
・スローライフの推進について ○生活環境の改善について

○流域下水道整備の第２期計画について
○浄化槽整備の状況について

・法定検査の受検率等について ・文化の森における捨て猫対策について
・浄化槽の維持管理費について
・浄化槽整備に係る経済対策の概要について ○

・合併浄化槽の設置の推進について
○ ○

○太陽光発電設備の普及の取り組みについて ○
○

○
○

○
○徳島県保健環境センターの移転について
○温暖化対策のための自転車の利用活用について ○
○鳴門市新池川の水質改善について

○
（平成21年３月20日選任）

委員長 児島　　 勝      副委員長 松崎　清治 ○
委   員 樫本　　 孝 寺井　正邇 木南　征美

木下　　 功 福山　　 守 岩丸　正史 ○林業飛躍基金の現状について
庄野　昌彦 長尾　哲見 ○

○地球温暖化対策について

本県における森林吸収源によるCO２吸収目標につ

いて
ダイオキシン問題とCO２問題との関係の整理につ

いて
県内小中学校における太陽光パネル設置事業の
応募状況について

県内における環境教育への取り組みの整理につ
いて

浄化槽維持管理適正化計画推進モデル事業予算
の使途について

県外からの廃蛍光灯の受け入れによるリサイクル
推進について

県内産再生骨材の公共事業への利用状況につい
て

・屋外広告物の実態調査及び違反広告物への対
応について

H21.9.16
環境創造基金（地域グリーンニューディール基金）
の取扱について

民主党によるCO２の２５％削減目標に対する県の

対応について

・浄化槽の維持管理確保のための組織確立への
取り組みについて

・アナログ放送終了に伴うテレビ等家電製品の不
法投棄対策について

・廃蛍光灯リサイクル施設における県外産廃受け
入れ規制について

・県内産再生骨材の公共事業への利用促進につ
いて

・太陽光パネル設置に係る市町村及び学校施設へ
の支援事業について

・企業に対する地球温暖化に係る支援事業及び融
資実績について

・浄化槽の法定検査受検率向上への取り組み強
化について

・個人設置型浄化槽と市町村設置型浄化槽の概
要及び違いについて

阿南市に計画されている産業廃棄物最終処分場
の申請状況について

リチウム電池を活用した電動自転車等の普及につ
いて

エコオフィスとくしま県率先行動計画の達成状況と
県内への普及について

H21.7.3

・２０１０年の温室効果ガス排出削減目標の達成に
ついて

・地球温暖化対策推進条例にかかる対象事業者
及び公表時期について

・地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく実
行計画の策定状況について

・地球温暖化防止活動推進センターの立ち上げに
ついて

産業廃棄物処理業者優良制度における暴力団の
排除について

H21.3.12

・環境首都とくしま創造センター（仮称）の設置につ
いて

・地球温暖化対策等資金及び環境関連産業立地
促進資金の利用状況について

・育成制度貸付金の制度内容及び貸付方法につ
いて

産業廃棄物処理業者優良認定制度における情報
公開性について

上八万町の安定型産業廃棄物処分場のテレビ報
道における水質検査結果について

・とくしま新成長戦略（グリーンニューディール）推
進事業の内容と効果について

・新成長戦略（グリーンニューディール）推進企画
員室の概要について

・「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育
の推進に関する法律」に対する本県の認識につい
て

・県内における環境教育の取組状況及び周知方法
について



○
○

○鶏糞処理に向けた取り組みについて
○環境教育アシスタント制度について
○ ○

○県内におけるカーボンオフセットの認証について ○
○ＣＯ２削減に向けた企業支援について
○地域グリーンニューディール基金の状況について ○環境首都とくしま創造センターについて
○ ・運営事業費の使途内訳について

・運営開始時期及び県民への周知について
○ ・運営体制について

○浄化槽整備事業費補助金の減額理由について
○ ○

○ ○

○ ○

○ ○みんなで環ガエル農業推進事業の概要について
○民間建築物アスベスト対策費の減額理由について

○ ○

○旧道等における不法投棄への対応について
○ ○

○ ○

○ ○

○ ○一括契約制度の県下市町村への普及について
○

○
○

○正法寺川の水環境改善対策について
○

○
○環境に関する情報の提供方法について

○ ○実践的な環境学習の指導者育成について
○

○徳島東部処分場の現状と今後のあり方について
○ ○

○

○
○

○
○

○
○河川への不法投棄に対する監視強化について

○ ○

○ ○

○沖洲最終処分場の今後の利用計画について ○

太陽光発電施設等の設置に対する補助制度につ
いて

法定検査の未受検者に対する今後の指導につい
て

生物多様性及び生態系保全への取り組みについ
て

環境教育に対する学校現場と教育委員会との連
携強化について

カーボンオフセットにおけるＪ－ＶＥＲ制度の導入に
向けた取り組みについて

とくしま新成長戦略（グリーンニューディール）推進
事業による地域への効果について

今年度における環境創造基金（地域グリーン
ニューディール基金）の減額理由及び実績につい
て

合特法に基づく合理化事業計画の策定状況につ
いて

環境教育の普及へ向けた企業に対する取り組み
について

児童生徒の発達段階に応じた環境教育の工夫に
ついて

H22.3.11
一般廃棄物処理計画（基本計画・実施計画）策定
の市町村に対する指導について

適正な汲み取り価格の設定に向けた市町村への
指導について

生活排水処理対策に特化した新たな組織体制に
ついて

大規模合併浄化槽の法定検査に係る立入検査状
況について

県内産砕石の優先使用促進へのさらなる取り組み
について

H22.2.18
地球にやさしい企業・ＮＰＯ等支援事業における今
年度の実績及び来年度の方針について

環境影響評価・適切な土砂等の埋め立て等の推
進の概要について

浄化槽の法定検査受検率向上に向けた予納制度
の検討状況について

５０１人槽以上の法定検査受検に係る立入指導状
況について

旧吉野川流域下水道の整備に係る起債償還計画
及び今後の取り組みについて

市町村設置型浄化槽の普及への取り組みについ
て

災害時に備えた清掃業者の応援体制づくりについ
て

自然エネルギー活用の現状と今後の自給率向上
に向けた取り組みについて

事業仕分けによる下水道整備事業への影響につ
いて

徳島県廃棄物処理計画に係る第二期計画の目標
達成見込みと第三期計画の方向性について

県立学校及び小中学校における古紙類のリサイク
ル促進について

H21.12.10
地球温暖化対策推進計画策定における今後の方
向性ついて

環境教育の充実に向けたマスメディアとの連携・
協力について

温室効果ガス排出削減量に係る国の中期目標に
対する見解と本県のとくしま地球環境ビジョンにお
ける目標の根拠について

「とくしま地球環境ビジョン」におけるＬＥＤ活用目標
の進捗状況について

徳島夏・冬のエコスタイルの実施内容及び成果に
ついて

温室効果ガスに含まれるメタンガスの割合につい
て

優良下請け業者に対する表彰制度の導入につい
て

合併浄化槽の法定検査率向上に向けた予納制度
の取り組みについて

水質汚濁法に基づく県内対象事業所の監視への
取り組みについて

野焼きによるトラブル防止のための住民への周知
について

「とくしま地球環境ビジョン」における森林吸収源対
策の進捗状況について

民間の建物における解体時のアスベスト飛散防止
対策について

不法投棄に対する監視体制強化への取り組みに
ついて

「オンリーワン行動計画」における汚水処理目標に
対する進捗状況について

大規模合併浄化槽の未受検者への対応強化につ
いて

環境学習に関する情報の一元化及び県民への提
供について

学校における環境をテーマにした道徳教育への取
り組みについて

H21.10.13



○ ・今後の事業展開について
○一般ゴミのポイ捨て等への対処について

○正法寺川の水質改善について ○新池川の水質改善について
○ ・ＢＯＤの推移について

・類型指定について

（平成22年３月20日選任）
委員長 嘉見　博之      副委員長 臼木　春夫 ○新池川の排水ポンプ増設について
委   員 竹内　資浩 川端　正義 岸本　泰治 ○

木下　　 功 来代　正文 扶川　　 敦
森本　尚樹 大西　章英 ○

○徳島県保健環境センターの移転について ○林道の路網整備について
・移転のスケジュールについて ○汚水処理人口の普及率等について
・高度安全実験室の分離について ○

・跡地利用について
○太陽光発電システムの設置について ○

・住宅への普及状況について ○

・普及に向けた今後の取り組みについて
○新池川の水質改善について ○

・新池川水質改善対策会議について
・地元ボランティアへの支援について ○

○浄化槽法定検査の案内通知の発送主体について
○浄化槽法定検査の実施機関の指定について
○浄化槽法定検査に係る費用について

○不法投棄について ○浄化槽保守点検の実施状況の把握について
・テレビの不法投棄台数について ○市町村設置型合併浄化槽の整備状況について
・廃品回収業について ○市町村設置型合併浄化槽の普及について

○旧吉野川流域下水道の接続率について ○アスベスト含有の再生砕石の調査について
○合併浄化槽の設置基数について ○県外産再生砕石の把握について
○廃プラ処理施設の設置について ○拝原最終処分場の設置経緯について

・開発審査会の付議基準について ○徳島県立保健製薬環境センターの所管について
・産業廃棄物処理施設の設置許可について ○製薬指導所の業務について

○徳島県立保健製薬環境センターの組織について
○開発審査会の付議基準について ○徳島市内にあらわれたイノシシへの対応について
○

○県外産再生砕石の把握について
○電気自動車（ＥＶ）の普及について ○

・電気自動車施策の展開について
・改造ＥＶについて ○

・電気自動車の活用状況について
○浄化槽法定検査について

・検査実施機関の指定基準について
・検査費用の詳細内訳について

○シカの食害対策における広域連携について ○浄化槽保守点検の実施状況の把握について
○旧吉野川流域下水道事業について ○設置の届け出をしていない浄化槽について

・事業の進捗率について ・無届けの原因について
・下水道の接続率について ・無届けによる弊害について

○市町村設置型合併浄化槽の普及について
○

○エコみらいとくしまについて
・これまでの取り組みについて ○環境教育の推進について
・運営体制について ○新池川の水質改善について

H22.12.8

市町村における下水道事業特別会計への繰入額
について

一般廃棄物及び産業廃棄物の排出量の推移につ
いて

拝原最終処分場における医療廃棄物の埋立処分
への対応について

・徳島県汚水処理構想策定マニュアルの費用関数
について

・国営総合農地防災事業が水質に与える影響につ
いて

人工林における46年生以上の樹齢の割合と間伐
の状況について

外国資本による森林売買に対する法の規制につ
いて

市町村の一般廃棄物の処理に関する県の責務に
ついて

浄化槽の適正管理に向けた県・市町村・業界の連
携について

H22.11.18
徳島県立保健製薬環境センターの職員の配置と
環境について

浄化槽法定検査の案内文書に記載された文言に
ついて

Ｐ３施設（高度安全実験室）の今後のあり方につい
て

H22.9.16

剣山の水源涵養に影響を与えるシカの食害対策
について

・県の所有する電気自動車の一般県民への貸し出
しについて

H22.10.12

H22.6.28

・県内の公立学校における太陽光パネルの設置
状況について

・国営総合農地防災事業が水質に与える影響に
ついて

・生活環境の保全に関する環境基準の設定につ
いて

第１次産業と環境保全のバランスに対する所管部
局間の連携について

阿南市福井町における産業廃棄物最終処分場建
設事業者への対応状況について



・違反する工場に対する是正指導について

・水質改善に向けた具体的取り組みについて
・住民ボランティアとの協働について

○

○ＬＥＤ道路照明灯の普及について

○高病原性鳥インフルエンザについて
・感染リスクが高い野鳥の駆除について
・清浄性が確認できるまでの目安期間について
・養鶏場における防疫対策について
・養鶏場で万が一発生した場合の対応について
・通報すべき基準の周知について
・ふんのサンプル検査の実施について

○徳島県廃棄物処理計画について
・第２期計画の目標達成について
・第３期計画の目標値の設定について

○新池川における堆積汚泥除去の実施について
○浄化槽法定検査について

・受検率の推移について
・受検率の向上に向けた新規施策について
・受検率の向上に成果を上げた施策について

○シカの個体数調整の実施状況について
○

○旧吉野川流域下水道の接続戸数について
○汚水処理構想の見直しについて

○流域下水道事業の収支状況について
○

○

○鳥獣被害対策について
・有害鳥獣の捕獲実績について
・狩猟制度の緩和について
・農作物被害の状況について
・農作物被害調査の実施方法について
・ハンターの養成について

○廃棄物の不法投棄について
・不法投棄に対する罰則の適用について
・不法投棄監視システムの体制について
・不法投棄の通報等に関する協定について
・不法投棄物の検証について
・不法投棄に対する環境教育の取り組みについて

○県民の環境意識について
○

○

・違反の状況について

・学校及び一般家庭における飼養状況等の調査
について

市町村における下水道事業特別会計への繰入額
について

建築基準法の用途規制に違反するドライクリーニ
ング工場について

H23.3.7

合併浄化槽の設置に対する補助金の予算額につ
いて

浄化槽法定検査の受検率向上に向けた取り組み
について

環境保全に取り組む建設業者に対する評価につ
いて

・水質改善対策会議における水質目標値の設定
について

港区における木材利用ネットワーク（ＣＯ2固定認
証制度）への参画について

H23.2.15

・学校及び一般家庭で飼養する愛玩系家禽への
対応について



○○○○関西広域連合(仮称)調査特別委員会関西広域連合(仮称)調査特別委員会関西広域連合(仮称)調査特別委員会関西広域連合(仮称)調査特別委員会 ○

（平成21年７月８日選任） ○設立当初における徳島県の参加分野について
委員長 竹内　資浩      副委員長 木下　　 功 ○参加に係る費用について
委   員 川端　正義 岡本　富治 杉本　直樹 ○

福山　　 守 森田　正博 庄野　昌彦
黒川　征一 山田　　 豊 森本　尚樹 ○参加に伴う二重行政への懸念について
大西　章英 ○参加に伴う費用対効果の判明時期について

○参加に対する県民の意識調査について
○関西広域連合(仮称)の設立趣旨について ○事務局組織体制について
○ ○費用対効果を上げる参加形態のあり方について

○
○

○関係他府県の動向について ○県民に対する広報の時期及び内容について
○本県が参加に積極的であることの根拠について ○参加に際する庁内の検討組織について
○ ○参加検討過程の積極的な情報提供について

○
○関西広域連合(仮称)と道州制の違いについて
○ ○広域観光分野における数値目標について

○参加に伴う本県の懸案事項について
○ ○

○本県と関西圏との関わりの変遷について ○
○

○関西広域連合と関西経済界の関係について
○道州制と絡めた議論の必要性について ○全体参加と部分参加の違いについて
○ ○カワウ対策への本県参加の必要性について

○
○

○
○屋上屋となることへの懸念について
○ ○

○
○総務費の算出根拠について

○ ○連合議会議席配分の考え方について
○

○
○

○広域連合議会議員の定数の決定方法について
○ ○

○ ○規約案上程までのスケジュールについて
○組織について

○ ・広域連合協議会の構成員について
・広域連合議会理事者及び議員の任期について

○

○ ○経年増加傾向にある事業費算出の根拠について
○分賦金の試算方法及び額に対する認識について
○

○もっと知ろう「関西広域連合」事業について
○参加に係る費用対効果の検討方法について ○

・選挙管理委員及び監査委員の選任方法につい
て

大阪府知事による「国の出先機関を関西広域連合
(仮称)の下に移管させる」案に対する見解について

広域医療連携分野を本県が担う場合の業務内容
及び組織体制について

順次拡充する事務のうち関西３空港の一体的な管
理運営による本県への影響について

関西広域連合(仮称)への参加による観光面でのメ
リットについて

関西広域連合(仮称)への参加により本県が他府
県に与えるメリットについて

H21.9.17

関西広域連合(仮称)への参加に際する本四連絡
道路の低料金化の重要性について

関西広域連合(仮称)への参加意思決定前の関係
府県との情報交換について

広域連携強化ではなく広域連合であることの意義
について

事務局の集中型から分散型への変更に対する見
解について

参加における県民の受益と負担に対する本県の
見解について

広域産業振興分野におけるメリット、デメリットにつ
いて

設立に向けたスケジュールに対する県の目標につ
いて

分権改革推進本部第５回本部会議における経済
団体の発言に対する見解について

県民広報事業の実施による県民へのさらなる周知
について

H21.10.14

本県のドクターヘリ導入計画と関西広域連合(仮
称)との関係について

部分参加した場合の連合議会議員の権限につい
て

H21.12.11

関西広域連合(仮称)に対する本県の予算支出の
考え方及び流れについて

関西広域連合(仮称)への参加に際しての慎重か
つ十分な議論の必要性について

関西広域連合(仮称)に参加する際のメリット、デメ
リットについて

関西広域機構への本県の職員派遣及び費用支出
状況について

関西広域連合(仮称)への参加によるドクターヘリ
運航に係るメリットについて

広域連携強化ではなく広域連合であることの意義
について

大阪湾ベイエリア開発への関西経済界の関わりに
対する認識について

関西広域連合(仮称)への参加に対する県民の理
解を得るための広報予算について

関西広域連合(仮称)への参加による誘客拡大の
具体的目標について

関西国際空港への出資金の総額と大阪湾ベイエ
リア構想への対応について

県民への理解が不十分な中での関西広域連合
(仮称)への参加意思決定について

関西広域連合(仮称)に係る９月議会の議案内容に
ついて

H21.7.21

関西広域連合(仮称)に参加する際のメリット、デメ
リットに対する本県の認識について

関西広域連合(仮称)と道州制との関係に対する考
え方について

県民に対する関西広域連合(仮称)の趣旨及び内
容の周知について



○広報予算の執行状況及び県民の反応について ○部分参加における分賦金の取り扱いについて
○ ○６月議会に議案が提出されなかった理由について

○
○

○
○大きな目標の議論の重要性について

○
○

○
○

○
○

○
○首都圏広域連合の概要について
○ ○

○広報予算について ○関西広域機構の今年度の事業計画について
・９月補正予算の執行状況及び効果について ○もっと知ろう「関西広域連合」事業の成果について
・来年度の予定について ○パブリックコメントの実施と県民の理解について

○ ○

○ ○

○県民へのアンケート調査の概要及び結果について ○

○ ○ドクターヘリ導入に係る医師の確保について
○広域連合協議会の設置について

○ ○

○広域連合議会の議席配分試算の考え方について
○ ○

○事務を拡充した後の分賦金について ○
○国からの権限移譲の受け皿について
○ ○

○京都府議会における議論の状況について ○

○
○

○四国の他の３県に与えるメリットについて
○県民への浸透状況の認識について ○
○

○
○県民の産業振興への期待に対する認識について
○広域連合に係る議会及び分賦金の広報について ○徳島県が参加する事務の規約での記載について
○ ○地域限定通訳案内士の活用について

○広域連合議員の選出方法について
○ ○関西広域連合と道州制の関係について

○
○参加による定量的な経済効果の提示について
○アンケート結果に対する認識について ○
○

○

○

四国の他の３県との連携及び本県の役割につい
て

ｅ-モニターアンケートでの具体的な意見聴取の有
無についてH22.6.29

近畿ブロック知事会議での議論と今後への影響に
ついて

近畿圏整備に関する関西広域機構での要望活動
について

ｅ-モニターアンケート結果への認識と今後の対応
について

関西広域連合規約案における各府県の記載順に
ついて

関西広域連合における規約等の変更に係る全会
一致制について

関西広域連合に参加する各府県の議案の提出状
況について

関係府県議会における議案の議決と規約案の成
立の関係について

関西広域連合についての県民の理解の醸成につ
いて

関西広域連合設立における定量的なメリットにつ
いて

本県におけるドクターヘリの導入時期と関西広域
連合への移管について

パブリックコメント結果の本県行政への反映につい
て

H22.9.17
関西広域機構分権改革推進本部第６回本部会議
の開催内容について

設立議案の提出と総務省許可のスケジュールにつ
いて

関西広域機構分権改革推進本部第６回本部会議
の開催時期について

各府県における関西広域連合への取り組み状況
について

奈良県内における市町村長アンケートの結果につ
いて

地域主権戦略会議で示された出先機関の受け入
れについて

関西広域機構の近畿圏整備に関する重点事項に
ついて

９月に議案が提出された場合の設立時期と予算の
執行について

関西広域連合に対する本四連絡道路の料金体系
に関する問題提起について

不参加の県及び政令市がある中での広域観光及
び広域防災への影響について

大阪湾ベイエリアに対する本県の認識及びスタン
スについて

アンケート結果を踏まえての県民へのさらなる意
向集約について

参加による産業構造再構築の確信を持ちＰＲする
ことについて

広域連合への参加による本県の人口予測につい
て

H22.3.12
福井県、三重県、奈良県及び４政令市の「連携団
体」としての位置づけについて

広域連合の処理する事務と府県事務の割合につ
いて

国の出先機関の事務・権限の移譲を受ける場合
における議席配分の見直しについて

関西広域機構分権改革推進本部第６回本部会議
の開催予定について

設立のメリットを定量的に示した資料の作成予定
について

各府県議会への規約案上程が決定されるまでの
流れについて

来年度における関西広域機構への分担金につい
て

不参加県がある中での国の地方支分部局からの
権限移譲に対する考え方について

H22.2.19
連合への参加の２月議会での提案が先送りされた
原因及び今後の見通しについて

本県及び他府県における参加に対する姿勢及び
議論の進捗状況について

広域連合が担う事業と徳島県が担う事業の明確な
区分の必要性について 関係府県知事会議の開催予定と説明資料につい

て



○

○広域連携と広域連合の違いについて
○四国の徳島としての立場について
○

○関西広域連合に入るメリットについて
○

○関西広域連合と道州制との関係について
○本県が関西にできる貢献について
○

○京都府議会における附帯決議について
○

○

○関西広域連合設立後の県の組織体制について
○本県が広域医療分野を担うことについて
○

○関西広域連合からの脱退について
○関西広域連合の住民からの直接請求について
○広域連合協議会の構成メンバーについて
○関西広域機構への負担金について
○

○関西広域連合設立へのスケジュールについて
○ふるさと回帰への取り組みについて

○関西広域連合と道州制との関係について
○

○広域医療を受け持つ本県の組織体制について
○

○広域連合協議会の運営について
○京都府知事が発言したカジノ構想について
○

○高知県が実施するドクターヘリとの連携について
○広域医療事務に対する本県の独自案について
○関西広域連合の事務の形骸化について
○本県のストロー化現象について
○

○

広域連合と本県におけるドクターヘリの導入計画
について

広域救急医療連携計画の策定としくみづくりのス
ケジュールについて

H22.12.9

本県が四国の他の３県に対して果たす役割につい
て

関西広域連合で考えられる国からの権限移譲に
ついて

関西広域連合設立後の関西広域機構のあり方に
ついて

地方主権型道州制に向けた関西州のあり方につ
いて

関西広域連合内における本県への観光誘客の取
り組みについて

H22.10.13

今後の関西広域連合への分賦金の見込みについ
て

関西広域連合設立後の戦略的な取り組みについ
て

広域連合長の選出に当たっての知事のスタンスに
ついて

関西広域連合の設立当初の事務以外のメリットに
ついて

関西広域連合の設立に向けた理事者の姿勢につ
いて

関西広域連合設立後の本州四国連絡道路の通行
料金の是正への取り組みについて


