
注１）　審議会等については、平成１６年１月１日以降に開催したものが対象となります。
注２）　開催した審議会等の会議録、会議結果の概要は、原則として県のホームページに掲載
　　　　しています。（開催してから月日の経過したものは、ホームページにない場合があります。）
注３）　審議会等の資料は、会議が公開の場合に限り、公表します。なお、文書量の関係で、公表
　　　　できる資料であっても、ホームページに掲載していない場合があります。
注４）　一覧表に掲載した審議会等については、会議が開催されていない場合もありますので、
　　　　ホームページ等に情報がない場合には、直接所属の担当者にお問い合わせ願います。

　　　　　　　　審　議　会　等　の　一　覧　表（附属機関）
　　　（令和4年7月1日現在）

所管部
番
号

所管課 審議会等の名称 設置根拠

危機管理環境部 1 危機管理政策課 徳島県国民保護協議会
国民保護法及び徳島県国民保護協
議会条例

危機管理環境部 2 とくしまゼロ作戦課 徳島県防災会議
災害対策基本法第14条（徳島県防
災会議条例）

危機管理環境部 3 とくしまゼロ作戦課
徳島県石油コンビナート等防災本
部

石油コンビナート等災害防止法第27
条（徳島県石油コンビナート等防災
本部条例）

危機管理環境部 4 グリーン社会推進課 徳島県環境審議会
徳島県環境審議会設置条例（環境
基本法第43条，自然環境保全法第
51条）

危機管理環境部 5 環境指導課 徳島県自動車廃物認定委員会 徳島県生活環境保全条例

危機管理環境部 6 環境管理課 徳島県環境影響評価審査会 徳島県環境影響評価条例

危機管理環境部 7 環境管理課
公害紛争処理法に規定するあっせ
ん委員

公害紛争処理法第２８条

危機管理環境部 8 環境管理課
公害紛争処理法に規定する調停
委員会

公害紛争処理法第３１条

危機管理環境部 9 環境管理課
公害紛争処理法に規定する仲裁
委員会

公害紛争処理法第３９条

危機管理環境部
消費者くらし安全局

10 消費者政策課 徳島県交通安全対策会議 交通安全対策基本法

危機管理環境部
消費者くらし安全局

11 消費者政策課 徳島県消費生活審議会
徳島県消費者の利益の擁護及び増
進のための基本政策に関する条例

危機管理環境部
消費者くらし安全局

12 消費者政策課 徳島県犯罪被害者等支援審議会
徳島県犯罪被害者等支援条例第21
条

危機管理環境部
消費者くらし安全局

13 安全衛生課 徳島県食の安全安心審議会 徳島県食の安全安心推進条例

危機管理環境部
消費者くらし安全局

14 安全衛生課 徳島県生活衛生適正化審議会

徳島県生活衛生適正化審議会設置
条例（生活衛生関係営業の運営の
適正化及び振興に関する法律第58
条）

政策創造部 15 総合政策課 徳島県総合計画審議会 徳島県総合計画審議会設置条例

政策創造部
地方創生局

16 市町村課 自治紛争処理委員 地方自治法第251条

政策創造部
地方創生局

17 市町村課 徳島県固定資産評価審議会
地方税法第401条の2（徳島県固定
資産評価審議会条例）

経営戦略部 18 総務課 徳島県私立学校審議会 私立学校法第9条

経営戦略部 19 人事課 徳島県特別職報酬等審議会
徳島県特別職報酬等審議会設置条
例

経営戦略部 20 人事課 徳島県職員委員会
地方自治法施行規程第９条（徳島
県職員委員会規則）

経営戦略部 21 人事課 徳島県職員倫理審査会 徳島県の公務員倫理に関する条例
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経営戦略部 22 職員厚生課
徳島県公務災害補償等認定委員
会

議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例

経営戦略部 23 職員厚生課 徳島県公務災害補償等審査会
議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例

未来創生文化部 24 未来創生政策課
徳島県控除対象特定非営利活動
法人審査会

徳島県控除対象特定非営利活動法
人の指定の手続等に関する条例第
22条

未来創生文化部 25 男女参画・人権課 徳島県男女共同参画会議 徳島県男女共同参画推進条例

未来創生文化部 26
次世代育成・青少年
課

徳島県青少年健全育成審議会 徳島県青少年健全育成条例

未来創生文化部 27 文化・未来創造課 徳島県文化創造審議会 徳島県文化創造審議会設置条例

未来創生文化部 28 文化資源活用課 徳島県文化財保護審議会
文化財保護法
文化財の保護に関する条例

未来創生文化部 29 文化資源活用課 徳島県銃砲刀剣類登録審査会 銃砲刀剣類登録規則

未来創生文化部 30
文化の森振興セン
ター

徳島県立図書館協議会
図書館法　徳島県文化の森総合公
園文化施設条例

未来創生文化部 31
文化の森振興セン
ター

徳島県立博物館協議会
博物館法　徳島県文化の森総合公
園文化施設条例

未来創生文化部 32
文化の森振興セン
ター

徳島県立近代美術館協議会
博物館法　徳島県文化の森総合公
園文化施設条例

未来創生文化部 33
文化の森振興セン
ター

徳島県立文書館協議会
徳島県文化の森総合公園文化施設
条例

未来創生文化部 34
文化の森振興セン
ター

徳島県立二十一世紀館協議会
徳島県文化の森総合公園文化施設
条例

未来創生文化部 35
文化の森振興セン
ター

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館協
議会

博物館法　徳島県立文化の森総合
公園文化施設費条例

未来創生文化部 36 スポーツ振興課 徳島県スポーツ推進審議会
スポーツ基本法
徳島県スポーツ推進審議会設置条
例

保健福祉部 37 保健福祉政策課 徳島県社会福祉審議会

社会福祉法第7条，児童福祉法第8
条，子ども・子育て支援法第77条4
項（徳島県社会福祉審議会設置条
例）

保健福祉部 38 国保・自立支援課 国民健康保険審査会 国民健康保険法第92条

保健福祉部 39 国保・自立支援課 後期高齢者医療審査会
高齢者の医療の確保に関する法律
第129条

保健福祉部 40 国保・自立支援課 徳島県国民健康保険運営協議会 国民健康保険法第11条第1項

保健福祉部 41 医療政策課 徳島県医療審議会 医療法第７２条

保健福祉部 42 医療政策課
地方独立行政法人徳島県鳴門病
院評価委員会

地方独立行政法人徳島県鳴門病院
評価委員会設置条例

保健福祉部 43 健康づくり課 徳島県精神保健福祉審議会
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律第9条（徳島県精神保健福
祉審議会設置条例）

保健福祉部 44 健康づくり課 徳島県健康対策審議会 徳島県健康対策審議会設置条例

保健福祉部 45 健康づくり課 徳島県指定難病審査会
難病の患者に対する医療に関する
法律第8条
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保健福祉部 46 健康づくり課 徳島県小児慢性特定疾病審査会 児童福祉法第19条の４

保健福祉部 47
精神保健福祉セン
ター

徳島県精神医療審査会
精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律第12条

保健福祉部 48 薬務課 徳島県麻薬中毒審査会
麻薬及び向精神薬取締法第58条の
13

保健福祉部 49 薬務課 徳島県薬事審議会

徳島県薬事審議会設置条例（医薬
品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律第
3条）

保健福祉部 50 長寿いきがい課 徳島県介護保険審査会 介護保険法第184条

保健福祉部 51 障がい福祉課 徳島県障がい者施策推進協議会
障害者基本法第36条（徳島県障が
い者施策推進協議会条例）

保健福祉部 52 障がい福祉課
徳島県障害者介護給付費等不服
審査会

障害者総合支援法第９８条第１項
（徳島県障害者介護給付費等不服
審査会設置条例）

保健福祉部 53 障がい福祉課
徳島県障害児通所給付費等不服
審査会

児童福祉法第５６条の５の５におい
て準用する障害者総合支援法第９８
条第１項（徳島県障害児通所給付
費等不服審査会設置条例）

保健福祉部 54 障がい福祉課
徳島県障がいのある人の相談に
関する調整委員会

障がいのある人もない人も暮らしや
すい徳島づくり条例第18条

保健福祉部
東部保健福祉局

55 徳島保健所
徳島県東部地区感染症診査協議
会

感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律第24条（徳
島県感染症診査協議会条例）

商工労働観光部 56 企業支援課
徳島県大規模小売店舗立地審議
会

徳島県大規模小売店舗立地審議会
設置条例

商工労働観光部 57
産業人材育成セン
ター

徳島県職業能力開発審議会
徳島県職業能力開発審議会設置条
例（職業能力開発促進法第91条）

商工労働観光部 58 観光政策課 徳島県観光審議会 徳島県観光審議会設置条例

農林水産部 59 農林水産政策課 徳島県農林水産審議会 徳島県農林水産審議会設置条例

農林水産部 60 農林水産政策課 徳島県農業共済保険審査会 農業保険法第222条

農林水産部 61 スマート林業課 徳島県森林審議会 森林法第68条

県土整備部 62 県土整備政策課
土地収用法に規定するあつせん
委員

土地収用法第15条の3

県土整備部 63 県土整備政策課 土地収用法に規定する仲裁委員 土地収用法第15条の8

県土整備部 64 建設管理課 徳島県建設工事紛争審査会 建設業法第25条

県土整備部 65 用地対策課 徳島県国土利用計画審議会
徳島県国土利用計画審議会設置条
例（国土利用計画法第38条，土地
収用法第34条の7）

県土整備部 66 用地対策課 徳島県土地利用審査会 国土利用計画法第39条

県土整備部 67 都市計画課 徳島県都市計画審議会
都市計画法第77条（徳島県都市計
画審議会条例）

県土整備部 68 都市計画課 徳島県屋外広告物審議会 徳島県屋外広告物条例

県土整備部 69 都市計画課 徳島県開発審査会
都市計画法第78条（徳島県開発審
査会条例）

県土整備部 70 建築指導室 徳島県建築審査会
建築基準法第78条（徳島県建築審
査会条例）
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県土整備部 71 建築指導室 徳島県建築士審査会 建築士法第28条

県土整備部 72 運輸政策課 徳島県地方港湾審議会
港湾法第35条の2（徳島県地方港湾
審議会条例）

監察局 73 監察評価課 徳島県いじめ問題調査委員会 いじめ防止対策推進法施行条例

監察局 74 監察評価課 徳島県情報公開審査会 徳島県情報公開条例

監察局 75 監察評価課 徳島県個人情報保護審査会 徳島県個人情報保護条例

監察局 76 監察評価課 徳島県行政不服審査会 徳島県行政不服審査会設置条例

監察局 77 法人検査課 徳島県公益認定等審議会
公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律第50条（徳島
県公益認定等審議会条例）

南部総合県民局 78 阿南保健所
徳島県南部地区感染症診査協議
会

感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律第24条（徳
島県感染症診査協議会条例）

西部総合県民局 79 三好保健所
徳島県西部地区感染症診査協議
会

感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律第24条（徳
島県感染症診査協議会条例）

（教育委員会）

　 80 教育創生課 徳島県教育振興審議会 徳島県教育振興審議会設置条例

　 81 学校教育課 徳島県教科用図書選定審議会
義務教育諸学校の教科用図書の無
償措置に関する法律

82 人権教育課 いじめ問題等対策審議会 いじめ防止対策推進法施行条例

　 83 生涯学習課 徳島県奨学金審査委員会 徳島県奨学金貸与条例

　 84 生涯学習課 社会教育委員会議
社会教育法
徳島県社会教育委員設置条例

所管部 番 所管課 審議会等の名称 設置根拠

危機管理環境部 1
とくしまゼロ作戦課
事前復興室

徳島県復興指針推進委員会
徳島県復興指針推進委員会設置要
綱

危機管理環境部 2
とくしまゼロ作戦課
事前復興室

徳島県国土強靱化地域計画及び
徳島県南海トラフ・活断層地震対
策行動計画推進委員会

徳島県国土強靱化地域計画及び徳
島県南海トラフ・活断層地震対策行
動計画推進委員会設置要綱

危機管理環境部 3 グリーン社会推進課
徳島県環境活動連携拠点運営協
議会

徳島県環境活動連携拠点運営協議
会設置要綱

危機管理環境部 4 グリーン社会推進課
自然エネルギー立県とくしま推進
委員会

自然エネルギー立県とくしま推進委
員会設置要綱

危機管理環境部 5 環境指導課
徳島県廃棄物処理施設設置専門
委員会

徳島県廃棄物処理施設設置専門委
員会設置要綱

危機管理環境部 6 環境指導課
徳島県優良廃棄物処理業者認定
委員会

徳島県優良廃棄物処理業者認定制
度実施要綱

危機管理環境部 7 環境管理課 徳島県湾・灘協議会 徳島県湾・灘協議会設置要綱

危機管理環境部 8
保健製薬環境セン
ター

徳島県保健製薬環境センター試験
研究評価委員会

徳島県保健環境センター試験研究
評価実施要領

危機管理環境部
消費者くらし安全局

9 消費者政策課 消費者庁等移転推進協議会
消費者庁等移転推進協議会設置要
綱

　　　　　審　議　会　等　の　一　覧　表（要綱設置の協議会等）
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危機管理環境部
消費者くらし安全局

10 消費者政策課 徳島県再犯防止推進協議会
徳島県再犯防止推進協議会設置要
綱

危機管理環境部
消費者くらし安全局

11 安全衛生課
徳島県動物由来感染症対策検討
会

徳島県動物由来感染症対策検討会
設置要綱

危機管理環境部
消費者くらし安全局

12
動物愛護管理セン
ター

徳島県動物愛護推進協議会
徳島県動物愛護推進協議会設置要
綱

政策創造部 13 万博推進課 徳島県科学技術県民会議 徳島県科学技術県民会議設置要綱

政策創造部
地方創生局

14 とくしまぐらし応援課 地方創生“挙県一致”協議会
地方創生“挙県一致”協議会設置要
綱

政策創造部
地方創生局

15
デジタルとくしま推進
課

ｅ‐とくしま推進会議 ｅ‐とくしま推進会議設置要綱

政策創造部
地方創生局

16
デジタルとくしま推進
課

徳島県データ利活用推進会議
徳島県データ利活用推進会議設置
要綱

経営戦略部 17 人事課
とくしま行財政改革プラン推進委員
会

とくしま行財政改革プラン推進委員
会設置要綱

経営戦略部 18 管財課 徳島県政府調達苦情検討委員会
徳島県政府調達苦情検討委員会設
置要綱

経営戦略部 19 管財課 徳島県公有財産リフレッシュ会議
徳島県公有財産リフレッシュ会議設
置要綱

未来創生文化部 20 男女参画・人権課 徳島県人権教育啓発推進委員会
徳島県人権教育啓発推進委員会設
置要綱

未来創生文化部 21 男女参画・人権課
徳島県立男女共同参画総合支援
センター運営委員会

徳島県立男女共同参画総合支援セ
ンター運営委員会設置要綱

未来創生文化部 22
次世代育成・青少年
課

徳島県少子化対応県民会議
徳島県少子化対応県民会議設置要
綱

未来創生文化部 23
次世代育成・青少年
課

徳島県放課後子ども総合プラン推
進委員会

徳島県放課後子ども総合プラン推
進委員会設置要綱

未来創生文化部 24 徳島県立博物館 徳島県立博物館資料収集委員会
徳島県立博物館資料収集委員会設
置要綱

未来創生文化部 25 徳島県立近代美術館
徳島県立近代美術館資料収集委
員会

徳島県立近代美術館資料収集委員
会設置要綱

未来創生文化部 26 スポーツ振興課 体力つくり徳島県民会議 体力つくり徳島県民会議規約

保健福祉部 27 保健福祉政策課 徳島県自殺対策連絡協議会
徳島県自殺対策連絡協議会設置要
綱

保健福祉部 28 保健福祉政策課
徳島県福祉サービス評価推進委
員会

徳島県福祉サービス評価推進委員
会設置要綱

保健福祉部 29 医療政策課 徳島県地域医療総合対策協議会 徳島県地域医療支援機構設置要綱

保健福祉部 30 医療政策課 新たな鳴門病院のあり方検討会
新たな鳴門病院のあり方検討会設
置要綱

保健福祉部 31 医療政策課 徳島県地域医療構想調整会議
徳島県地域医療構想調整会議設置
要綱

保健福祉部 32 健康づくり課 徳島県周産期医療協議会 徳島県周産期医療協議会設置要綱

保健福祉部 33 健康づくり課 徳島県難病医療連絡協議会
徳島県難病医療提供体制整備事業
実施要綱

保健福祉部 34 感染症対策課 徳島県肝炎対策協議会 徳島県肝炎対策協議会設置要綱

保健福祉部 35 薬務課 徳島県献血推進協議会 徳島県献血推進協議会規程

保健福祉部 36 薬務課
徳島県薬剤師・薬局機能強化及び
多職種連携対策協議会

徳島県薬剤師・薬局機能強化及び
多職種連携対策協議会設置要綱

保健福祉部 37 薬務課
徳島県後発医薬品適正使用協議
会

徳島県後発医薬品適正使用協議会
設置要綱

保健福祉部 38 長寿いきがい課
徳島県介護実習・普及センター運
営委員会

徳島県介護実習・普及センター運営
委員会設置要綱

保健福祉部 39 長寿いきがい課
徳島県特別養護老人ホーム・介護
老人保健施設整備検討委員会

徳島県特別養護老人ホーム・介護
老人保健施設整備検討委員会設置
要綱
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保健福祉部 40 長寿いきがい課 徳島県地域包括ケア推進会議
徳島県地域包括ケア推進会議設置
要綱

保健福祉部 41 長寿いきがい課
徳島県地域介護総合確保推進協
議会

徳島県地域介護総合確保推進協議
会設置要綱

保健福祉部 42 長寿いきがい課 徳島県認知症対策連携推進会議
徳島県認知症対策連携推進会議設
置要綱

保健福祉部 43 長寿いきがい課
とくしま高齢者いきいきプラン策定
評価委員会

とくしま高齢者いきいきプラン策定
評価委員会設置要綱

保健福祉部 44 障がい福祉課 徳島県障がい者自立支援協議会
徳島県障がい者自立支援協議会設
置要綱

保健福祉部 45 障がい福祉課
徳島県障がい者差別解消連絡会
議

徳島県障がい者差別解消連絡会議
設置要綱

保健福祉部 46 障がい福祉課
徳島県医療的ケア児支援センター
検討会

徳島県医療的ケア児支援センター
検討会設置要綱

保健福祉部 47
発達障がい者総合支
援センター

徳島県発達障がい者支援地域協
議会

徳島県発達障がい者支援地域協議
会設置要綱

東部保健福祉局 48 徳島保健所
徳島県東部保健福祉局難病対策
地域協議会

徳島県東部保健福祉局難病対策地
域協議会設置要綱

商工労働観光部 49 工業技術センター
徳島県立工業技術センター試験研
究評価委員会

徳島県立工業技術センター試験研
究評価実施要綱

商工労働観光部 50 労働雇用戦略課 働く女性応援ネットワーク会議
働く女性応援ネットワーク会議設置
要綱

商工労働観光部 51 労働雇用戦略課 テレワーク活用ネットワーク会議
テレワーク活用ネットワーク会議設
置要綱

農林水産部 52 農林水産政策課
徳島県農林水産関係事業適正化
委員会

徳島県農林水産関係事業適正化委
員会設置要綱

農林水産部 53 農林水産政策課
農山漁村未来創造事業評価委員
会

農山漁村未来創造事業評価委員会
設置要綱

農林水産部 54
もうかるブランド推進
課

とくしまブランド成長戦略会議
とくしまブランド成長戦略会議設置
要綱

農林水産部 55 畜産振興課
徳島県家畜保健衛生所機能強化
検討会

徳島県家畜保健衛生所機能強化検
討会設置要綱

農林水産部 56
農林水産総合技術支
援センター　経営推
進課

徳島県立農林水産総合技術支援
センター外部評価委員会

徳島県立農林水産総合技術支援セ
ンター外部評価委員会実施要領

農林水産部 57 農山漁村振興課 徳島県田園環境検討委員会
徳島県田園環境検討委員会等設置
要綱

農林水産部 58 農山漁村振興課 ふるさと水と土保全対策懇話会
徳島県ふるさと・水と土保全対策委
員会設置要領

県土整備部 59 県土整備政策課 徳島県公共事業評価委員会
徳島県公共事業評価委員会設置要
綱

県土整備部 60 建設管理課 徳島県入札監視委員会 徳島県入札監視委員会設置要綱

県土整備部 61 建設管理課
建設工事従事者の安全及び健康
の確保並びに処遇の改善に関す
る徳島県計画推進会議

建設工事従事者の安全及び健康の
確保並びに処遇の改善に関する徳
島県計画推進会議設置要綱

県土整備部 62 建設管理課 徳島県インフラDX推進協議会
徳島県インフラDX推進協議会設置
要綱

県土整備部 63 住宅課
第４次徳島県住生活基本計画検
討委員会

第４次徳島県住生活基本計画検討
委員会設置要綱

県土整備部 64 水管理政策課 とくしま流域水管理委員会 とくしま流域水管理委員会設置要綱

県土整備部 65 水管理政策課 とくしま流域水懇談会 とくしま流域水懇談会設置要綱

県土整備部 66 河川整備課 正法寺川流域水管理協議会
正法寺川流域水管理協議会設置要
綱

県土整備部 67 河川整備課 徳島県高潮浸水想定等検討会
徳島県高潮浸水想定等検討会設置
要綱

県土整備部 68 河川整備課 とくしま川づくり委員会 とくしま川づくり委員会設置要綱
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県土整備部 69 河川整備課 河川協力団体指定検討会 河川協力団体指定検討会設置要綱

県土整備部 70 水・環境課
旧吉野川浄化センター栄養塩管理
運転検討会

旧吉野川浄化センター栄養塩管理
運転検討会設置要綱

県土整備部 71 運輸政策課
徳島小松島港津田地区活性化計
画推進委員会

徳島小松島港津田地区活性化計画
推進委員会設置要綱

県土整備部 72 高規格道路課 徳島県自転車活用検討委員会
徳島県自転車活用検討委員会設置
要綱

県土整備部 73 高規格道路課
徳島県広域道路ネットワークに関
する検討委員会

徳島県広域道路ネットワークに関す
る検討委員会設置要綱

監察局 74 監察評価課 県政運営評価戦略会議 県政運営評価戦略会議設置要綱

南部総合県民局 75 地域創生防災部 徳島県南部地域政策総合会議
徳島県南部地域政策総合会議設置
要綱

南部総合県民局 76 保健福祉環境部
徳島県南部圏域難病対策地域協
議会

徳島県南部圏域難病対策地域協議
会設置要綱

南部総合県民局 77 県土整備部 海部川砂利利用促進協議会
海部川砂利利用促進協議会設置要
綱

西部総合県民局 78 地域創生観光部 徳島県西部地域政策総合会議
徳島県西部地域政策総合会議設置
要綱

西部総合県民局 79 美馬保健所
徳島県西部圏域難病対策地域協
議会

徳島県西部圏域難病対策地域協議
会設置要綱

（企業局）

80 経営企画戦略課
徳島県企業局戦略的経営推進委
員会

徳島県企業局「戦略的経営推進委
員会」設置要綱

（病院局）

81 総務課
徳島県立病院医療安全対策委員
会

徳島県立病院医療安全対策委員会
設置要綱

82 経営改革課 県立病院を良くする会 県立病院を良くする会設置要綱

83 経営改革課 旧海部病院利活用検討協議会
旧海部病院利活用検討協議会設置
要綱

（教育委員会）

　 84
コンプライアンス推進
室

徳島県教育行政点検・評価委員会
地方教育行政の組織及び運営に関
する法律

85 教職員課 とくしま教員育成協議会 教育公務員特例法第２２条の５

　 86 福利厚生課 徳島県教職員復帰審査会 徳島県教職員復帰審査会設置要綱

87 学校教育課 徳島県キャリア教育推進協議会
徳島県キャリア教育推進協議会設
置要綱

　 88 特別支援教育課 徳島県教育支援委員会 徳島県教育支援委員会規則

　 89 体育健康安全課 徳島県立学校等結核対策委員会
徳島県立学校等結核対策委員会設
置要綱

90 生涯学習課
徳島県子どもの読書活動推進協
議会

徳島県子どもの読書活動推進協議
会設置要綱

91 生涯学習課
徳島県読書バリアフリー推進協議
会

徳島県読書バリアフリー推進協議
会設置要綱

92 生涯学習課
学校を核とした地域の教育力強化
推進委員会

学校を核とした地域の教育力強化
推進委員会設置要綱

　 93 生涯学習課
徳島県立牟岐少年自然の家運営
協議会

徳島県立牟岐少年自然の家運営協
議会設置要綱

（警察本部）

警務部 94 警務課 徳島県留置施設視察委員会
刑事収容施設及び被収容者等の処
遇に関する法律

各警察署 95 各警察署 警察署協議会 警察法
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（教育委員会）

所管部
番
号

所管課 審議会等の名称 設置根拠

1 学校教育課 徳島県学校運営協議会
地方教育行政の組織及び運営に関
する法律第四十七条の五
徳島県学校運営協議会規則

　　　　　審　議　会　等　の　一　覧　表（合議制の機関）
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