
地方自治体における「地方版規制改革会議」の取組状況 

 

令和４年１月 26 日現在 

徳島県 

・平成 28 年３月１日 提案募集受付開始 

・平成 28 年４月 22 日 徳島県規制改革会議（「vs 東京」実践委員会規制改革部会）設置 

・平成 28 年５月 27 日 第１回徳島県規制改革会議開催 

・平成 28 年６月２日 第２回徳島県規制改革会議開催 

・平成 28 年７月 20 日 第３回徳島県規制改革会議開催 

・平成 28 年７月 25 日 「徳島県における規制改革について（第１次提言）」を知事へ手交 

・平成 28 年 11 月 10 日 第１回とくしま民泊推進会議（※）開催 

※第１次提言を受けて設置されたもの 

・平成 29 年３月 23 日 第４回徳島県規制改革会議開催 

・平成 29 年７月 12 日 第５回徳島県規制改革会議開催 

・平成 29 年８月 24 日 第６回徳島県規制改革会議開催 

・平成 29 年９月 8日 「徳島県における規制改革について（第２次提言）」を知事へ手交 

・平成 30 年３月 28 日 第７回徳島県規制改革会議開催 

・平成 30 年６月 27 日 第８回徳島県規制改革会議開催 

・平成 30 年８月６日 第９回徳島県規制改革会議開催 

・平成 30 年９月 13 日 「徳島県における規制改革について（第３次提言）」を知事へ手交 

・平成 31 年３月 26 日 第 10 回徳島県規制改革会議開催 

・令和元年７月３日 第 11 回徳島県規制改革会議開催 

・令和元年９月２日 第 12 回徳島県規制改革会議開催 

・令和元年９月 19 日 「徳島県における規制改革について（第４次提言）」を知事へ手交 

・令和２年 10 月 29 日 第 13 回徳島県規制改革会議開催 

・令和２年 12 月４日 第 14 回徳島県規制改革会議開催 

・令和２年 12 月 23 日 「徳島県における規制改革について（第５次提言）」を知事へ手交 

・令和３年５月 31 日 第 15 回徳島県規制改革会議開催 

・令和３年８月 10 日 第 16 回徳島県規制改革会議開催 

・令和３年９月３日 第 17 回徳島県規制改革会議開催 

・令和３年 10 月 15 日 「徳島県における規制改革について（第６次提言）」を知事へ手交 

 

静岡県 

・平成 28 年５月 27 日 “ふじのくに”規制改革会議設置方針を決定 

・平成 28 年５月 27 日 提案募集受付開始 

・平成 28 年 11 月１日 “ふじのくに”規制改革会議本部会議設置 

・平成 29 年１月 12 日 第１回“ふじのくに”規制改革会議本部会議開催 

・平成 29 年３月 17 日 第１回“ふじのくに”中部地域会議開催 

・平成 29 年８月９日 第２回“ふじのくに”規制改革会議本部会議開催 



  

・平成 30 年３月 14 日 第３回“ふじのくに”規制改革会議本部会議開催 

・平成 31 年２月６日 第４回“ふじのくに”規制改革会議本部会議開催 

・平成２年２月５日 第５回“ふじのくに”規制改革会議本部会議開催 

・平成３年２月 第６回“ふじのくに”規制改革会議本部会議開催 ※書面開催 

 

鳥取県 

・平成 29 年４月 13 日 規制改革に係る提案募集開始 

・平成 29 年５月 22 日 平成 29 年度第１回鳥取県規制改革会議開催 

・平成 29 年８月 23 日 平成 29 年度第２回鳥取県規制改革会議開催 

・平成 29 年 11 月 10 日 平成 29 年度第３回鳥取県規制改革会議開催 

・平成 30 年３月 22 日 平成 29 年度第４回鳥取県規制改革会議開催 

・平成 30 年６月８日 平成 30 年度第１回鳥取県規制改革会議開催 

・平成 30 年 10 月 26 日 平成 30 年度第２回鳥取県規制改革会議開催 

・平成 31 年２月５日 平成 30 年度第３回鳥取県規制改革会議開催 

・令和元年７月 18 日 令和元年度第１回鳥取県規制改革会議開催 

・令和３年２月 18 日 令和２年度第１回鳥取県規制改革会議開催 

 

兵庫県 

・平成 30 年５月８日 提案募集受付開始 

・平成 30 年５月 18 日 第１回兵庫県規制改革推進会議開催 

・平成 30 年８月 22 日 第２回兵庫県規制改革推進会議開催 

・平成 30 年 11 月 22 日 第３回兵庫県規制改革推進会議開催 

・平成 31 年３月 15 日 第４回兵庫県規制改革推進会議開催 

・令和元年８月 22 日 令和元年度第１回兵庫県規制改革推進会議開催 

・令和元年 11 月 29 日 令和元年度第２回兵庫県規制改革推進会議開催 

・令和２年２月 14 日 令和元年度第３回兵庫県規制改革推進会議開催 

・令和２年８月 18 日 令和２年度第１回兵庫県規制改革推進会議開催 

・令和２年 12 月 17 日 令和２年度第２回兵庫県規制改革推進会議開催 

・令和３年３月 10 日 令和２年度第３回兵庫県規制改革推進会議開催 

・令和３年 12 月 16 日 令和３年度第１回兵庫県規制改革推進会議開催 

 


