
地域経済情報 徳島

日付 紙名 見出し 会報№
2022.9.17 徳島 阿波銀行本店営業部、日事連建築賞で最高賞 719
2022.9.3 徳島 県産農林水産物、輸出額が初の19億円超 718
2022.7.21 徳島 農業の脱炭素化推進へ　産学官の会議発足 717
2022.6.17 徳島 徳島東工業高跡地にアリーナ建設へ 716
2022.5.21 徳島 徳島市と美波町「未来都市」選定 715
2022.4.29 徳島 道の駅訪問数ランキング「いたの」が四国１位 714
2022.4.2 徳島 Ｂリーグ目指す県内チームの運営会社発足 713
2022.2.18 徳島 ＪＡＬ、空・陸の移動検索に新サービス 712
2022.1.30 徳島 上勝町のホームステイプログラムに国際表彰 711
2021.12.30 徳島 徳島発「起業家育成による地方創生」全国拡大 710
2021.12.9 日経 徳島県がスダチ新品種を開発 709
2021.10.16 徳島 鳴門観光に「MaaS」実証実験始まる 708
2021.9.27 徳島 美馬市、ドラマロケ支援へ 707
2021.8.23 徳島 神山町、2年連続社会増 706
2021.7.20 日経 脱炭素＋テレワークの実証実験開始 705
2021.6.30 徳島 阿波踊り、屋内開催へ　参加は県在住者 704
2021.3.29 徳島 徳島市、中小支援・女性活躍で東京の会社と連携 702
2021.2.20 徳島 JR牟岐線新駅建設地、徳島市役所前駐車場で調整 701
2020.12.18 徳島 日亜化学、新型コロナ99.99％不活性化LED開発 699
2020.12.14 徳島 地場産業振興協会の通販サイトが好調 698
2020.10.22 徳島 美波町の「あわえ」、モデル事業づくり 697
2020.10.9 徳島 電脳交通、タクシー業務デジタル化推進 696
2020.9.4 徳島 旧徳島新聞印刷センター、県が防災拠点として整備 695
2020.7.17 徳島 大塚国際美術館、日亜の白色LED導入 694
2020.5.22 徳島 徳島大発ベンチャー、支援ファンド設立 693
2020.5.13 徳島 J２徳島に社会連携賞　美馬市と共同事業 692
2020.3.17 徳島 移動販売車「とくし丸」500台突破 691
2020.2.21 徳島 今秋に「世界阿波おどりコンテスト」開催へ 690
2020.2.7 徳島 メディアドゥ、県内４社と起業支援へ法人設立 689
2020.1.1 徳島 米国で阿波踊り「アメリカ連」結成 688
2019.11.20 徳島 イーストとくしま、海外富裕層向けツアー企画 687
2019.11.1 徳島 全国初、県内の主要経済団体　すべて女性トップに 686
2019.9.25 徳島 県内企業の女性社長率、全国２位 685
2019.8.20 徳島 消費者庁戦略本部、県庁に開設へ
2019.8.17 〃 高級魚「キジハタ」陸上養殖技術開発へ
2019.7.31 徳島 徳島空港に「木頭カフェ」オープン
2019.7.23 〃 「とくし丸」を社会貢献で表彰
2019.6.26 日経 美波町、防災にWinny技術を応用
2019.6.18 徳島 イーストとくしま、徳島体感３ツアー企画
2019.5.31 徳島 大塚国際美術館、過去最高の入館42万人
2019.5.23 〃 東京五輪健康づくり事業、県内企業が四国初認証
2019.4.27 徳島 県が手掛ける「手ぶら観光」利用３倍に
2019.4.20 〃 阿波踊り、今夏フリーパス試験導入
2019.4.3 徳島 県プロ人材マッチング、目標超え28人が成約
2019.3.29 〃 養殖エコラベル認証、県内初取得
2019.2.7 徳島 消費者国際会合、９月に開催 677
2019.1.3 徳島 徳島大学、大学院を再編
2018.12.16 〃 吉野川市、食用花を産業化
2018.11.29 徳島 環境省の社会貢献表彰、上勝町の団体が最優秀
2018.11.22 〃 美馬市、民間委託サービスで健康増進
2018.11.1 徳島 神山町の企業にグッドデザイン賞
2018.10.31 〃 徳島大学が月刊誌を創刊
2018.9.22 徳島 社長輩出率、徳島が４年連続全国一 673
2018.9.4 徳島 徳島～香港線、季節定期便が就航
2018.8.29 徳島、日経 県東部で商品企画担う協議会が発足
2018.8.2 徳島 徳大が宇宙食の研究開発拠点を開設
2018.7.21 〃 葉っぱビジネスの育成拠点「彩山」完成
2018.7.10 徳島 LED活用で県職員が全国表彰 670
2018.6.8 徳島
2018.5.25 〃 「ひょうたん島クルーズ」周遊船３隻増
2018.5.11 徳島 「徳島横丁」今秋オープン
2018.5.11 〃 健祥会グループ、女性活躍で表彰
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日付 紙名 見出し 会報№
2018.4.7 徳島 生涯スポーツ国際大会へモニターツアー
2018.3.16 〃 美波町、津波対策でURと協定締結へ
2018.3.11 徳島 ビジネスプランコンテスト、徳島の企業が最優秀賞 666
2018.2.3 徳島 大鳴門橋に自転車道、徳島・兵庫で検討へ
2018.2.2 〃 チームラボ、都内に初の常設施設
2017.12.20 日経 徳島空港に水素供給所設置へ 664
2017.12.5 徳島 温泉総選挙で「大歩危祖谷」が１位に
2017.11.18 〃 国の天然記念物「大歩危」の範囲拡大
2017.11.14 徳島 三好市で車の自動運転実証実験へ 662
2017.10.17 徳島 「デュアルスクール」に先進政策大賞 661
2017.9.2 徳島 阿波銀行、神山町にSO開設
2017.9.1 〃 人形浄瑠璃「丹生谷清流座」に大臣賞
2017.7.25 徳島 消費者庁新拠点、徳島県庁で始動 659
2017.7.2 徳島 四国大学が「あわ検定」実施 658
2017.5.21 徳島 将来世代応援企業表彰、大塚製薬が最優秀
2017.5.21 〃 那賀に漫画図書館、18年度完成目指す
2017.4.18 徳島 県内主要50社アンケート、来春採用増23社 656
2017.3.28 徳島 徳島県産米で地酒ブランド 655
2017.3.15 徳島 急傾斜地農法「世界農業遺産」国内候補地に
2017.3.3 〃 鯖江市のデザイン集団、阿波市移住ＰＲに協力
2017.2.1 徳島 板野町、人口15年ぶり増
2017.1.21 〃 吉野川ハイウェイオアシスにミニホテル開業
2017.1.11 徳島 渋沢栄一賞、マルハ物産の林会長が受賞 652
2016.11.24 徳島 阿波藍産業、年度内に振興プロジェクト発足
2016.11.19 〃 鶴林寺など３カ所、国史跡に追加指定へ
2016.10.23 徳島 「川の駅」新たに４カ所検討 650
2016.10.9 徳島 東みよし町、新ビジネス創出へ
2016.10.6 〃 徳大が法人設立、ネットで資金集め支援
2016.9.9 徳島 徳島県内ＳＯ、新たに７社
2016.8.26 〃 徳島道４車線化、５年後完成目指す
2016.8.16 徳島 小松島市、遍路道散策コース整備へ
2016.7.30 〃 消費者庁、徳島に研究拠点新設
2016.7.15 徳島 徳島文理大、ＳＯ設置へ
2016.6.25 〃 阿波市の移住促進動画、リオで放送
2016.5.29 徳島 日本館が第２席、ベネチア国際建築展 645
2016.5.7 徳島 美波町、ＳＯ誘致へ協定 644
2016.3.14 徳島 鳴門JCT～徳島IC、通行台数が想定上回る
2016.3.10 日経 徳島南部、離島に新たに遠隔オフィス
2016.2.19 徳島 県、今秋に初の「浄瑠璃フェス」開催 642
2016.1.18 徳島 県の高齢者移住事業、本格化 641
2015.12.15 徳島 消費者庁誘致、神山に長官ら派遣へ 640
2015.10.23 毎日 「ＬＥＤ日本酒」誕生、徳島ブランドに
2015.10.9 徳島 神山の空き家再生集団、伊建築展の日本代表に
2015.9.5 徳島 板野に道の駅整備へ 637
2015.8.25 徳島 ＩＣＴ活用、在宅勤務で実証実験 636
2015.7.28 徳島 徳島県、移住相談窓口開設
2015.7.3 〃 「徳島ビジネスチャレンジメッセ」10月開催
2015.6.20 徳島 大歩危、国名勝に指定 634
2015.5.21 徳島 神山町に短期滞在型宿泊施設７月オープン
2015.5.15 〃 にし阿波観光圏、日本語と英語の冊子作製
2015.4.29 日経 県、データ公開サイト刷新
2015.4.23 〃 かんきつ類「阿波すず香」本格栽培
2015.3.13 徳島 道の駅重点候補「大歩危」に認定証 631
2015.2.20 日経 大鳴門橋開通30周年でイベント多数開催
2015.2.7 〃 県、Ｗｉ-Ｆｉ整備　災害・観光情報112施設で
2015.1.27 徳島 鳴門JCT～徳島IC、３月14日開通 629
2014.12.30 徳島 徳島大、地域創生の拠点を新設 628
2014.11.27 徳島 仏業者、木頭ゆず輸入 627
2014.10.27 徳島 徳島再生の事業支援
2014.10.24 〃 鳴門の渦潮、世界遺産登録へ協議会
2014.10.14 徳島 徳島ＩＳ、野球独立リーグ初の日本一
2014.9.13 〃 県、農水産物輸出を強化　３年で３倍
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日付 紙名 見出し 会報№
2014.8.28 徳島 つまもの「彩」、フランスへ輸出
2014.8.12 〃 県、「テレワーク」実証実験を開始
2014.7.11 日経 東みよし町にコールセンター進出 623
2014.6.19 日経 徳島大、６次産業化対応へ新学部 622
2014.5.21 徳島 古民家の宿、新たに３棟-三好・落合集落
2014.5.2 〃 観光客の誘致策探る研究会発足
2014.4.19 日経 県、欧州・東南アジアからの誘客強化
2014.4.4 徳島 「かわまちづくり支援制度」東みよし三庄地区登録
2014.3.8 徳島 県内宿泊者、初の200万人超え 619
2014.2.22 日経 小松島港、外国クルーズ船誘致
2014.2.14 徳島 ＤＭＶ、阿南海南～甲浦間を営業運転
2014.1.22 徳島 県が「地域商品券」発行へ　消費税増税対策
2014.1.10 〃 徳島ヴォルティス観戦者、宿泊費割引サービス開始
2013.12.27 日経 「とくしまマルシェ」徳島市内に常設店
2013.12.12 徳島 東京・銀座にアンテナショップ開店
2013.11.20 徳島 県の農林水産物輸出戦略、着実に成果
2013.11.16 〃 大歩危が国の天然記念物に
2013.10.26 日経 藍の研究チーム設置、染料以外の用途開発
2013.10.17 〃 県、観光パスポート事業を開始
2013.9.26 徳島 鳴門海峡を世界遺産に、登録へ連携強化
2013.9.4 〃 神山町のグリーンバレーに総務大臣賞
2013.8.6 徳島 県内4業者、香港で食のネット通販
2013.8.6 〃 美波の古民家にサテライトオフィス
2013.7.26 徳島 「第１回プラチナ大賞」県と上勝町に優秀賞
2013.7.26 日経 県、キャッチコピーとロゴマークを決定
2013.6.27 徳島 県の過疎オフィス事業、２社が新会社設立
2013.6.13 〃 阿波しらさぎ大橋、全国街路コンクールで最高賞
2013.5.31 産経 今夏、香港～徳島でチャーター便就航
2013.5.8 徳島 イオンが徳島リバーシティ跡に大型商業施設
2013.4.2 徳島 観光庁の整備計画に「にし阿波観光圏」再認定 608
2013.3.20 日経 徳島大が「農工商」分野を強化
2013.3.6 徳島、日経 出力３倍の紫外線ＬＥＤをナイトライド社が開発
2013.2.28 日経 過疎オフィス事業を強化 606
2013.1.29 日経 阿南市、関西で中小ビジネス仲介 605
2012.12.21 日経 香港～徳島線にチャーター便が
2012.12.20 徳島 大塚製薬、美馬に新工場
2012.12.13 〃 ナイスが小松島市内に製材工場
2012.12.8 日経 神山町のＮＰＯ、ＩＴ企業誘致で共有オフィス
2012.11.22　 徳島 日亜化学、純緑色レーザーの開発に成功
2012.11.17 　〃 太龍寺～平等寺の遍路道、国史跡に追加指定
2012.10.25 徳島 木頭ゆず、イオンと商品開発
2012.10.23 〃 阿波製紙、東証2部に10月23日上場
2012.9.28 徳島 徳島マルシェ、規模拡大へ
2012.9.1 〃 ベトナムに徳島物産店－県出身のコンサル運営
2012.8.17 徳島 ダーウィンズ、徳島市にコールセンター
2012.8.2 日経 徳島の高速、乗り放題プラン－西日本高速
2012.7.25 徳島 廃棄されるレンコン種子･茎をブレンド茶に
2012.7.14 〃 2013年度に「ひょうたん島博覧会」を開催
2012.6．30 徳島 県が首都圏の女性対象に「観光講座」開講
2012.6．26 〃 徳島南環状線の1.1㌔、７月８日暫定開通
2012.5.3、25 徳島 東京の企業がサテライトオフィスを－神山町と美波町 597
2012.4.21 徳島 松茂スマートＩＣで横断道と空港直結へ
2012.4.14 日経 企業誘致で３行と連携－阿南市
2012.2.24 徳島 阿波しらさぎ大橋、４月25日開通
2012.2.7、23 日経 東京のＩＴ企業が神山町、美波町に進出
2011.12.29 徳島 徳大に農工連携講座、新設
2011.12.22 〃 旅行口コミサイトで大塚美術館が満足度１位
2011.12.15 〃 大塚テクノがリチウム電池部品増産で新工場
2011.12.14 〃 徳島～湖南省のチャーター便、１月23日就航
2011.11.25 徳島 塩野義、徳島市に新工場、テレネットも新拠点開設へ
2011.11.23､25 〃 「ゆめタウン徳島」が藍住町にオープン
2011.11.16 〃 大塚製薬、町営「わじき工業団地」に進出
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日付 紙名 見出し 会報№
2011.10.24 徳島 徳島～湖南省のチャーター便、2012年１月就航
2011.10.14 〃 大鵬薬品、北島町に新工場
2011.10.4 〃 アニメ映画館、東新町に来春開館
2011.9.16 徳島 釣り糸製造のワイ・ジー・ケー、鳴門に新工場
2011.9.8 〃 木材からバイオエタノール－那賀に製造施設
2011.9.6 〃 野田ハニー食品がスダチオイルを大量に抽出
2011.9.1 〃 メテック北村の新工場、阿波市に完成
2011.8.30 日経 徳島市新町西再開発、高層住宅やめ事業費縮小
2011.8.23 徳島 四国横断道･徳島東～阿南、２地区で設計協議合意
2011.8.21 産経 ＡＮＡの羽田～徳島線、10月30日から増便
2011.8.17 徳島 船で気軽に街歩き、徳島市が「川の駅｣構想
2011.7.31 徳島 沖洲ターミナル整備事業、着工
2011.7.12 日刊工 阿南高専、“特命教授”に企業技術者
2011.7.11 徳島 徳島市中心部の鉄道高架大枠で合意－県・国交省
2011.7.1 〃 県がネット上に婚活応援ページ開設
2011.6.25 毎日、徳島 日和佐道路、７月16日全通
2011.6.1 徳島 吉本芸人、脇町劇場で９月からお笑いイベント
2011.4.26 徳島 東環状大橋が連結、2012年春開通 584
2011.3.18 徳島 徳島東環状線・川内工区1.3㎞区間、開通 583
2011.2.18 徳島 楽天トラベルアワード大賞に、ホテル祖谷温泉と稲田苑
2011.2.8 〃 大鵬薬品、北島に新工場を建設
2011.1.20 徳島 昨年の世界大学ランク、徳島大学が国内12位
2011.1.8 〃 上勝町の葉っぱビジネス「彩」人間ドラマ映画化
2010.12.16 日経 大塚ＨＤ、2010年12月15日に上場
2010.12.15 徳島 県産丸太、台湾へ初輸出
2010.12.2 〃 リチウム電池、開発加速－三洋電機徳島工場
2010.11.23 徳島 三好市の風致計画、認定－国交省など
2010.11.13 〃 大塚ＨＤ、12月15日に上場
2010.11.11 〃 富田製薬、鳴門で新研究所建設
2010.11.1 〃 全日空・徳島～東京線、再参入
2010.10.20 徳島 県医療クラスター、糖尿病予防で初の商品化
2010.10.7 〃 藍住の「ゆめタウン徳島」、2011年秋開業へ
2010.10.3 〃 赤石地区に四国最大級の巨大クレーン
2010.9.30 徳島 阿南高専、ベンチャー企業を設立
2010.9.22 〃 欧州向け豆腐、販売－さとの雪
2010.9.12 〃 ラピス大歩危の「妖怪屋敷」に観光客続々
2010.9.7 〃 木材素材で絶縁樹脂－徳大グループ開発
2010.9.5 〃 中国・長沙から定期チャーター便－徳島空港
2010.9.1 徳島 13年ぶりに県外企業「メテック北村」が進出－県営西長峰工業団地
2010.8.26 〃 阿波銀行が食の商談会を11月開催
2010.8.13 日経 木質バイオマス実験開始
2010.7.23 日経 紫外線ＬＥＤで殺菌－徳島大・四国化工機などが開発
2010.7.16 徳島 日亜、緑色レーザー開発し８月サンプル出荷へ
2010.7.8 〃 微量体液でアレルゲン特定－徳島大研究グループ
2010.7.1 徳島 阿波尾鶏を香港で販売、評判上々
2010.6.1 〃 県道・徳島空港線、四国横断道と連結へ
2010.5.28 徳島 東新町商店街の空き店舗を大学の教室に
2010.5.22 〃 ミニ植物工場完成で、レタスを試験栽培
2010.5.14 日経 次世代白色ＬＥＤ開発－ナイトライド、東芝子会社
2010.5.12 徳島 県名古屋事務所のアンテナショップ、好調
2010.4.29 徳島 徳島大２教授が世界初のＡＬＳ原因遺伝子を特定
2010.4.27 〃 大塚製薬、海外含め最大規模の新研究所が完成
2010.4.20 〃 日清紡、７月から植物工場の実証実験開始
2010.4.13 〃 阿波尾鶏料理の「一鴻」、大阪出店
2010.4.4,9 〃 新徳島空港2,500m滑走路完成し、４月８日オープン
2010.4.1 〃 徳島経済研究所、公益財団法人に移行
2010.3.30 徳島 四国初の電子手形で割引業務－阿波銀行
2010.3.27 〃 都内に徳島料理店｢阿波おどり」を５月に開店
2010.3.19 〃 ４月から野球のまち推進課を新設－阿南市
2010.3.18 〃 大塚テクノ、新工場完成
2010.3.16 〃 マリンピア沖洲の臨海道路・沖洲外北線開通
2010.3.16 〃 三洋電機、徳島工場に新技術棟
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日付 紙名 見出し 会報№
2010.3.12 〃 徳島県産野菜の取扱額は６年連続２位－大阪市中央卸売市場本場
2010.3.5 〃 大阪のソフィア、徳島市にコールセンターを開設
2010.2.25 愛媛 「鳴門うどん」を全国区に
2010.2.22 徳島 阿波とくしま観光大使に横綱白鵬、就任
2010.2.2 〃 日亜、ＬＥＤ需要増対応に新生産棟を建設
2010.1.27 徳島 全日空・徳島～東京線、2011年４月から運航
2010.1.26 〃 とくしま植物工場推進委、３部会で実証研究
2010.1.13 〃 県の｢観光大使」第一号は、ウェルかめの倉科さん
2010.1.13 〃 新徳島空港、４月８日開港
2009.12.29 徳島 美馬市に富山のＩＣＴ研究所がコールセンター開設
2009.12.9 〃 美波町のうみがめ博物館、９月から来館者急増
2009.12.7 〃 三好市が「たばこ特区」を申請
2009.12.3 〃 ＬＥＤ情報、県外へ発信
2009.11.10 徳島 三洋電機徳島工場、ＨＶ用電池ライン12月稼働
2009.11.7 〃 県木竹連が新ブランド「ＡＷＡ」を創設
2009.10.31 〃 上海拠点づくり開始へ－県、大阪府事務所に１人派遣
2009.10.30 徳島 「ふれあいの森林づくり表彰」に新町川を守る会が会長賞
2009.10.30 日刊工 徳島で植物工場推進－県、産学官で検討会
2009.10.17 徳島 大塚製薬ワジキ工場が「環境大臣表彰」
2009.10.5 〃 「ウェルかめ」ロケ風景を渦の道でパネル展
2009.10.1 〃 京都の高槻電器、阿南に拠点
2009.9.12 徳島 徳島県、上海に初の海外拠点
2009.9.10 徳島 徳島大学、ネットを活用し商店街を支援
2009.9.5 愛媛 ＪＲのヘッドマークに歌手北山たけしさんの「剣山」
2009.9.2 徳島、産経 観光資源、まとめてＰＲ－とくしまＩＮＡＫＡ博覧会
2009.8.26 徳島 南海フェリー、９月から土日祝日限定1,000円
2009.8.11 〃 「ウェルかめ」の舞台・美波町を切手でＰＲ
2009.8.7 〃 阿波銀が食の商談会を10月に開催
2009.7.28 徳島 阿波尾鶏、出荷累計2,000万羽を突破
2009.7.17 〃 徳島空港ビル、建設進み来春オープンへ
2009.7.10 〃 さとの雪食品、紙容器豆腐の輸出好調
2009.7.3 〃 ＬＥＤ使い野菜を人工栽培－シナジーテック
2009.6.30 徳島 県のアンテナショップ、売り上げ好調
2009.6.13 〃 徳島～和歌山の南海フェリー、７月下旬から1,000円
2009.6.4 〃 「ウェルかめ」の舞台を海から遊覧船で案内
2009.5.25 徳島 ラフティング世界大会、三好市拠点の日本女子が総合２位
2009.5.23 〃 ナイトライド、近紫外線ＬＥＤで世界最高効率を実現
2009.5.19 日刊工 ＬＥＤの商品化支援－徳島県
2009.5.14 徳島 ＨＥＶ電池ライン導入－三洋電機徳島工場
2009.5.12 〃 「ウェルかめ」の主な出演者、決定
2009.5.8 〃 農業ビジネスで活路、産学官の研究会を発足－徳島経済研究所
2009.5.2 〃 ウェルかめ＋高速値下げの経済効果は、67億円
2009.4.24 徳島 藍住町の河川敷公園にパークゴルフ場、完成
2009.4.24 〃 化学品製造で新技術－阿南高専と日亜薬品工業
2009.4.10 日刊工 徳島大と連携、講座開設－とくしま産業振興機構
2009.3.25 徳島 県アンテナショップを東京・ローソンに開店
2009.3.19 〃 ホームセンターのナカイ、アクサスの子会社に
2009.3.10 〃 勝浦の住民団体が、都市･農村交流「ニッポン大賞」の審査委員会賞を受賞
2009.2.25 徳島 とくしまブランド協力店、９都府県の20店に増加
2009.2.19 〃 小松島に札幌のベンチャー企業が開発拠点を
2009.2.11 〃 楽天トラベルアワードに｢祖谷美人｣選ばれる
2009.2.4 朝日 撫養航路の徳島～鳴門間の旅、100円で人気
2009.1.29 徳島 ブライダル事業開始－大塚国際美術館、大塚リッジ
2009.1.21 〃 徳島大と独･ハノーバー医科大、３月に学術交流協定
2009.1.16 〃 高級食材の芽生えワカメ、量産化技術を確立
2009.1.9 〃 ＮＨＫ｢朝ドラ」は美波町が舞台の「ウェルかめ」に
2009.1.7 〃 徳島空港拡張事業、１月21日に新ビル起工式
2008.12.27 徳島 ｢ももいちご」の姉妹品「さくらももいちご」を出荷－JA徳島市
2008.12.17 高知 徳島バス、室戸～大阪運行を開始
2008.12.5 徳島 電気炉を４基目新設－日本電工徳島工場
2008.12.4 〃 映画「眉山」の経済効果は最大39億円
2008.11.27 徳島 四国横断道小松島～阿南間、12月13日に本線工事着手
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地域経済情報 徳島

日付 紙名 見出し 会報№
2008.11.15 〃 「上勝の彩」ドラマ化－町再生の軌跡描く
2008.11.14 〃 スダチ果汁の色・風味損なわず殺菌－徳大大学院教授ら装置開発
2008.10.29 徳島 クラボウ徳島工場遊休地、日亜化学が６ha取得
2008.10.24 日経 高出力の紫外線ＬＥＤ、医療機器分野に進出
2008.10.16 徳島 おから活用し新商品－資源循環ビジネス研
2008.10.14 〃 阿南安芸道、国と県が桑野と福井道を分担して整備
2008.10.9 〃 神山町で起業したい移住者、誕生
2008.10.3,4 〃 日本製紙小松島工場跡に阿波製紙が進出
2008.10.1 〃 徳島市内で相次ぎホテルが開業
2008.9.20 徳島 徳島空港拡張周辺整備事業造成地、年明けに販売
2008.9.17,21 〃 四国横断道・小松島の３地区、設計協議で妥結
2008.9.1 〃 県内第三セク、35社中20社が累積赤字
2008.8.26 徳島 来年１月にタクトシステムズが徳島市に進出
2008.8.25 〃 藻からバイオ燃料－田崎研究所等が大量培養に成功
2008.8.22 〃 エンジンの新濾材を開発－阿波製紙
2008.8.12 〃 伝承地発掘し「妖怪88カ所」整備－三好の住民団体
2008.8.8 〃 秋から紺屋町商店街で月１回の日曜市
2008.7.12 徳島 四国横断道・鳴門～徳島間、徳島市内で近く着工
2008.7.9 〃 大塚グループ105社を統括する大塚ＨＤが発足
2008.7.4 〃 「鳴門らっきょ」地域ブランドに登録
2008.7.3 〃 「いろどり」手法を全国へ
2008.7.2 日経 光ディスク不良品検出－徳島大と県、装置を実用化
2008.6.28 徳島 スダチかすで100％精油抽出－松浦酒造場と工技センター
2008.6.28 〃 「バルト」ロケ村、来年２月まで公開再延長
2008.6.18 〃 徳島空港新ビル建設費24億円
2008.6.18 〃 徳島大学に社会創生学科を新設
2008.6.14 〃 日ハム徳島工場の｢四国の恵み」ブランド好調
2008.6.14 〃 大豆循環で農商工融合－四国化工機
2008.6.5 〃 2007年度決算、「いろどり」過去最高益
2008.6.3 〃 徳島データサービス、池田に事業所10月開設
2008.5.29 徳島 三洋電機徳島工場、車用リチウム電池を量産
2008.5.24 〃 美郷物産館を観光拠点に
2008.5.22 〃 大塚テクノ本社・新工場、鳴門複合団地で稼働
2008.5.17 〃 四国化工機、液体充てん機能力２倍の高速機開発
2008.4.19 徳島 大塚製薬のソイジョイ新工場、完成
2008.4.10 〃 バルトの楽園、ロケ村４月13日再オープン
2008.4.8,9 徳島,日経 徳大の経済効果は、県内総生産の２％
2008.4.1 徳島 国道195号橘バイパス全通
2008.3.30 徳島 徳島西環状線、初の部分開通
2008.3.20 〃 スダチの香り水、開発－とくしま農大アグリ
2008.3.11 〃 「ハイ･サービス300選」に「いろどり」と「あわわ」選定される
2008.3.8 〃 徳島～鳴門の撫養航路、遊覧船を定期運航
2008.3.6 〃 南阿波アウトドアを紹介したカタログ、完成
2008.2.28 徳島 ＩＣＴ戦略委を設立－上勝町
2008.2.13 〃 四国横断道小松島～阿南間、設計協議１地区妥結
2008.2.12 〃 平家伝説の地を４月から住民団体が無料ガイド
2008.2.6 〃 徳大教授らが、遺伝子解析企業を設立
2008.2.1 〃 空き家情報で団塊世代の移住を促進－阿波市
2008.1.23 徳島 新町川水際公園、ＬＥＤ数千個所で発光
2008.1.22 〃 ＬＥＤ応用品に役立つ県内企業、データベース公開
2008.1.19 日経 徳島インディゴソックス球団、スカパーで全国発信
2008.1.19 徳島 「鳴門わかめ」、地域ブランドに認定
2008.1.18 〃 新型ＬＥＤ、日亜化学工業と京大が開発
2008.1.10 日経 ニホンフラッシュ、中国で工場建設
2008.1.9 徳島 三好市に滞在型市民農園、５月から貸し出し
2008.1.5 〃 徳島放射・環状道路の３路線、年度末に完成
2007.12.27 徳島 国道438号佐那河内～神山の府能バイパス開通
2007.12.18 〃 美波町営国民宿舎「うみがめ荘」民営化
2007.12.17 〃 国道55号バイパス辰巳ランプ、開通
2007.12.5 〃 国道438号森遠谷口バイパス、開通
2007.11.30 徳島 四国化工機が文科大臣発明奨励賞を受賞
2007.11.28 〃 鳴門教育大学、教職大学院新設を答申
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地域経済情報 徳島

日付 紙名 見出し 会報№
2007.11.27 〃 ジェイジーエス、「カラーＩＤ」商品化
2007.11.20 〃 ニューエクセレント、徳島市にデータセンター
2007.11.16 〃 阿南高専、独大学と協定締結へ
2007.11.13 〃 国道492号穴吹バイパス12月18日、開通
2007.10.17 徳島 伊座利の未来を考える推進協議会、県内初の天皇杯受賞
2007.10.6 〃 国道55号阿南バイパスの津乃峰区間、年内開通
2007.10.5 〃 木頭出身社長のメディアドゥ、古里に事業所開設
2007.9.27 徳島 大塚テクノ、鳴門複合産業団地に新工場
2007.9.23 〃 徳島大学、地域医療学分野を新設
2007.9.7 日経 阿波銀が中小向け無担保の新型ＣＬＯ融資
2007.9.2 徳島 あぐりシステムの研修内容、決まる
2007.9.2 〃 ローソンに徳島名産練り物販売コーナーを設置
2007.9.1 〃 徳大と県開発の画像自動補正－四国ＴＬＯが技術移転に成功
2007.8.24,30 徳島 「とくしまマラソン」を来年４月開催
2007.8.25 〃 ＬＥＤディスプレー、映像を立体化－徳大とヒビノ開発
2007.8.23 〃 顕微鏡小型化・検出法を開発－徳島大学大学院
2007.8.22 〃 ｢いろどり｣の横石副社長、事業の過程自叙伝に
2007.8.22 〃 春夏ニンジン県産出荷量、20年連続全国トップ
2007.8.21 日刊工 徳島大、ボロン添加の導電性ダイヤモンドの合成に成功
2007.8.4 日経 都市部の団塊世代対象に体験ツアーを－徳島県
2007.8.3 徳島 遍路マップ４万部作製－上板町のボランティアグループ
2007.7.26 徳島 徳島唐木仏壇を地域ブランドに登録
2007.7.20 〃 徳島大が社会人の再チャレンジ課程を新設
2007.7.20 日経 大塚製薬の栄養補助食品ＳＯＹＪＯＹ、徳島で増産
2007.7.10 徳島 スダチの皮、発酵抑制・促進の両成分
2007.7.6 〃 小説「眉山」をテレビドラマ化
2007.7.5 〃 阿南のＬＥＤ講座、地域再生計画に認定される
2007.7.1 〃 三好市が「団塊」移住を支援
2007.6.18 日経 食物アレルギー、唾液で600種類を診断－徳島大学
2007.6.16 〃 徳島での消費の県外流出は、年200億円強
2007.6.15 徳島 指定管理者導入から３年余、民間活力で利便性向上
2007.6.10 〃 上勝の彩事業、販売最高の２億3,102万円
2007.6.7 〃 ＬＥＤバレイに基金40億円
2007.5.29 日経 阿南高専がＬＥＤ技術者育成プログラムを
2007.5.28 徳島 徳島外環状線西線の一部、年度末に開通
2007.5.26 〃 団塊世代受け入れ始動－美馬市
2007.5.18 〃 養殖マコンブ初収穫－大潟漁協と阿南高専
2007.5.13 〃 阿南安芸道の日和佐道路、一部開通
2007.5.9 日経 ルートイン、５年以内に20ホテルを新設
2007.4.24 徳島 阿南高専に日亜講座開設
2007.4.22 〃 「団塊」Ｕターンを支援するＮＰＯ法人、事務所を開設
2007.4.18 〃 徳島大学、地域活性化へ活動拠点を開設
2007.4.17 〃 国道193号の木沢トンネル、４月27日開通
2007.4.2 〃 松茂・月見ケ丘の海浜公園オープン
2007.3.31 日経 三洋電機、徳島でリチウム電池増強
2007.3.30 徳島 日亜、世界初の車用ＬＥＤ前照灯を開発
2007.3.23 〃 新町川ボードウオークで、朝市スタート
2007.3.20 〃 ＬＥＤで害虫誘引－アース・バイオケミカル
2007.3.20 〃 南部運動公園とフレアホールも命名権、売却へ
2007.3.18 〃 鳴門総合運動公園の命名権、大塚製薬へ売却
2007.3.14 〃 県内観光地を切手でＰＲ
2007.3.5 〃 四国横断道・阿南～小松島間でくい打ち
2007.3.3 日経 ツクシ原料の食品拡販－セイアグループ
2007.3.2 徳島 ＬＥＤ活用53事業－県バレイ構想推進協
2007.2.28 徳島 三好市の体験型観光拡大へ
2007.2.27 〃 映画「眉山」のロケマップ作製
2007.2.8 〃 菌床シイタケの害虫駆除、ＬＥＤ装置の効果確認
2007.2.6 〃 ｢フレスポ阿波池田｣７月オープン－池田町
2007.2.3 〃 四国横断道・阿南～小松島間、初の設計協議
2007.2.3 〃 上勝町の彩事業を学習漫画に－中四国農政局
2007.2.1 〃 青色レーザー生産強化－日亜化学
2007.2.1 日経 ＣＴ画像分析で診断支援－徳島大学
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日付 紙名 見出し 会報№
2007.2.1 徳島 ベンチャー企業の製品、38道県が連携し販路拡大
2007.1.31 徳島 ペットのがん治療に着手－徳大発ベンチャー
2007.1.25 日経 ＮＰＯ法人のビジネス支援、徳島で始動
2007.1.19 徳島 東横イン、徳島市に２店目を来春開業
2007.1.18 〃 バルトの楽園、県内経済効果21億円
2007.1.9 〃 吉野川舞台に地域スポーツクラブ設立へ
2007.1.6 〃 月見ケ丘海浜公園、４月利用開始
2007.1.5 〃 鳴門総合運動公園の命名権を民間に売却
2006.12.31 徳島 ＬＥＤ電飾で急成長－「阿南・光のイベント」発ベンチャー
2006.12.29 日経 テレネット、徳島にコールセンター
2006.12.27 徳島 相生森林美術館、地域文化施設の核に
2006.12.26 〃 三好市の旧かんぽの宿、民間運営で再出発
2006.12.14 〃 ｢渭東ねぎ｣を地域ブランドに初登録
2006.12.8 〃 徳島県農業大学校ＯＢらがＮＰＯ法人設立
2006.12.7 〃 Ｕ･Ｉターン希望者誘致へ県は就職支援会社と提携
2006.12.1 〃 日亜化学工業の鳴門工場、稼働
2006.11.28 日経 徳島県がローソンと提携
2006.11.23 徳島 四国横断道 阿南･小松島ＩＣ、構造・アクセス道変更
2006.11.16 〃 手づくり郷土賞地域活動部門に県内２団体が受賞
2006.11.11 〃 阿波人形浄瑠璃｢勝浦座｣、会長賞などを受賞
2006.11.7 〃 ヤマモモ商品、相次ぎ開発
2006.10.31 徳島 徳島ヴォルティスの拠点サッカー場、完成
2006.10.27 〃 徳島空港拡張・周辺整備、埋め立て完了
2006.10.19 〃 阿南高専と中小公庫、地元企業支援で連携
2006.10.18 日経 ＪＲ徳島駅近くのポッポ街、独自カード導入
2006.10.11 〃 徳島大開発の抗菌剤、食品工場向け商品化
2006.10.6 〃 徳島の介護保険施設の充実度、トップ
2006.10.4 徳島 農地オーナー制、６市町村で導入
2006.9.30 徳島 徳島空港拡張、10年度にも滑走路使用
2006.9.22 〃 基幹共同税の新設提案し、最終報告書－県道州制等研究会
2006.9.22 日経 挿し木苗を４倍に増産－日本製紙小松島工場
2006.9.21 徳島 団塊世代の移住促進へ、HPなどで情報提供
2006.9.21 〃 ＳＪＴＳ跡地にフレスポ阿波池田が来年7月出店
2006.9.15 〃 県外に住む団塊世代の４割、徳島に戻りたい
2006.9.8 徳島、日経 徳島～韓国コンテナ便、釜山・平澤に寄港
2006.9.6 徳島 阿波尾鶏で削り節、08年度末までに商品化
2006.9.2 日経 「音声対話」開発容易に－徳島大発ＶＢ
2006.8.29 徳島 三好・三嶺モノレール、８月29日から運行開始
2006.8.29 〃 団塊世代へ定住促進情報－県の専用ＨＰ
2006.8.25 〃 廃コンクリート塊を再生－セイアや徳大大学院教授ら開発
2006.8.23 日刊工 間伐材で商品券－上勝町が環境保全事業
2006.8.22 徳島 ＥＴＣ車向けのＩＣ、吉野川ＳＡに10月本格導入
2006.8.22 〃 「ＬＥＤバレイ構想推進協」を設立－徳島県
2006.8.17 徳島、日経 徳島・鳴門市観光地を周遊タクシーで案内
2006.8.12 徳島 地域活性へ｢再生塾｣－徳島大と那賀町が協定
2006.7.28 日経 徳島へ移住促進、団塊向け小冊子を県が作成
2006.7.27 徳島 ダイエー徳島店跡、マンションに建て替え
2006.7.27 〃 ＪＡＣ 徳島～福岡線、１日２往復に増便
2006.7.25 日経 波長最短の紫外線ＬＥＤを開発－ナイトライド
2006.7.25 徳島 団塊世代の定年後の県内移住、波及効果は最大1,205億円
2006.7.25 〃 鳴門複合産業団地に大塚テクノが新工場
2006.7.21 〃 ヤマモモ関連商品開発へクラスター発足
2006.7.21 〃 一般観光客誘致を強化－南阿波体験推進協
2006.7.20 〃 鳴門に複合宿泊施設が８月オープン
2006.7.19 〃 さださん小説「眉山」映画化
2006.7.13 〃 剣山観光振興へ連携－県西４市町・県
2006.7.12 〃 映画「バルトの楽園」封切り後、県外客急増
2006.7.6 〃 歩き遍路テーマのドラマ、鳴門でロケスタート
2006.7.1 〃 団塊世代の大量退職控え、Ｕ・Ｉターン希望者発掘
2006.6.30 徳島 徳島市中心部で名所巡る無料バス、7月から運行
2006.6.21 〃 ディスクの欠陥、光の反射で検出－県立工技センターなど
2006.6.14 〃 道の駅「第九の里」7月オープン

526

529

530

534

532

528

533

531

527

8 / 16 ページ



地域経済情報 徳島

日付 紙名 見出し 会報№
2006.6.11 〃 東祖谷の仮想村“村民”88人
2006.6.10 〃 椿泊舞台に映画ロケ、漁師目指す少年描く
2006.6.7 日経 鳴門市の産業団地、分譲価格を大幅引き下げ
2006.6.7 徳島 藍住に県内最大の量販店を計画－イズミ
2006.6.3 〃 日本フネン、阿波市の市有地にドア工場
2006.5.27 徳島 産学官連携拠点を徳島大に設置
2006.5.26 〃 事業の“卵”に100万円－徳島ニュービジネス協
2006.5.24 〃 菌床シイタケ、害虫駆除に紫外線ＬＥＤ
2006.5.23 〃 LEDバレイで第１号・ヒビノが徳島に研究施設
2006.5.19 〃 「彩産業」人気で上勝町に3,900人の視察
2006.5.19 〃 2022年の汚水処理施設、普及率77％に
2006.4.22 日経 徳島ヴォルティスの前期、ファン会員増え黒字
2006.4.12 徳島 有限責任事業組合3法人で｢あわアグリ｣を設立
2006.4.6 〃 夏秋イチゴ、県農業研が新品種を育成
2006.4.2 〃 バルトロケ村と渦の道を結ぶ周遊バス運行開始
2006.4.1 〃 徳島市中心部鉄道高架事業、着工準備を採択
2006.4.1 〃 四国横断道・鳴門～徳島間、2014年度までに完成
2006.3.31 日経 新機構の水素エンジン、燃焼効率高める
2006.3.30 徳島 阿波十郎兵衛屋敷、改修終え4月オープン
2006.3.20 〃 バルトロケ村、3月21日オープン
2006.3.19 〃 徳島駅前に新名店街ビルが3月19日オープン
2006.3.17 〃 クローン苗でコチョウラン大量増殖が可能
2006.3.11 〃 高糖度トマトの栽培指導から販売まで
2006.3.7 〃 徳島県出身の団塊世代、30％がＵターン希望
2006.3.7 〃 フジグラン石井、3月25日にオープン
2006.2.24 日経 徳島大大学院工学研究科、海外大と相互交流
2006.2.23 徳島 徳島･二軒屋両駅周辺のまちづくり計画､構想示す
2006.2.23 日経 ナノサイズの光半導体、日亜化学と徳大が共同研究
2006.2.15 徳島 大川原高原で風力発電の新会社設立－四電エンジニアリングなど
2006.2.14 〃 感染症実験棟が徳島大に完成
2006.2.8 〃 四国横断道鳴門～徳島東、有料道路方式に決定
2006.2.2 〃 徳島～神戸空港バス、２月16日から運行開始
2006.1.31 徳島 ＪＡＬ徳島－東京線、４月14日から６便に
2006.1.18 日経 ｢十郎兵衛屋敷｣改修後は他芸能･農村舞台と連携
2006.1.14 徳島 ハイテクランド徳島、四電工が来春進出
2006.1.12 〃 ラピス大歩危、観光拠点機能を強化
2006.1.8 日経 高麗海運、徳島～釜山航路、隔週１便増やす
2006.1.5 徳島 月見ケ丘海浜公園、来春のオープン目指す
2006.12.28 徳島 徳島ヴォルティスが及ぼす県内経済効果は、15億2,000万円超
2006.12.8 日経 新ディスプレー、ＬＥＤ使い手書き入力
2006.12.4 徳島 手づくり郷土賞に県内で３件選ばれる
2006.12.1 〃 音楽芸術ホールを新町西地区に
2005.11.23 徳島 徳大工学部と阿南高専、連携・交流で協定
2005.11.22 〃 ヴォルティス練習場のグラウンド整備に助成
2005.11.22 〃 県のＬＥＤバレイ構想、2015年に研究開発拠点
2005.11.15 〃 新町西地区再開発、徳島市が新計画案
2005.11.12 日経 「光のまち阿南」をＰＲ
2005.11.10 徳島 三嶺にモノレール計画－東祖谷山村
2005.10.29 徳島 東祖谷山村・落合集落、国の｢重伝建｣選定へ
2005.10.25 〃 徳島～韓国コンテナ航路、週２便に
2005.10.21 日経 紫外線ＬＥＤで、演出照明「ブラックライト」
2005.10.20 徳島 産学共同研究の拠点・メディアセンター着工－徳島文理大学
2005.10.19 〃 県人口、30年後は62万8,000人に
2005.10.12 日経 阿波製紙、屋上緑化に参入
2005.10.7 徳島 日本製紙、小松島工場でバイオ苗木
2005.10.1 〃 目指そう日本一美しい村－上勝町
2005.9.30 日経 徳島ＴＭＯが新町川の「川の駅」で街づくり
2005.9.9 徳島 那賀川渇水の工業被害額、７社で約69億円
2005.9.8 〃 鳴門ワカメ「芽生え」を新食材に
2005.9.6 〃 阿波の逸品、全国展開へ
2005.9.1 〃 ＪＴ跡でＬＥＤ中型バックライトを生産
2005.8.25 徳島 県のＬＥＤバレイ構想、2010年目標に35社集積
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地域経済情報 徳島

日付 紙名 見出し 会報№
2005.8.21 〃 徳島南環状道路の完成で、通行時間が32％減少
2005.8.16 日経 徳島の２町村で光回線ネット稼働
2005.8.7 徳島 ＬＥＤ光触媒で、悪臭除去の効率アップ
2005.8.5 〃 免疫力高める天然物素材、バイオで量産し飼料に添加
2005.8.3 日経 2004年度の阿波尾鶏の出荷、200万羽超
2005.7.28 徳島 フジグラン石井、来年３月オープンへ
2005.7.27 〃 ヴォルティスなどがスポーツクラブを創設
2005.7.22 徳島 マリンピア沖洲の２期工事を開始
2005.7.20 日経 セラミックとチタンで人工角膜を共同開発
2005.7.14 〃 機能紙、内外で生産倍増－阿波製紙
2005.6.25 徳島 スダチなどの果汁殺菌に新技術を開発
2005.6.17 〃 地鶏の出荷、全国１位
2005.6.15 〃 うだつの町並みの旧商家を文化施設に
2005.6.11 〃 企業から見た産学連携相手、徳島大が３位
2005.6.11 〃 アマモの藻場、５年で16倍に
2005.6.9 〃 大鳴門橋開通20年、本四結ぶ基幹ルートに
2005.6.8 〃 製造現場の中堅技術者に技能やノウハウ伝授
2005.5.25 徳島 食物アレルギー診断するタンパクチップを開発
2005.5.24 〃 四国横断道徳島～鳴門間、６月19日着工
2005.5.19 〃 年々増える中高年就農－県、新たな担い手へ支援
2005.5.17 〃 とくしま県の店(大阪の売上高、過去最高
2005.5.14 日経 体験観光、交流耕す－徳島南部の６町推進へ協議会
2005.5.12 徳島 藍住の県道・徳島北環状線沿いに大規模店が相次ぎ進出
2005.4.16 徳島 「古事記古々道」ツアーを企画－徳島バス
2005.4.14 日経 ビル全体をスクリーンに－東和工業
2005.4.14 徳島 徳島の味をＨＰで紹介
2005.4.12 〃 環境配慮型素材を生産する工場・研究棟が完成
2005.4.12 〃 タンパク質分子量測定、常温保存の試薬開発－アプロサイエンス
2005.4.10 〃 美馬・吉野川自然公園構想が「水辺の楽校」に認定
2005.4.9 〃 杉板加工し家具材に－徳島県立工業技術センター
2005.4.6 日経 料理彩る妻物、温泉地向けに直販実験
2005.4.5 徳島 産学官連携プラザを開所－徳島大学
2005.3.31 日経 イチゴの新種、通年収穫で収量４倍
2005.3.30 徳島 放置棚田を有効活用－住民が整備、復元
2005.3.26 〃 DNAを常温で乾燥保存－徳島大学
2005.3.18 日経 銘柄鶏を国産飼料だけで育成
2005.3.15 徳島 牟岐の自然を体感、離島でスクール
2005.3.4 〃 日本たばこ産業の跡地利用計画を公募
2005.3.2 〃 光の波長短く高出力の紫外LEDを開発
2005.2.24 日経 徳島駅前と新町西地区の再開発事業、予算化
2005.2.18 徳島 マリンピア２期事業、県、埋め立て免許取得
2005.2.15 日経 徳島～中部国際空港、１日２往復就航
2005.2.15 〃 木質バイオマス、木材乾燥実験重油超す効率
2005.2.15 徳島 マリンピア駐車場、フットサル場に活用
2005.2.10 〃 板東収容所舞台に映画
2005.2.9 日経 菓子･パン材料等を販売するクオカ、新宿三越に出店
2005.2.3 徳島 「やせる香り」安価に生成－徳島文理大
2005.1.28 徳島 徳島大学、理系学科を工学部に統合
2005.1.28 〃 県産杉、難燃処理技術を開発
2005.1.26 〃 バイオ科学、肉牛用飼料をタイで生産
2005.1.22 〃 「鳴門金時」使い甘みある焼酎を開発
2005.1.21 〃 県内耕地400ha減－中四国農政局
2005.1.20 日経 コンビニのサークルKが徳島初進出
2005.1.20 徳島 デジタル写真の補正ソフト開発
2005.1.19 日経 藍染め板の仏壇、開発
2005.1.18 徳島 台風で壊滅の木沢の国道、別ルートで復旧
2005.1.14 〃 大川原高原周辺に風力発電機を建設
2005.1.8 〃 徳島コールセンター、規模を拡大
2004.12.23 徳島 阿波製紙、上海工場を４月稼働
2004.12.23 日経 阿波尾鶏､計画２年前倒しで200万羽突破
2004.12.21 〃 徳島ヴォルティスＪ２加盟、早くも経済効果期待
2004.12.21 徳島 石井町の地区計画内にスーパー・フジが進出予定
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地域経済情報 徳島

日付 紙名 見出し 会報№
2004.12.11 〃 少子化対策、地域で育児支援
2004.12.7 〃 無機原料で断熱材－ＴＥエンジニアリング
2004.12.4 日経 県が「省エネ度」判別する環境家計簿作成
2004.12.3 日経 徳大生が無料で研究
2004.12.2 徳島 ホームセンターのコーナン、藍住町に出店
2004.11.23,12.2 〃 新名店街のホテル、サンルートと業務契約
2004.12.1 日経 大阪駅～大塚国際美術館結ぶ高速バス、17日から開業
2004.11.26 〃 オンリーワン事業にアスカなど４社、県が認定
2004.11.23 徳島 徳大と香港大パスツール研、ワクチンを共同研究
2004.11.21 〃 ミカン畑を紅葉の名所に－勝浦坂本地区
2004.11.16 〃 上勝町の「彩」、通年北海道へ出荷
2004.11.16 〃 県産杉でガードレール
2004.11.10 日経 徳島～鳴門間、設計協議終了で２高速道、連結へ一歩
2004.11.6 徳島 食品汚染を簡単に検査－県立工業技術センター
2004.11.2 徳島 海部郡６町で体験型観光組織を発足
2004.10.27 〃 阿南市と離島伊島、無線活用で高速ネット網
2004.10.23 〃 風力と太陽光、ダブルで発電－四国工販
2004.10.23 〃 人形文化発信へ拠点－勝浦のＮＰＯ法人
2004.10.21 日経 県内の買い物客、流出先は香川
2004.10.16 〃 ＬＥＤ使い、ＤＶＤ張り合わせる装置、開発
2004.10.1 徳島 ＪＡＣ徳島～福岡線、開設10年で40万人利用
2004.9.25 〃 タンパク質抽出、大幅に効率化－徳島大学
2004.9.23 〃 10月、初の海外発チャーター便が来航
2004.9.22 〃 ヤマモモ果汁を粉末化－徳島大教授
2004.9.17 〃 マリンピア２期事業の人工海浜、本年度に着工
2004.9.17 日経 県が「お試し発注」９社決定
2004.9.14 徳島 ものづくり産業、活性化－県が機械金属業集積計画
2004.9.9 〃 四国初のＪリーグを目指す徳島ヴォルティス創立
2004.9.8 〃 木竹製品を藍染で仕上げ－藍関係者らと徳大
2004.8.31 徳島 「とくしま安2農産物」認定第１号
2004.8.27 〃 県産農林水産物、新たに30品目ブランド化
2004.8.22 〃 空港拡張の滑走路用地埋め立て、来年度末に完了
2004.8.21 〃 土柱・高越県立自然公園､37年ぶりに区域変更
2004.8.20 日経 足湯館も併設した「道の駅」が日和佐町に
2004.8.19 徳島 ワカメ種苗、陸上で育成
2004.8.18 〃 杉間伐材で型枠用合板－新丹生谷製材と県が製品化
2004.8.13 日経 観光バスに10万円補助－徳島・兵庫２団体
2004.8.13 〃 シイタケから健康食品－徳島工技センター
2004.8.3 徳島 鶏胸肉の削り節で特許－県立畜産研究所
2004.7.27 日経 「あわ文化」10項目を選定
2004.7.26 徳島 吉野川ＳＡでＥＴＣ実験
2004.7.25 〃 新府能トンネル着工、08年開通へ
2004.7.17 日経 「光るウチワ」で町おこし－阿南市
2004.7.16 徳島 西祖谷山村にふれあい公園が完成
2004.7.12 〃 あさんミュージアム、無料周遊バスが出張ＰＲ
2004.7.9 〃 県の中山間地、山菜を特産品に
2004.7.9 〃 企業改善・改革に「経営品質賞」を創設
2004.7.7 〃 徳島自動車道　徳島～藍住間を半額に－国交相
2004.6.30 徳島 県産農林水産物のブランド化推進の基本方針策定へ
2004.6.29 徳島、日経 紙おむつ需要増で市場町に新工場を開設
2004.6.25 徳島 駅前名店街ビル、ホテル兼商業ビルに改装
2004.6.18 〃 徳島　鳴門のＪＴ跡地にＬＥＤ生産拠点－日亜化学
2004.6.17 〃 徳島空港に「阿波・雑穀街道」専門売り場がオープン
2004.6.15 〃 種なしスダチ、08年から流通へ
2004.6.10 〃 乳牛の搾乳量を増やす栄養剤を開発－バイオ科学
2004.6.9 〃 県内中小企業、新分野進出に意欲－地域政策研調
2004.6.9 〃 コールセンター誘致へ徳島市も優遇制度
2004.6.1 日経 電子カルテを自動分析－徳島大発ＶＢ
2004.5.28 徳島 日和佐道路の建設、進む
2004.5.25 〃 県立防災センターが７月３日オープン
2004.5.20 〃 環境に配慮した段ボール構造の畳を開発
2004.5.19,22 〃 世界で初めて白色ＬＥＤ光度1.7倍に
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地域経済情報 徳島

日付 紙名 見出し 会報№
2004.5.17 〃 松茂町の高速バスターミナル、新交通拠点に
2004.5.12 〃 ピンク色のレンコン、大阪の市場で好評
2004.5.5 〃 産学官がスクラム、美術館を教育拠点に
2004.5.3 〃 佐那河内村が都市部住民に農地を貸与
2004.5.2 〃 ＤＮＡの解析時間、大幅短縮に成功－徳島大学
2004.4.27 徳島 環境首都表彰で、上勝町が全国２位
2004.4.27 〃 日清紡徳島、新工場と研究所を建設
2004.4.23 〃 観光立県目指し、県内ホテル10社が連携
2004.4.20 〃 鳴門市の工業団地、２社目が操業開始
2004.4.20 〃 徳島大学が国際交流施設を建設
2004.4.20 〃 三洋電機、松茂町の新工場、５月中旬稼働へ
2004.4.16 〃 小松島市の和田島緑地が完成
2004.4.15 〃 大歩危のラフティング拠点が４月17日､完成
2004.4.7 〃 ＬＥＤ2,000個で阿南駅前を「光のまち」に
2004.4.7 〃 文科省のＣＯＥプログラム、徳大の補助金額決まる
2004.4.2 徳島 徳島市庁舎の太陽光発電、４月１日稼働
2004.3.27 〃 ホームセンターのコーナンが小松島に出店
2004.3.27 〃 四国大学交流プラザが４月１日、オープン
2004.3.25 日経 フジ、阿南に大型ＳＣ、４月１日開業
2004.3.25 徳島 棚田を活用し、都市と交流－上勝・樫原の地元農家
2004.3.23 〃 人工海浜が完成－徳島空港周辺整備事業
2004.3.18 〃 徳島と鳥取の両県が相互応援協定を締結
2004.3.13 〃 世界最大の輸液工場が松茂町に完成－大塚製薬
2004.3.5 〃 ドイツ館前に道の駅が06年春、オープン
2004.3.5 〃 美郷村の物産販売施設が完成
2004.2.25 徳島 徳島駅周辺まちづくり、駅北側に南北歩道
2004.2.24 〃 特産品ブランド「阿波雑穀街道」を販売強化
2004.2.21 〃 徳島駅前の名店街ビルを200室のホテルに
2004.2.19 〃 県産農産物、競争力向上のためブランド戦略
2004.2.18 〃 風力・太陽光発電で町おこし－阿南・由岐住民有志
2004.2.11 〃 キョーエイが鳴門に出店
2004.2.10 〃 吉野～鴨島バイパスの1.7㎞、３月30日開通
2004.2.7 〃 ブロードバンド、世帯普及率20％超す
2004.2.7 〃 高密度遺伝子チップ、開発－徳島大学
2004.2.5 〃 大阪に産学連携拠点－徳島大学
2004.1.29 徳島 農薬検査のコスト・時間、大幅削減へ
2004.1.27,29 〃 ユリの新品種、ヒジキの採苗技術を開発
2004.1.23 日経 感情込め、文章読むソフトを開発
2004.1.22 徳島 フジ、阿南市に出店
2004.1.21 〃 吉野川遊園地に水族館が３月、開設
2004.1.20 日経 中国・豪に新工場－バイオ科学
2004.1.17 徳島 防災へ電線地中化、加速－徳島市街地幹線道
2004.1.16 〃 夏秋イチゴに新品種－県農業研究所が育成
2004.1.10 〃 経営支援、改善の余地－政策投資銀、徳島経済に提言
2004.1.8 〃 四国大学が交流プラザを開設
2004.1.1 徳島 県内Ｊリーグチーム実現へ推進協が発足
2004.1.1 〃 フルーツトマトの大量生産拠点を計画－阿南東部農業生産組合
2003.12.20 〃 高知の土佐電子が南沖洲に新工場
2003.12.13 〃 日和佐トンネル貫通し、３月完成へ
2003.12.13 〃 南・東環状線、2011年度の開通を目指す
2003.12.11 〃 マリンターミナル発着の高速バス、運行
2003.12.10 〃 小松島西高生考案の菓子、商品化
2003.12.10 〃 観光客、年間１割増で85億円の経済効果
2003.12.6 〃 05年秋に東横インが県内初進出
2003.12.4 〃 国道438号の蜂須トンネル、完成
2003.12.4 徳島 いろどり(上勝)にソフト化賞－東京のシンクタンク
2003.12.3 日経 紫外線ＬＥＤを欧州で拡販－ナイトライド
2003.11.29 〃 鳴門わかめ、おからで食感・保存性両立
2003.11.29 徳島 阿波踊り有料演舞場、２部制・指定席を導入
2003.11.28 〃 鳴門市バス、高速停留所を発着点に実験運行
2003.11.22 〃 四国横断道･長岸地区(松茂)の設計協議､合意
2003.11.20 〃 阿南橋上駅舎が完成
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地域経済情報 徳島

日付 紙名 見出し 会報№
2003.11.18 〃 東環状大橋、12月６日に起工式
2003.11.14 〃 県内経済活性化に向け、外資企業誘致を研究
2003.11.6 〃 ＣＡＴＶ、県南で来年８月に開局
2003.10.30 徳島 大塚ＦＣ、Ｊリーグ入り目指す
2003.10.22 〃 スダチ､ヤマモモの特性生かし､新商品目指す
2003.10.22 〃 観光地グランプリ受賞－大歩危・祖谷いってみる会
2003.10.21 日経 環境配慮に冷媒対応した食品冷却装置を開発
2003.10.8 徳島 工場燃料に廃木材－日本フネン
2003.10.7 〃 国内初、屋外芝でスノボー
2003.10.7 〃 三洋電機、リチウム電池増産で徳島工場を拡大
2003.10.4 〃 ４農業法人・個人が連携し、キャベツ周年出荷へ
2003.10.4 〃 耐熱樹脂カップを開発－四国化工機
2003.10.2 〃 「しんまちボードウォーク」が優秀賞
2003.9.25 徳島 大歩危峡にラフティングの拠点施設
2003.9.20 〃 高速バス神戸線、学園都市への乗り入れ申請
2003.9.18 〃 県の企業立地優遇制度、既存工場に初適用
2003.9.18 〃 沖洲マリンターミナル地区、一部を交流拠点に
2003.9.10 〃 徳島～東京線、12月から２往復増便
2003.9.9,10 日経,産経 鳴門の大谷焼、伝統的工芸品に指定
2003.9.8 徳島 貝の資料館「モラスコむぎ」にミニ水族館
2003.9.5 日経 米にシイタケ栽培工場－丸浅苑
2003.9.4 〃 藍使い機能性食品－アプロセイエンス
2003.9.2 徳島 伝統的特産品、統一ロゴでＰＲ
2003.8.30 〃 「四季とうふ」英に輸出－さとの雪食品
2003.8.27 〃 青竹から作った繊維で抗菌作用のある布団を
2003.8.23 〃 県が行動計画の素案を提示
2003.8.21 〃 カラー画像、全被写体に焦点ぴたり
2003.8.19 日経 ビールのボトル、プラスチック製に－四国化工機
2003.8.8 徳島 文化の森５館の入館者、過去最高
2003.8.8 〃 県産杉使用し住宅新築、県が無償提供
2003.8.7 〃 吉本の笑いで活性化－徳島市商店街連盟
2003.8.6 日経 鉄道高架化し立体交差－徳島市のまちづくり構想
2003.8.5 徳島 福島橋の車道、７日から暫定供用
2003.8.2 日経 「いやしのみちづくり」上板町の40㎞を指定
2003.8.1 徳島 温水プール、来年３月末に完成－阿南市
2003.7.31 〃 末広大橋～吉野川南岸間、30日から部分開通
2003.7.30 〃 ランのエキスで発毛促進剤－河野メリクロン
2003.7.30 〃 市町村合併、72％が特例法延長を
2003.7.29 〃 大歩危・祖谷いってみる会が「観光地グランプリ」に入賞
2003.7.18 〃 バイオマスから水素ガス回収－八木建設
2003.7.18 〃 文科省のＣＯＥプログラム、徳大の２研究採択
2003.7.12 〃 汚水処理プラントを開発－喜多機械産業
2003.7.8 〃 徳島市総合動植物公園、今秋２期計画に着手
2003.7.7 〃 起業支援組織、発足－徳島大学
2003.6.26 徳島 フジ誘致に併せ宅地開発
2003.6.24 〃 鳴門の海水から食塩「うず塩」を開発
2003.6.19 〃 板野ＩＣ近くに高速バス停留所、完成
2003.6.19 〃 東祖谷の龍宮トンネル開通
2003.6.15 〃 出合大戸トンネルが開通
2003.6.12 〃 山城の農林業体験施設、観光客らの利用定着
2003.6.4 〃 ニタコンサルタントと徳大教授が簡易型BTVを開発
2003.6.3 〃 産学連携で新産業創出へ
2003.6.2,5.14 徳島 ウチノ海総合公園、１日オープン
2003.5.29 〃 徳島市バス、乗降客の実態を調査
2003.5.29 〃 木偶作りの後継者を育成－徳島県文化振興財団
2003.5.23 〃 広域ＣＡＴＶ網整備へ
2003.5.17 〃 徳大に研究拠点施設が完成
2003.5.16 〃 高速鳴門バス停周辺施設、初年度の客足好調
2003.5.10 〃 県特産品、統一ブランドでイメージアップ
2003.5.1 日経 農家と共同で生産法人－マルハ物産
2003.5.1 徳島 中国に新会社を設立－阿波製紙
2003.4.24 〃 新町西地区に複合施設－徳島市など再開発構想
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地域経済情報 徳島

日付 紙名 見出し 会報№
2003.4.20 〃 「いやしの温泉郷」、28日オープン
2003.4.19 〃 金属硬化技術、開発－阿南高専
2003.4.19 〃 鷲敷町の裏山開発が全面着工
2003.4.18 〃 山城もくもくのスギ３層パネル、優良建材認証を取得
2003.4.17 〃 糖尿病関連７遺伝子を発見－徳大グループ
2003.4.16 〃 植物の開花や発芽時期、ＬＥＤ照射でコントロール
2003.4.5 〃 明石海峡大橋、開通５周年で本四３橋の主役に
2003.4.1 徳島 松茂町の国道11号線沿いに高速バスターミナル完成
2003.3.29 〃 バス優先システムを導入－徳島県警
2003.3.28 〃 板野・藍住ＩＣ間結ぶ県道バイパスが開通
2003.3.23 〃 佐古大橋、架け替え完了
2003.3.20 〃 池田町に別所電線(尼崎市)が進出
2003.3.19 〃 県が機械金属業を支援
2003.3.14 〃 コンビニ、消費者の９割が利用
2003.3.14 〃 地域高規格道・日和佐～宍喰間の名称は「海部道路」
2003.3.13 産経 寝屋川・枚方行きの高速バスを運行
2003.3.13 徳島 マリンピア２期事業、新年度に調査着手
2003.3.8 〃 血小板培養装置を開発－徳大など産学連携グループ
2003.3.6 徳島 ホームセンターの「コメリ」、市場に四国１号店
2003.3.5 日経,徳島 紫外線LEDデバイス、出力高め実用化
2003.3.4 徳島 鳴門市循環バス、便利になったとの声が83％
2003.3.1 〃 穴吹町にコテージ清流の郷、４月１日オープン
2003.2.27 〃 温泉宿泊施設「そばの郷」５月20日開業
2003.2.23 〃 中国に高級ドア工場－ニホンフラッシュ
2003.2.22 〃 知的クラスター創成の実施地域に指定
2003.2.20 〃 スダチ、夏場の点滴状かん水で貯蔵性アップ
2003.2.19 〃 名店街ビル建て替えて、ホテル兼商業施設を
2003.2.4 徳島 青竹から繊維・人工ウールに
2003.2.4 〃 吉野川河口の東環状大橋、来月にも着工へ
2003.1.31 〃 徳大発ベンチャー企業、淡水殺菌装置を開発
2003.1.29 〃 ラピス大歩危に足湯が完成
2003.1.29 〃 オロナミンＣの製造、４月から本社に集約
2003.1.24 〃 「徳島工芸村」利用客が激減
2003.1.17 〃 衛星利用し物流管理－県内３社が共同開発
2003.1.11 徳島 岡山・倉敷行き路線を申請－徳島バス
2003.1.9 〃 切り花用シンビジウム、県独自ブランド育成
2002.12.28 〃 海部に県内初の津波避難施設
2002.12.23 〃 徳大付属病院の統合決定
2002.12.18 〃 紙の芯材を商品化－ブルー工房
2002.12.14 〃 徳島～広島結ぶ高速バス、12月21日から運行
2002.12.13 〃 日亜化学が徳島大学に10億円を寄付
2002.12.13 〃 大塚製薬工場、ＮＯＣ工場を建設
2002.12.11 〃 超音波醸造の会社設立－本家松浦酒場
2002.12.11 〃 赤石公共埠頭に輸入チップヤードが完成
2002.12.10 徳島 脇町・道の駅に｢藍ランドうだつ」が開業
2002.12.7 〃 リチウム電池に新注液システム
2002.12.3 〃 産学連携へ機構設置－徳島大学
2002.12.3 〃 アルカリ泉で観光拠点整備－池田町
2002.11.30 〃 徳島駅周辺整備で自転車・歩行者道を提示
2002.11.21 〃 光触媒の殺菌製品を販売－徳島大発の起業７社目
2002.11.21 〃 脇町の「美村が丘」周辺にマレットゴルフ場造り
2002.11.15 〃 山川自然公園バンブーパークが手づくり郷土賞
2002.11.12 〃 電球色ＬＥＤを開発－日亜化学工業
2002.11.4,10.24 徳島 鳴門ガレの森美術館、11月３日開館
2002.11.1 〃 フジグラン北島、売り上げ目標超す
2002.10.29 〃 ＪＲ徳島駅構内のエレベーター、１月完成
2002.10.26 〃 文学書道館、10月26日オープン
2002.10.24 〃 「千年の森ふれあい館」、着工
2002.10.22 〃 剣山・見ノ越の新県営駐車場が完成
2002.10.22 〃 ケーズデンキ・徳島本店が24日オープン
2002.10.20 〃 祖谷のかずら橋、大歩危峡の客足伸びる
2002.10.17 〃 市場でも人気の山フキ、品種登録へ
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日付 紙名 見出し 会報№
2002.10.1 徳島　 循環バス運行開始－徳島市・鳴門市
2002.9.29 〃 大塚国際ボランティア、来場者に好評
2002.9.27 〃 東環状大橋の漁業補償が妥結、本年度中に着工
2002.9.26 〃 西長峰工業団地、賃貸方式を導入
2002.9.25 〃 麻植郡４町村の新市名は「吉野川市」
2002.9.14 〃 吉野川上流の新三好大橋、本年度内に完成
2002.9.12 〃 ネットで機械制御－県工技センターなどシステム開発
2002.9.11 〃 滞在型観光へ公園整備－西祖谷山村
2002.8.24 徳島 「大学発ベンチャー」企業の設立、相次ぐ
2002.8.24 〃 山城の大歩危峡散策ツアー、県外客急増
2002.8.20 〃 県内のワークシェアリング導入企業は１割
2002.8.12 〃 地域通貨「ゆーず」で地域を活性化－木頭村
2002.8.11 〃 県がＳＯＨＯ事業者を支援
2002.8.10 〃　 板野川島、桧藍住線の県道２バスパスが全通
2002.8.2 徳島 高速バス池田～神戸線、ＰＲ不足で利用低調
2002.7.24 〃 郊外型商業施設「ゆめタウン」徳島市に出店構想
2002.7.20,22 〃 四国横断道・鳴門～板野、７月21日開通
2002.7.19 〃 「道の駅三野」が８月８日、オープン
2002.7.11 〃 ハウスの室温を遠隔管理－ドコモ四国
2002.7.9 〃 文化の森・県立図書館、入館者が過去最高
2002.7.6 日経 ネットで対話型サービス－徳島大の青江教授ら
2002.6.26 徳島 県文学館、10月26日に開館
2002.6.23 〃 県内の製造業、地場産業に重心－徳島経済研究所
2002.6.23 〃 産業振興機構企業支援事業、県内７社の企画を採用
2002.6.15 〃 タクシー運賃遠距離割引に徳島市内の３社が導入
2002.6.13 〃 東祖谷山・龍宮トンネル、17日に貫通式
2002.6.13 〃 スーパーフジの石井出店構想、町が地区計画を策定
2002.6.12 〃 石炭灰、コンクリ材料に－土木学会四国支部
2002.6.12 〃 徳島空港国際チャーター便数、低迷に歯止め
2002.6.10 徳島 「うみがめロード」の観光案内看板、設置へ
2002.6.5 〃 高麗海運が徳島～香港・大連のコンテナ航路を開設
2002.5.30 〃 「水辺の楽校」完成
2002.5.30 〃 四国横断道の板野～鳴門間、７月21日開通
2002.5.23 〃 脇町うだつの町並み｢道の駅｣造り、魅力アップ
2002.5.11 〃 明石大橋・四国横断道で買物行動、広域化
2002.5.11 〃 ホームセンターのダイキが県内に初めて進出
2002.5.9 日経 バッグ入り輸液の新工場を建設－大塚製薬工場
2002.5.2 徳島 東祖谷商工会が地域活性化へ体験塾を発足
2002.4.24 〃 低コストで廃プラ再生－山本鉄工所など
2002.4.19 〃 小松島サティの後継店にキョーエイが出店
2002.4.19 〃 なんば直行バスを新設－ＪＲ高速バス
2002.4.18 〃 県産スギの黒心材、シロアリ防ぎ抗菌性に優れる
2002.4.13 〃 「あいあいらんど」を三セクに運営委託
2002.4.10 〃 新素材使った肌着を商品化－アイリス
2002.4.10 〃 客呼び込みへ駐車場を紹介－徳島商工会議所
2002.4.7 徳島 あすたむらんど徳島の入園者数60万人超える
2002.4.7 〃 新町、内町での空き店舗跡地の駐車場化進む
2002.3.9 〃 東祖谷山癒しの郷のモノレール工事進む
2002.3.5 〃 500mAの高出力紫外線ＬＥＤ実現－日亜化学
2002.3.30 〃 ラスタ・トクシマ、全館開業
2002.3.20 〃 東新町にホブソンズ系カフェが出店
2002.3.11 〃 吉野川ハイウェイオアシス開業２年で来場者20％増
2002.2.27 徳島 都市計画道路 北矢三町3～南矢三町1、4車線化
2002.2.25,3.4 〃 鴨島温泉横に遍路小屋、３月中旬完成
2002.2.23 〃 徳島市植物園、４月20日開園
2002.2.23 〃 徳島トーセロフィルム、４月操業
2002.2.21 〃 高速バス池田～神戸線申請－四国交通など３社
2002.2.21 〃 本四海峡バス、沖洲に高速バス発着場
2002.2.19 〃 県が農林水産物のブランドづくり、開始
2002.2.17 〃 勝浦町に農業体験宿泊施設が完成
2002.2.15 〃 四国横断道 鳴門～徳島間、月内にも設計協議
2002.2.15 〃 池田町の『そば米雑炊』が農水大臣賞を受賞
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日付 紙名 見出し 会報№
2002.2.9 徳島 県総合教育センター、２月12日起工
2002.2.７ 日経 四国化工機の御殿場工場を増強
2002.2.7 〃 光度50％増の白色ＬＥＤを開発－日亜化学
2002.1.31 徳島 夜間の歩行者感知し、点滅－徳島県警
2002.1.30 〃 ケーズデンキ、沖洲への出店「妥当」
2002.1.29 〃 高速鳴門バス停スロープカー、４月開業へ
2002.1.25 〃 「道の駅・三野」、８月オープンの予定
2002.1.24 日経 暗号化で「親展メール」－ソフト開発のトリニティー
2002.1.23 徳島 板野の温泉保養施設の名称は「あせび温泉」
2002.1.20 〃 辰巳工業団地の立地企業が55号バイパス改良を要望　
2002.1.18 〃 四国初の介護、福祉タクシー開業－徳島市内の運転手ら
2002.1.13 徳島 徳島駅構内にエレベーター，来年度中に設置
2002.1.8 〃 宅配事業の試行を開始－三好郡４町商工会
2002.1.7 〃 あすたむらんどの利用者，半年で４７万人
2001.12.28 〃 テクノ・リソース工場跡地をトーヨー衛材が取得
2001.12.20 〃 アプロサイエンスが鳴門産業団地に研究所
2001.12.20 〃 三野町の若者向け宅地・花園分譲地２月発売
2001.12.20 〃 高齢者が歩いて暮らせる街，回遊３ルートを設定
2001.12.19 〃 徳島西環状線・国府～藍住町間，整備区間に
2001.12.9 徳島 西祖谷山村の「秘境の湯」別館完成
2001.12.7 〃 徳大工学部が「参与会議」を設置
2001.12.7 〃 三加茂中新校舎が完成、町立図書館と一体型
2001.12.7 〃 動物愛護センターが神山に2003年オープン
2001.12.6 〃 紫外線ＬＤＥ製品化へ－ナイトライド
2001.11.11 〃 県立工業技術センター内の企業家支援の貸工場が人気
2001.11.8,17 〃 日亜化学 横浜に技術営業拠点、中国にも進出
2001.10.29 徳島 松尾川沿いで温泉掘削－池田町
2001.10.27 〃 ガラス材に殺菌機能－日本フネン
2001.10.26 〃 中山間地域支払い事業、県内で新たに84集落
2001.10.19 〃 最新充てん機、北米輸出再開へ布石
2001.10.17 〃 北島町にフジグラン、藍住町にユニクロが出店
2001.10.16 〃 県内最大の家電専門店、11月下旬オープン
2001.10.12 〃 遍路小屋第一号が海南に11月完成
2001.10.12 〃 高速バス・阿南～大阪線、10月27日から運行
2001.10.11 産経 佐古地区のコミュニティセンター、10月19日オープン
2001.10.11 徳島 徳大工学部に10億円を寄附－日亜化学
2001.10.7 〃 「千年の森づくり事業」で県が科学館を新設
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