
徳島県業務継続計画〈新型インフルエンザ編〉

発生時継続業務
所属別整理表

平成 年 月 日現在21 10 30

徳島県危機管理会議
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この整理表について

１ 位置づけ

この表は 『徳島県業務継続計画〈新型インフルエンザ編 』第２の１に基づき、各部局で実施した業務、 〉

の仕分け作業を整理したものです。

２ 対象とした部局

知事部局。

３ 整理内容

⑴ 作成時点

平成 年 月 日現在。21 10 30

⑵ 業務の区分

この表は、発生時継続業務（新型インフルエンザ対策業務及び一般継続業務）と縮小・中断業務（４ペ

ージの「 参考）新型インフルエンザ発生時における業務区分」を参照）について各所属別に主な業務を（

リストアップしています。

なお各所属に共通する事項については、表の最初に「共通」として整理しています。

⑶ 前提条件

強毒性の新型インフルエンザが流行のピークを迎えている時点（発生段階は、第三段階の県内まん延

期）を念頭に、県内で多数の死病者が発生し、職員の欠勤率も 程度となっていることを前提として40%
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います。

※補足説明

○ 今回の取りまとめでは、鳥インフルエンザ 由来の強毒性インフルエンザ発生を念頭におい(H5N1)
。ています。現在流行している豚由来の弱毒性新型インフルエンザ を対象とはしていません(A/H1N1)

○ 被害想定は 『徳島県新型インフルエンザ対策行動計画』に記載のとおりとし、最悪の場合、死者、

数は全国で約 万人、県内でも約 千人になると想定しています。また、一回の流行の期間は、約64 4
ヶ月程度と考えられています。2
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（参考）新型インフルエンザ発生時における業務区分

業 務 区 分 業 務 の 例 優先度

新型インフル ●県行動計画等で取り組むこととされている業務であって、新型インフルエンザ発 高

発 生により、新たに業務が生じ又は業務量が増加するもの。

生 エンザ対策業務 例：危機管理対策本部の運営、感染予防・感染拡大防止、広報 など

時

継 ●県民の生命・財産等に著しい影響があるため縮小・中断が困難な業務

続 例：福祉施設の機能や社会秩序の維持、生活保護費の支給、

業 一般継続業務 新型インフルエンザ以外の危機事象対応 など

務 ●県の意思決定や、発生時継続業務の実施に必要な内部管理業務

例：部局内や部局間の連絡調整業務、議会関係業務、各種契約事務、

庁舎維持管理、ホームページ・県庁 等情報システムの維持、LAN
予算・決算、人事管理 など

●流行中も業務を中断できないが、発生時継続業務に該当せず、業務内容を縮小す

る業務

例：許認可申請や不服申立ての審査事務、支払事務、各種相談業務 など

縮 小 ・ 中 断 業 務

●流行の終息後に先送りすることが可能な業務

例：企画、調査、政策立案、地域振興 など

●感染拡大防止等の観点から、積極的な休止が望ましい業務

例：イベントなど不特定多数の人が同時に集まる機会を提供する業務、

集会や研修、会議 など 低
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発生時継続業務所属別整理表

……………………………………………………………………………………………………………………6●共通

……………………………………………………………………………………………………………6●危機管理部

……………………………………………………………………………………………………………7●企画総務部

…………………………………………………………………………………………………………10●県民環境部

…………………………………………………………………………………………………………13●保健福祉部

…………………………………………………………………………………………………………18●商工労働部

…………………………………………………………………………………………………………21●農林水産部

…………………………………………………………………………………………………………26●県土整備部

………………………………………………………………………………………………………………32●監察局

………………………………………………………………………………………………………………32●出納局

……………………………………………………………………………………………………32●南部総合県民局

……………………………………………………………………………………………………34●西部総合県民局
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

共通 ●庁内の連絡調整に関すること ●一般的な総務事務に関すること

●県民への各種情報提供に関すること ●一般的な会議の開催に関すること

●議会に関すること ●公用車等の管理に関すること

●予算・決算に関すること ●職員の研修に関すること

●契約・会計事務に関すること ●各種要望に関すること

●監査・会計検査に関すること ●各種イベントに関すること

●人事、服務に関すること

●庁舎管理やに関すること

危機管理部 危機管理政策課 ●危機管理会議の運営に関すること ●情報システムの調整に関すること ●地域防災計画（県、市町村）の見直しに関

すること

●危機管理対策本部に関すること ●災害対応（情報収集・報告、災害対策本部、

災害救助法適用、自衛隊の派遣要請等）に関

すること

●徳島県総合情報通信ネットワークシステム

の保守及び運用に関すること

●広聴、広報に関すること ●徳島防災メール、震度情報ネットワーク、

全国瞬時警報システムの補修に関すること

●ヘリコプターテレビ伝送中継システムの保

守及び運用に関すること

●防災情報ポータルサイトに関すること ●電波法に基づく諸手続に関すること ●無線の保守管理契約事務・支払いに関する

こと

●危機管理に関すること

南海地震対策課 ●南部防災拠点施設の整備に関すること ●防災意識啓発各種イベントの実施、啓発冊

子の作成、配布に関すること

●防災センターの施設管理に関すること ●寄り合い防災講座に関すること

●防災教育の推進に関すること

●南海地震対策推進パートナー事業に関する

こと

●物品の購入及び保管に関すること

消防保安課 ●インフルエンザ対策に係る消防庁、消防機

関、関係部局等との連携・諸調整に関するこ

と

●消防防災ヘリコプターの管理及び基地移転

に関すること

●消防組織法及び消防法の運用・指導に関す

ること

●消防防災ヘリコプターの運行並びに機体及

び装備の整備に関すること

●高圧ガス保安法による許可及び届出並びに

免状交付に関すること

●消防防災航空隊事務所の施設維持に関する

こと

●液化石油ガス法による許可、登録、認定及

び届出並びに免状交付に関すること

●渇水対策本部に関すること ●火薬類取締法による許可、認可及び届出並

びに免状交付に関すること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●消防学校に関すること

県民くらし安全局 ●食品安全の危機管理に関すること ●食の安全・安心ネットワーク構築事業に関

すること

●消費生活の危機管理に関すること ●食品安全に係る情報の提供及び収集に関す

ること

●交通安全の危機管理に関すること ● 安全で安心なまちづくり条例の施行に関

すること

●交通事故ゼロ対策に関すること

企画総務部 政策企画総局 ●庁議、政策企画会議、主管課長会議及び政

策調査員会議の運営に関すること

●重要事項の調査及び資料整理に関すること

●県の重要施策に係る調査及び研究に関する

こと

●知事会に関すること

●広域連携に関すること ●地方分権の推進に関すること

●オンリーワン行動計画（第二幕）の推進に

関すること

●ふるさと徳島魅力創造発信事業に関するこ

と

●県立総合大学校に関すること

秘書課 ●（知事）記者会見に関すること ●知事への提言に関すること ●知事対話集会の開催に関すること

●報道機関との連絡調整に関すること

●新聞、テレビ、ラジオ、ケーブルテレビを

活用した県民への広報に関すること

●県ホームページの運営に関すること

総務課 ●部内の連絡調整（新型インフルエンザ対

応）

●私立学校・学校法人関係事務（新型インフ

ルエンザ対応を除く）

●私立学校・学校法人に対する連絡調整（新

型インフルエンザ対応）

●宗教法人法関係事務

●行政書士法関係事務

●県民の褒賞事務・栄典関係事務

●平和関係事務

●情報公開・個人情報保護制度の窓口事務

●情報公開審査会，個人情報保護審査会の運

営事務

法務文書課 ●条例、規則等の審査 ●法規審議委員会の運営

●成案文書の審査 ●法務相談員に関する事務

●公印の管守 ●公益認定法等の施行に関すること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●文書の収受発送事務

●県報の発行事務

人事課 ●徳島県業務継続計画における「人員の確

保」に関すること

●人事管理に関すること ●県職員研修の企画・実施

自治研修センター ●研修中止に伴う受講者及び講師等関係者へ

の連絡業務

●庁舎の管理運営 ●県・市町村職員研修の企画、実施

新行政体制整備課 ●徳島県業務継続計画における「人員の確

保」に関すること

●組織・職制関係事務に関すること ●とくしま未来創造プランの推進に関するこ

と

●権限配分に関すること ●業務改革に関すること

●附属機関及び庁内組織に関すること

職員厚生課 ●職員に対する予防，感染拡大防止に関する

周知

●人事管理，服務，予算執行等 ●年金，公務災害，職員住宅管理等

●共済保健事業，ライフプラン，所管社団法

人の指導監督等

財政課 ●議会に関する業務

●県の予算及び財政に関する業務

東京事務所 ●中央省庁との連絡折衝

●観光・物産・流通関係のイベント及び会議

管財課 ●本庁舎及び合同庁舎等の管理に関すること

●本庁舎及び合同庁舎等の設備の維持管理に

関すること

税務課 ●企画担当全般に関すること ●個人県民税の徴収対策、不服申立、徴収事

務・収納管理事務の指導に関すること

●県税関係の条例・規則等の改廃等に関する

こと

●各課税業務等の電算システム（全１２シス

テム）の運用管理に関すること

●税務事務全体に影響する県税システムの開

発・運用管理に関すこと

●督促状・催告書・未納延滞金の発送処理に

関すること

●収納消込に関すること ●県税の月報、過誤納金還付充当、税務事務

の電子化に関すること

●県税収入予算の編成に関すること ●県税の賦課指導に関すること

●市町村交付金に関すること

情報システム課 ●総務事務システム、新給与システム、予算

編成システムの継続的・安定的な運用

●ＣＩＯに関すること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●県庁総合サービスネットワーク（全庁ＬＡ

Ｎ）の継続的・安定的な運用

●ＩＣＴ推進本部、ＩＣＴ施策とりまとめ、

ＯＳＳ産官学連携事務

●財務会計システム、県税システム等の県の

基幹システムの安定的な処理を行う。（アウ

トソーシング業務）

●業務・システム最適化、情報システム調達

の改善、情報セキュリティ施策に関すること

●電子計算機自営処理業務の継続的・安定的

運用

●公共施設予約システム、母子寡婦福祉資金

貸付償還システム、電子申請・届出システム

等既存システムの維持・運用

●障害発生時の対応等（早期の復旧作業等） ●電子決裁・文書管理システムの構築関係

●新ホームページの構築、公開、運用関係 ●自治体衛星通信ネットワーク、地方自治情

報センターとの連絡調整事務

●ホームページシステムの継続的・安定的運

用に向けた基幹部分の技術的支援

●職員のコンピュータ（ソフトウェアを含

む）の継続的な使用の管理

●ネットワークセキュリティの確保

●国等とのネットワーク接続の継続的な維

持・運用

総務事務管理課 ●臨時補助員・非常勤職員の賃金・報酬の支

給

●各種手当（通勤，扶養，住居等）の認定

●臨時補助員・非常勤職員の社会保険，労働

保険手続

●旅費の支出（普通旅費，日額旅費（短期研

修），費用弁償）

●年末調整事務

東部県税局（徳島） ●納税証明書、収納等窓口業務に関すること ●滞納県税の徴収に関すること

●納税指導、交付要求・公売代金の配当・充

当事務に関すること、

●徴収猶予・口座振替・欠損処分・執行停止

の管理事務に関すること

●各税目の申告受付・調定・電算入力事務に

関すること

●税務調査の事務に関すること

●免税軽油交付事務に関すること ●狩猟税、鉱区税等事務量の少ない税目の事

務に関すること

東部県税局（吉野川） ●徴収金の収受・払込・還付事務 ●徴収猶予・口座振替・執行停止・欠損処分

事務

●収納・納税証明書等窓口事務 ●税務調査に関する事務

●納税指導

●各申告税目の受付・調定・電算入力

東部県税局（自動車税） ●収納計器始動票札の交付 ●還付事務・収税事務
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●納税証明書の発行・窓口収納・収入状況・

収納消込の確認

●課税免除・随時調定

●申告書の審査及び入力・身体障害者減免処

理・課税保留・軽自動車取得税の処理

●収納消込業務

県民環境部 県民環境政策課 ●新型インフルエンザ発生時の人員計画，調

整に関すること

●新型インフルエンザ発生時の連絡調整

県民との協働課 ●とくしま県民活動プラザの運営管理に関す

ること

●社会貢献活動の促進に関する条例の施行に

関すること

●県庁コールセンターに関すること ●とくしまパートナーシップ推進事業 (活動
支援事業，トップナンナー事業，サテライト・

オフィス，支援事業，機能強化事業) に関す
る)に関すること

●県民広聴に関すること ●特定非営利活動促進法 (ＮＰＯ法) の施行
に関すること，ＮＰＯ相談に関すること

●県政相談に関すること ●吉野川交流推進会議に関すること

●県民サービスセンターに関すること ●ｅ‐モニターアンケートに関すること

男女参画青少年課 ●感染予防・感染拡大防止等広報業務、関係

機関連絡調整等業務

●男女共同参画社会の推進に係る企画及び調

整に関する業務

●徳島県男女共同参画基本計画の推進に関す

る業務

●徳島県男女共同参画推進条例の施行に関す

る業務

●青少年対策の企画及び調整に関する業務

●徳島県青少年健全育成条例の施行に関する

業務

●徳島県男女共同参画会議、徳島県青少年問

題協議会及び徳島県青少年健全育成審議会に

関する業務

●徳島県立男女共同参画交流センター及び徳

島県青少年センターに関する業務

統計調査課 ●県民経済計算など加工統計の作成に関する

こと
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●各種統計調査の実施に関すること

●統計情報の整備 (電子版を含む）及び提供
に関すること

●統計教育及び統計知識の普及に関すること

文化スポーツ立県局文

化国際課

●感染予防・感染拡大防止等広報業務、関係

機関連絡調整等業務

●郷土文化会館及び文学書道館並びに阿波十

郎兵衛屋敷の管理運営に関すること

●文化立県とくしま推進事業に関すること

●（財）徳島県国際交流協会に関すること ●各種褒賞に関すること

●市町村、国際交流関係団体との連携に関す

ること

●県民文化祭に関すること

●外国語版ホームページの管理運営に関する

こと

●文化庁事業に関すること

●パスポートセンターの運営に関すること ●企業メセナに関すること

●旅券の審査・相談に関すること

文化スポーツ立県局県

民スポーツ課

●感染予防・感染拡大防止等広報業務、関係

機関連絡調整等業務

●生涯スポーツ事務の統括に関すること

●徳島県スポーツ振興審議会・徳島県スポー

ツ振興基本計画に関すること

●とくしまスポーツＳＨＯＷデーに関するこ

と

●徳島型豊かなスポーツライフ推進事業に関

すること

●広域スポーツセンターに関すること

●地域スポーツクラブフィットネス事業に関

すること

●競技力向上の統括に関すること

●徳島育ち競技力向上プロジェクトに関する

こと

●蔵本公園等の維持管理業務等スポーツ施設

に関すること

●国民体育大会に関すること

●競技スポーツ重点強化対策事業に関するこ

と

●表敬訪問に関すること

地域振興総局市町村課 ●住民基本台帳法に関すること ●市町村税に関すること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●選挙管理委員会に関すること ●市町村等の行政運営の助言等に関すること

●地方交付税の算定に関すること ●地方公務員災害補償法に関すること

●地方債の同意等に関すること ●地方交付税の検査に関すること

●市町村振興資金に関すること

地域振興総局地方分権

推進課

●市町村への権限移譲に関すること ●市町村合併に関すること

●ＵＪＩターン（団塊の世代対策を含む。）に

関すること

●新過疎法制定、過疎対策に関すること

●定額給付金に関すること

●地域創造モデル事業交付金に関すること

地域振興総局地域情報

政策課

●市町村のＬＧＷＡＮに関すること ●情報通信基盤整備事業に関すること

●電子自治体共同システムに関すること ●地上テレビ放送のデジタル化（広報・周知

活動）に関すること

●公的個人認証サービスに関すること ●財団法人ｅ－とくしま推進財団に関するこ

と

●市町村の情報セキュリティに関すること

●公的個人認証サービス都道府県協議会に関

すること

環境総局環境首都課 ●本県環境政策の総合調整に関すること ●環境審議会（総会、環境政策部会等）に関

すること

●住宅用太陽光発電導入支援対策事業に関す

ること

●環境教育・環境学習の推進に関すること

●とくしま環境県民会議の全体事業に関する

こと

●環境マネジメントシステムに関すること

●夏・冬のエコスタイルに関すること

保健環境センター ●感染症に係る病原体検査に関すること ●感染症検査情報に関すること ●大気環境汚染の測定及び検査に関すること

●新型インフルエンザ検査に関すること ●食品衛生検査に関すること ●騒音の測定及び調査に関すること

●新型インフルエンザ情報管理に関すること ●食品中の残留農薬・残留動物用医薬品等の

検査に関すること

●放射能の監視測定及び調査に関すること

●細菌学検査に関すること ●水域及び発生源の水質の監視測定及び調査

に関すること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●廃棄物及び放射能の監視測定及び調査に関

すること

●土壌汚染に係る監視測定及び調査に関する

こと

●事務の総括に関すること

環境総局自然環境課 ●感染予防・感染拡大防止等広報業務、関係

機関連絡調整等業務

●土砂埋立に係る構造審査及び指導に関する

こと

●自然公園の整備、管理及び運営に関するこ

と

●土砂埋立に係る許可申請に関すること ●自然再生事業の推進に関すること

●野生生物及び希少野生生物の保護、継承に

関すること

●環境審議会 (鳥獣部会・自然環境部会）に
関すること

●環境影響評価制度の推進に関すること

環境総局環境整備課 ●産業廃棄物処理業者の指導に関すること ●廃棄物不適正処理監視業務 ●産業廃棄物処理業や産業廃棄物処理施設に

関する許認可業務

●産業廃棄物処理施設の指導に関すること ●市町村における一般廃棄物の適正処理の指

導に関すること

●循環型社会関連法の普及啓発に関する業務

（医療関係機関等から排出される廃棄物の適

正処理の推進を含む）

●一般廃棄物処理施設の指導や公共関与によ

る廃棄物処分事業に関すること

●環境美化や廃棄物リサイクルの推進に関す

る街頭キャンペーン等の業務

●浄化槽に関すること

環境総局環境管理課 ●環境事故への対応に関すること ●大気、水質の監視に関すること

●特定施設の設置等に係る許可及び届出受理

に関すること

●水質測定計画の作成に関すること

●アスベスト除去工事に係る届出の審査及び

指導に関すること

●公害防止協定、環境保全協定の締結に関す

ること

●光化学オキシダント注意報の発令等に関す

ること

●各種環境調査の実施に関すること

●各種会議、講演会等の開催に関すること

保健福祉部 保健福祉政策課 ●部内及び課の災害・危機管理対応に係る調

整に関すること（部内調整、危機管理対策本

部等との連絡調整）

●インフルエンザ対策関係予算の調整に関す

ること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

地域福祉課 ●社会福祉施設等に対する新型インフルエン

ザ関連の文書（感染予防対策、通所施設等の

臨時休業の要請及び再開等）の作成と通知

●介護福祉士修学資金貸付金の支出 ●身体障害者等用駐車場利用証（パーキング

パーミット）の申請受付及び交付

●戦没者等の遺族に対する特別弔慰金審査裁

定

●生活保護法施行事務監査

●生活保護実施要領の運営指導

●医療機関の指定、指導

●介護機関の指定、指導

こども未来課 ●児童福祉施設等に対する新型インフルエン

ザ関連情報の周知

●児童手当・子育て応援特別手当事務 ●次世代育支援行動計画の進行管理及び計画

策定（市町村援助含む）

●保育士登録 ●緊急少子化対策事業

●こども女性相談センター、児童相談所、徳

島学院及び所管児童福祉施設等の運営指導

●各種研修に関すること

●母子寡婦福祉資金貸付金業務の運用 ●市町村児童家庭相談に関する事務（児童虐

待防止対策会議）

こども女性相談セン

ター

●児童相談（児童虐待に関するもの） ●児童相談（児童虐待に関するもの以外）

●児童の保護・観察・指導・給食調理 ●里親関係業務

●一時保護児童の教育指導 ●療育手帳判定業務

●女性支援・一時保護委託に関すること ●法律相談・精神相談に関すること

●保護命令に関すること

徳島学院 ●患者（入所児童）への対応（重症者は入院、

入院の必要のない患者は抗インフルエンザ

ウィルス薬を投与し、学院内で療養する。な

お、保護者の希望により自宅療養も可能）

●児童自立支援業務（寮舎において児童と起

居を共にし、入所児童の保護と生活自立支援

を行う）

●給食の炊事及び調理（入所児童及び職員に

対する１日３食の提供（通年））

薬務課 ●抗インフルエンザウイルス薬の市場流通状

況の調査

●血液製剤の安定供給の確保等 ●薬事法に基づく薬局等の許可・指導に関す

ること

●新型インフルエンザワクチンの円滑な県内

流通体制の確保

●毒物劇物取扱者試験の施行に関すること ●災害時緊急医薬品備蓄事業に関すること

●登録販売者試験の施行に関すること ●温泉法関係事務に関すること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●毒物及び劇物に係る危機管理に関すること ●薬物乱用防止関係事務に関すること

●医薬品等の製造管理及び品質管理 (GMP
／ QMS）に係る調査・指導に関すること

製薬指導所 ●日本薬局方等の定めに基づく試験研究 ●医薬品等の製造販売承認審査及び指導

●医薬品等の化学的又は細菌学的試験検査及

び研究指導（一般依頼試験）

●医薬品等の製造技術に関する相談指導

●医薬品等の製剤技術に関する研究指導 ●医薬品等の品質管理に関する指導

●有害物質を含有する家庭用品の試験研究

●薬用植物の栽培、採取及び生薬の調製に関

する研究指導

生活衛生課 ●興行施設の運営に関する調整 ●食品衛生法に基づく食中毒発生時の対応に

係る関係機関の調整

●広域監視機動班による食品衛生広域監視の

実施

●火葬場に関する関係機関の調整 ●牛海綿状脳症特別措置法に係るＢＳＥ発生

時の対応に係る関係機関の調整

●食中毒の調査研究に関する関係機関への連

絡調整、報告

●狂犬病予防法に係る狂犬病発生時の対応 ●と畜検査業務実施に関する調整

●感染症（1～4類）発生時の対応（ただし動
物由来感染症に限る）

●渇水調整

●犬の登録と狂犬病予防注射の実施に係る関

係機関の調整

食肉衛生検査所 ●と畜場法の施行及び精密検査 (BSE・理化
学・微生物・病理組織学）に関する業務

●食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関す

る法律の施行に関すること

動物愛護管理センター ●狂犬病発生時の対応 ●放浪犬の保護収容

●動物由来感染症発生時の積極的疫学調査・

動向調査

●処分を行う動物の評価

●動物愛護推進協議会の運営

●イベント等の開催

●動物の飼養等に係る苦情相談

障害福祉課 ●関係機関への情報周知（他課、他担当周知

分除く）

●身体障害者手帳事務、療育手帳事務 ●施設職員研修関係

●コミュニケーション支援事業関係者におけ

る留意事項等対応

●自立支援医療（更生医療）事務、重度心身

障害者医療費助成事業事務

●県及び地域（市町村）自立支援協議会

●施設・事業所への諸通知（連絡） ●特別児童扶養手当支給事務、特別障害者手

当・障害児福祉手当等事務

●心身障害児（者）施設の指導監査、福祉事

務所の事務指導監査
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●施設・事業所に発生（疑い含む）した場合

の対応

●心身障害者（児）在宅介護等支援事業事務 ●障害者社会参加促進事業

●障害児施設給付費

障害者相談支援セン

ター

●相談業務（障害者からの相談全般） ●各種研修業務（障害程度区分認定調査員・

市町村審査会委員・相談支援従事者・サービ

ス管理責任者等各研修）

●身体障害者手帳交付 ●特別支援学校高等部卒業予定者のサービス

利用調整業務

●補装具費支給の要否判定及び自立支援医療

（更生医療）の要否判定

●療育手帳判定

あさひ学園 ●入所児の感染予防・感染拡大防止、医療看

護業務

●入所児の療育指導業務（指導員業務） ●発達障害者支援センターの通園部門（ひま

わり・ひよこ学級）の療育指導業務

●入所児の療育指導業務（保育士業務） ●管理部門の業務（給食・洗濯業務含む。） ●発達障害者支援センターの相談業務

●日中一時支援・短期入所（ショートステイ）

の福祉サービス業務

人権課 ●人権に係る教育、啓発及び広報に関するこ

と

●人権相談に関すること

●指定管理業務の点検・指導等に関すること

●人権フェスティバルに関すること

医療健康総局医療政策

課

●インフルエンザに関すること（各医療機関

に対する感染予防、感染拡大予防などの周知

徹底など）

●災害医療に関すること ●保健医療計画の推進・評価に関すること

●救急医療に関すること ●医療法の施行に関すること

●医師法、歯科医師法の施行に関すること ●看護職員の研修・調査に関すること

●医療安全に関すること ●腎臓バンクの事務局事務に関すること

●県立看護学院における教育に関すること ●看護師等学校養成所報告等に関すること

看護専門学校 ●関係機関からの情報収集 ●学生の健康管理 ●臨地実習に関すること

●授業（実習除く）に関すること ●学校行事等に関すること

●国家試験に関すること ●学生生活（寄宿舎含む）に関すること

●入学試験に関すること

●証明書の発行手続きに関すること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

医療健康総局健康増進

課

●新型インフルエンザ対策等に関すること ●精神医療審査会：精神入院患者からの退院

請求の申出、請求にかかる処理

●健康とくしま県民会議：県民会議の開催、

幹事会の開催、委員の任免

●新型インフルエンザに関する体制整備やま

ん延防止に関する事項

●結核・感染症発生動向調査（サーベイラン

ス）：毎月又は毎週において感染症等の発生

動向の調査、分析

●がん計画の推進：緩和ケア研修事業、健康

診査受診率向上事業、女性のがん検診啓発事

業

●国、他県等からの情報の収集及び県民への

迅速・的確な提供等

●肝炎治療特別促進事業：肝炎インターフェ

ロン治療費助成制度の実施等

●障害者自立支援法に関する事務：サービス

事業者からの変更等の申請に対する処理、育

成医療等の指定

●相談窓口の充実強化 ●小児慢性特定疾患治療研究事業：小児慢性

特定疾患時に対する医療受給券交付等

●結核対策に関する事務：結核のまん延防

止・啓発、公費負担医療費支払い

●医療機関の空床情報の把握 ●原爆被爆者の援護対策：原爆被爆者に対す

る手当の交付、健康診断の実施等

●難病相談・支援センター：相談対応、就労

支援、講演会・研修会開催

●自宅療養患者への医療の確保

●医療機関以外の施設における新たな病床の

確保

●治療用タミフル等の供給調整

精神保健福祉センター ●精神保健福祉相談・社会復帰相談に関する

こと

●デイケアに関すること

長寿保険政策局長寿社

会課

●老人福祉施設及び介護サービス事業者等に

対する情報提供・連絡・相談等

●とくしま“あい”ランド推進協議会に関す

ること

●敬老理念普及に関すること

●老人福祉施設・社会福祉法人の指導監督の

企画及び連絡調整

●各種研修に関すること

●高齢者虐待防止法に関すること ●介護保険の周知広報に関すること

長寿保険政策局国保長

寿医療課

●各医療保険者及び関係団体への国民健康保

険関連交付金に関すること

●各医療保険者及び関係団体への後期高齢者

医療関連交付金に関すること

●国民健康保険及び後期高齢者医療に関する

諸統計及び諸報告に関すること

●各医療保険者及び関係団体の指導に関する

こと

●国民健康保険月報及び事業年報に関するこ

と
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

東部保健福祉局（徳島） ●母子・寡婦福祉資金の貸付と償還指導 ●社会福祉施設等調査

●児童扶養手当の支給 ●市町村社協認可等、運営指導及び指導監査

●特別障害者手当等の支給 ●市町村指導監査（公立保育所）

●特別児童扶養手当の支給 ●市町村指導監査（母子生活支援施設入所事

務、助産）

●母子家庭等医療費助成 ●市町村指導監査（児童扶養手当、児童手当）

●生活保護の決定実施 ●生活保護受給者等就労支援

●医療扶助・介護扶助の実施 ●生活保護返納金に係る債権管理

●生活保護費支給事務 ●行旅病人・死亡人に対し救護を実施した市

町村への費用弁償

東部保健福祉局（徳島

保健所）

●新型インフルエンザ対応業務（発熱相談窓

口・疫学調査・検体搬送・サーベイランス等）

●健康危機管理業務に関すること ●各担当主催の会議・研修会に関すること

●関係機関との連絡調整及び対策会議 ●食中毒に関すること ●定例業務・相談業務に関すること（食品・

母子・健康づくり・精神・結核・難病・アス

ベスト等）

●所内支援体制の整備 ●精神障害者の通報・措置入院に関すること ●各担当許可申請・届出処理（医療法、薬事

法、食品衛生法・旅館業法等）に関すること

●感染症関係（一類～四類感染症発生時に対

する対応）に関すること

●免許申請事務（医師等医療関係・管理栄養

士・栄養士・調理師等）に関すること

●医療費等給付申請・助成申請（養育・育成・

不妊治療・特定疾患・肝炎・小児慢性特定疾

患）に関すること

東部保健福祉局（吉野

川保健所）

●新型インフルエンザ対応業務（発熱相談窓

口・疫学調査・検体搬送・サーベイランス等）

●感染症対策（新型インフルエンザ以外） ●相談業務（食品、母子・健康づくり・精神・

結核・難病・アスベスト等）

●所内外の連絡調整 ●精神保健（通報・措置入院関係業務） ●定例業務（精神保健福祉相談・親と子のこ

ころの相談室・女性のための健康相談・禁煙

相談）

●健康危機管理対策（情報収集と所内体制の

支援）

●食中毒調査 ●小児等医療給付事務

●医療費等助成申請事務

商工労働部 商工政策課 ●危機管理会議、危機管理対策本部等に係る

部内外の連絡調整

●国に対する重要要望に関すること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●商工関係団体・市町村中小企業所管課との

連絡調整

●企業防災の推進に関すること

地域経済課 ●関係事業者団体及び事業者（県内主要流通

業者に限る）への情報提供、協力要請に関す

ること

●大規模小売り店舗立地法に関すること ●地域資源活用、にぎわいづくり推進のため

の緊急経済雇用対策に関すること

●本県経済の緊急的な事案に関すること ●金融機関との連絡調整に関すること ●ベンチャー企業の育成支援に関すること

●中小企業向け融資制度に関すること ●平成長久館事業に関すること

●貸金業に関すること ●ものづくり産業の人材育成に関すること

●電気工事士法、電気工事業の業務の適正化

に関する法律及び電気用品安全法に関するこ

と

●知的財産の推進に関すること

工業技術センター ●インフルエンザの感染予防、感染拡大防止

対策業務（情報収集、職員の状況把握、マス

ク・うがい薬・消毒液の配付、外来者に対す

る注意喚起等）

●企業等からの各種依頼試験、依頼分析等に

関する業務

●当センター単独で、経常的に行っている研

究業務

●県内企業等からの委託を受け研究開発を行

う受託研究業務

●講堂、研修室等の施設貸出業務

●県内企業等と共同して研究開発を行う共同

研究業務

●知的財産アドバイザーによる、企業等に対

する相談業務

●企業等に対する技術指導業務 ●研修生の受入れに関する業務

計量検定所 ●計量関係事業者及び計量団体への情報提

供、協力要請に関すること

●燃料油メーター等で有効期限が過ぎたもの

の検定等の業務に関すること

●基準器検査及び実用基準分銅の検査業務に

関すること

● 1年周期のタクシーメーター装置検査業務
に関すること

●計量に関する窓口相談や苦情処理業務に関

すること

● 2年周期のはかりの定期検査業務に関する
こと

●特定計量器及び商品量目の立入検査業務に

関すること

●計量関係諸届出、諸登録及び関係事業者の

指導に関すること

●計量事務の総括及び支払事務等に関するこ

と

新産業戦略課 ●ＬＥＤバレイ構想に関すること ●とくしま経済飛躍ファンドに関すること

●地域クラスター創成事業に関すること ●産業クラスターに関すること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

産業立地課 ●立地企業のフォローアップに関すること ●企業誘致（製造業等）に関すること

●情報通信関連産業の誘致に関すること

●水資源対策に関すること

●工場立地法に関すること

●企業立地促進法に関すること

労働雇用政策局労働雇

用政策課

●発生地域の住民や関係者に対する要請 ●職場適応訓練，重度心身障害者雇用奨励金

の支給業務

●公益法人，団体等の指導監督業務

●職業訓練指導員試験及び免許の交付業務 ●労働相談業務

●訓練生の安全衛生及び災害補償業務 ●次世代育成支援業務

●訓練手当の支給業務 ●緊急雇用対策基金事業

●とくしまジョブステーションの管理運営業

務

●「技あり徳島」伝承推進事業

●職業能力開発校の運営指導等業務

徳島テクノスクール ●職業訓練に関すること

鳴門テクノスクール ●職業訓練に関すること

阿南テクノスクール ●職業訓練に関すること

西部テクノスクール ●職業訓練に関すること

観光戦略局観光企画課 ●危機管理に関すること ●旅行業法・通訳案内士法による登録等の業

務に関すること

●観光統計・調査に関すること

●観光情報の提供事業に関すること

●観光に係る施策の企画・調整に関すること

●観光・物産のＰＲ等に関すること

大阪事務所 ●危機管理に関すること ●農産物・畜・林産物・水産物及び花卉の情

報収集に関すること

●県人会等の活性化及び県人のサポートに関

すること

●徳島県物産協会に関すること

●物産及び観光のあっ旋、販路の拡張及び紹

介宣伝に関すること

●農産物・畜・林産物・水産物・花卉の販売

あっ旋、販路の拡張及び紹介宣伝に関するこ

と

●空港周辺整備事業・港湾関係用地の利用促

進に関すること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

名古屋事務所 ●危機管理に関すること ●中部地域の情報収集及び連絡調整に関する

こと

●観光・物産の紹介宣伝、あっ旋等に関する

こと

観光戦略局にぎわいづ

くり課

●発生時の関係者に対する要請 ●指定管理料、使用料に関すること ●とくしまマラソンに関すること

（県人会に関すること） ●「スポーツ王国」立国事業（合宿誘致）に

関すること

（プロスポーツ関係に関すること） ●県立観光施設利用者満足度調査に関するこ

と

（コート・ベール徳島に関すること） ●もっともっと知りたい徳島事業に関するこ

と

（出島野鳥公園に関すること）

（渦の道に関すること）

（大鳴門橋架橋記念館に関すること）

（産業観光交流センターに関すること）

（あすたむらんどに関すること）

（美馬野外交流の郷に関すること）

農林水産部 農林水産政策課 ●農林水産関係団体への情報提供・協力要請

の総合調整

●農林水産関係の災害報告及び関連事業の取

りまとめに関すること

●徳島県農林漁業優秀経営者選定事業に関す

ること

●関係団体からの被害状況等の情報収集の総

合調整

●農林水産関係の統計に関すること

●国及び危機管理対策本部と連携した感染予

防・拡大対策の企画・立案・調整

●農林水産関係の人権啓発に関すること

企画研究課 ●関係団体等への情報提供、対応状況等の情

報収集に関する業務

●各研究所における試験研究に関する企画調

整業務

●関係団体等への協力要請等、連絡調整に関

する業務

●知的財産権に関する利用権許諾等の業務

●感染拡大防止のための関係行事等の調整、

相談・指導、広報などに関する業務

●施設整備に関する企画調整業務

●施設整備に関する財産管理の内，継続的に

行うことが必要な業務
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

普及教育課 ●関係団体等への情報提供、対応状況等の情

報収集に関する業務

●協同農業普及事業に関する企画調整業務

●関係団体等への協力要請等、連絡調整に関

する業務

●農業の安全対策・機械化の推進に関する業

務

●感染拡大防止のための関係行事等の調整、

相談・指導、広報などに関する業務

●農業大学校に関する企画調整業務

●農業の担い手の育成等に関する企画調整業

務

●就農相談等業務

農業研究所 ●作物・圃場の管理に関すること

●試験研究調査・分析に関すること

●病害虫防除業務に関すること

果樹研究所 ●常緑果樹の試験研究に関すること

●落葉果樹の試験研究に関すること

●果樹の病害虫・土壌肥料の試験研究に関す

ること

畜産研究所 ●牛の受精卵供給センター事業及び乳肉用牛

の飼養管理に関する業務

●情報経営の総括に関すること

●系統豚の維持事業及び養豚の飼養管理に関

する業務

●酪農肉牛、養豚養鶏、飼料環境に関する試

験研究

●阿波尾鶏事業及び養鶏の飼養管理に関する

業務

●家畜のふん尿処理に関する業務

森林林業研究所 ●森林・林業・木材分野の試験研究に関する

こと

●木材需要開発センターの管理に関すること

●林業技術研修に関すること

水産研究所 ●総務事務 (会計経理等)に関すること
●調査船に関すること

●海洋生産技術に関すること

●環境増養殖に関すること

高度専門技術支援担当 ●農作物作況・災害業務

●農業者に対する経営指導、農薬の適正使用

指導
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●植物の病害虫防除指導、鳥獣害対策業務

●米麦種子の生産確保業務

●担い手育成関係業務

農地政策推進課 ●農業経営基盤強化事業の歳入、歳出及び市

町村交付事業に関すること

●遊休農地対策に関すること

●農地調整費交付金等の交付申請に関するこ

と

●農地保有合理化法人に関すること

●担い手育成総合支援協議会に関すること

●企業等の農業参入に関すること

農業大学校 ●感染予防・拡大防止、広報に関すること ●学生・受講生の身分に関すること及び各種

証明書発行業務

●学生の講義、体験学習、校外研修に関する

こと

●学生・保護者及び研修生に対する連絡指導

に関すること

●（学生の入学・卒業・募集等に関する事項、

学生・卒業生への証明書の交付、受講生の修

了・募集等業務）

●アグリテクノスクールの各種講座の実施に

関すること

●農場の維持・管理や動物環境・飼養に関す

ること

●学生自治会、後援会、同窓会の各種事業に

関すること

●学生の入学式・卒業式及び受講生の開講

式・閉講式に関すること

検査指導課 ●関係団体等への情報提供、対応状況等の情

報収集に関する業務

●農業協同組合、農業共済組合、水産業協同

組合、森林組合及び土地改良区の検査に関す

ること

●関係団体等への協力要請等、連絡調整に関

する業務

●農業協同組合法の施行に関すること

●感染拡大防止のための関係行事等の調整、

相談・指導、広報などに関する業務

●農業災害補償法の施行に関すること

ブランド戦略総局とく

しまブランド戦略課

●関係団体への情報提供及び対応状況等の情

報収集

●県産農産物等の販売に関すること ●とくしまブランド飛躍戦略の事業推進に関

すること

●全農とくしま及び食糧卸協同組合への食料

提供要請

●野菜、果樹、花きの産地振興に関すること

●農林水産省等と連携した食料供給等の情報

収集・情報提供

●有機農業、特別栽培農産物に関すること

●感染拡大防止のための関係行事等の調整、

相談・指導、広報などに関する業務

●環境に配慮した農業の推進に関すること

- 23 -



発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

ブランド戦略総局畜産

課

●高病原性鳥インフルエンザに係る情報収

集・提供、調査集計業務

●家畜伝染病予防業務 ●畜産関係資金に関する業務

●相談窓口の設置、関係団体指導用務 ●飼料の安全確保に係る業務

●新型インフルエンザ発生に伴う畜産物の風

評被害、流通対策業務

●動物薬事、獣医療に係る業務

●感染拡大防止のための関係行事等の調整、

相談・指導、広報などに関する業務

●畜産物の増産、振興に係る業務

徳島家畜保健衛生所 ●新型インフルエンザ発生に伴う鶏と豚に関

する防疫業務及び死亡野鳥の検査業務

●家畜伝染病予防業務 ●家畜改良増殖業務

●家畜の病性鑑定業務 ●動物薬事、獣医療に係る業務

●死亡牛のＢＳＥに関する業務 ●放牧衛生に係る業務

●乳用牛群検定業務

西部家畜保健衛生所 ●新型インフルエンザ発生に伴う鶏と豚に関

する防疫業務及び死亡野鳥の検査業務

●家畜伝染病予防業務 ●家畜改良増殖業務

●家畜の病性鑑定業務 ●動物薬事、獣医療に係る業務

●放牧衛生に係る業務

●乳用牛群検定業務

ブランド戦略総局水産

課

●関係団体等への情報提供、対応状況等の情

報収集に関する業務

●種苗生産施設の管理に関すること ●水産業改良普及指導事業に関すること

●関係団体等への協力要請等、連絡調整に関

する業務

●魚類防疫対策等に関すること ●資源管理型漁業に関すること

●感染拡大防止のための関係行事等の調整、

相談・指導、広報などに関する業務

●赤潮及び貝毒の被害防止対策に関すること ●水産基盤整備事業の執行に関する業務（国・

関係機関との調整事務を継続）

●漁業許可等に関すること ●水産業協同組合の指導に関すること

●漁業取締・指導に関すること

農山村政策局農山村整

備課

●関係団体等への情報提供、対応状況等の情

報収集に関する業務

●農業農村整備事業に係る設計積算システム

の運用に関する業務

●農業農村整備事業の執行に関する業務（国・

関係機関との調整事務を継続）

●関係団体等への協力要請等、連絡調整に関

する業務

●土地改良法の施行に関する業務 ●国土調査事業の執行に関する業務（県検査

及び国・関係機関との調整事務を継続）

●感染拡大防止のための関係行事等の調整、

相談・指導、広報などに関する業務

●中山間地域直接支払事業の執行に関する業

務（国・関係機関との調整事務を継続）

●農地・水・環境保全向上対策事業の執行に

関する業務（国・関係機関との調整事務を継

続）
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●鳥獣被害対策の推進に係る業務（相談業務

を継続）

農山村政策局農地整備

課

●事業実施改良区等への協力要請等、連絡調

整に関する業務

●渇水時における連絡調整及び、対策の実施

に関する業務

●農業農村整備事業の執行に関する業務（国・

関係機関との調整事務を継続）

●感染拡大防止のための関係行事等の調整、

相談・指導などに関する業務

●防災、災害復旧に関する業務

林業飛躍局林業振興課 ●関係団体等への情報提供、対応状況等の情

報収集に関する業務

●森林基本情報の管理に関すること ●県産木造住宅の普及に関すること

●関係団体等への協力要請等、連絡調整に関

する業務

●公有財産事務に関すること ●林業経営者や功労者の表彰等に関すること

●感染拡大防止のための関係行事等の調整、

相談・指導、広報などに関する業務

●林材業振興資金に関すること ●「緑の募金」に関すること

●森林環境保全整備事業に関すること ●環境緑化及び森林ボランティアの推進に関

すること

●森林国営保険事業に関すること ●林業普及指導に関すること

林業飛躍局森林整備課 ●林道事業の計画施行に関すること ●県単林道事業に関すること

●治山事業の計画施行に関すること ●県単治山事業に関すること

●地すべり防止事業の計画施行に関すること ●治山事業の調査に関すること

●保安林の指定・解除に関すること ●ふるさと林道事業の計画施行に関すること

●林地開発に関すること ●森林整備保全事業計画に関すること

東部農林水産局（徳島） ●関係団体等への情報提供、対応状況等の情

報収集に関する業務

●危機管理に関すること ●農地法及び農業振興地域の整備に関する法

律に関すること

●関係団体等への協力要請等、連絡調整に関

する業務

●農作物の作況及び農業災害業務に関するこ

と

●農作物等の専門普及に関すること

●感染拡大防止のための関係行事等の調整、

相談・指導、広報などに関する業務

●ほ場整備及びかんがい排水事業等に関する

こと

●林業及び木材産業の振興に関すること

●森林整備事業及び治山事業に関すること

東部農林水産局（吉野

川）

●関係団体等への情報提供、対応状況等の情

報収集に関する業務

●認定農業者の育成に関すること

●関係団体等への協力要請等、連絡調整に関

する業務

●農薬に関すること

●感染拡大防止のための関係行事等の調整、

相談・指導、広報などに関する業務

●ため池等整備事業に関すること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●林野地地すべり防止事業に関すること

県土整備部 県土整備政策課 ●課の総括 ●公共事業の評価に関すること

●部内各課の連絡調整

●危機管理に関すること

建設管理課 ●関係団体への情報提供及び対応状況等の情

報収集

●電子入札システムや工事基礎情報管理シス

テム等の維持

●土木技術に係る職員研修

●工事の継続又は休止に係る技術に関するこ

と

●入札参加資格制限措置や建設業法による指

導監督に関すること

●営業所調査

●工事の継続又は休止に係る契約等に関する

こと

●入札や契約制度に関すること ●公共工事契約業務連絡協議会

●建設業許可申請及び経営事項審査 ●進行管理に関する事務

●積算基準や資材単価に関すること ●建設産業の構造改革支援

用地対策課 ●県土地開発公社への情報提供と対応状況等

の情報収集

●知事の行う事業認定に関すること ●用地補償・裁決申請指導に関すること

●公用地公共用地取得特別会計予算に関する

こと

●損失補償基準に関すること

●特定事業移転促進貸付金に関すること ●用地事務職員研修について

●地価調査及び地価公示に関すること ●国土利用計画の策定に関すること

●土地利用指導要項に関すること ●土地利用対策会議に関すること

都市計画課 ●県管理公園、駐車場における感染拡大の防

止、関係機関との連絡調整事務

●屋外広告物、風致地区に関する事務 ●都市計画区域の指定等に関する事務

●危機管理対策本部等庁内関係機関との連絡

調整事務

●都市計画街路事業に関する事務

下水環境課 ●新型インフルエンザ対策に係る国土交通省

及び関連市町村との連絡調整

●流域下水道の処理場等の運営管理に関する

こと

●生活排水対策の企画及び総合調整に関する

こと

●生活排水対策の普及啓発、広報に関するこ

と

●公共下水道事業の市町村の指導監督、調整

等に関すること

●公共下水道事業の市町村の調査等に関する

こと
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●流域下水道事業の工事計画及び進行管理に

関すること

●流域下水道事業の経営・特別会計に関する

こと

住宅課 ●県営住宅等における感染拡大防止及び要請 ●市町村の地域住宅交付金 ●木造住宅の振興の普及啓発、住宅に関する

調査・統計

●県営住宅の建設工事、維持補修、駐車場の

整備

●街なみ環境整備事業

●県営住宅等の家賃、敷金の調定、収納事務 ●木造住宅耐震化促進事業

●県営住宅の整備計画

●県営住宅等の管理代行者及び指定管理者の

指導等

建築開発指導課 ●建築基準法の施行、同法施行条例及び同法

施行細則

●アスベスト改修型事業

●建築物の耐震化促進

●都市計画法の施行

●開発許可等事前審査委員会

営繕課 ●営繕工事の総合調整に関すること ●県有建物の営繕工事の設計、監理及び技術

指導に関すること

●営繕積算システムに関すること ●委託営繕工事の設計、監理及び技術指導に

関すること

●営繕工事の見積に関すること

道路総局道路企画課 ●工事費の契約、資金計画に関すること ●道路整備長期計画に関すること

●本州四国連絡道路 (株) との連絡調整等に
関すること

●各種団体関連事務に関すること

●各種調査報告に関すること

道路総局道路整備課 ●道路管理に関する訴訟、和解又は損害賠償

に関すること

●緊急地方道路整備事業に関すること

●特殊車両の通行に関すること ●交通安全施設等整備事業に関すること

●道路防災情報システムに関すること ●交通安全対策事業に関すること

●道路の占用に関すること ●道路改築事業に関すること

●異常気象時における通行規制等に関するこ

と

●道路維持修繕事業に関すること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

道路総局高規格道路課 ●交通インフラ管理者（西日本高速道路 (株)）
との連絡調整に関すること

●高速道路、地域高規格道路に係る設計協議

や関係者間の連絡調整（国土交通省、西日本

高速道路 (株)、市町、地元住民）に関するこ
と

●高速道路、地域高規格道路の整備促進に関

すること

●周辺対策事業及び支援事業に係る地元調整

に関すること

●高速道路建設促進に係る計画調整に関する

こと

高速道路用地推進事務

所

●用地取得事務（契約済）に関すること ●用地取得事務（契約前、収用手続き）に関

すること

●用地交渉に関すること

新直轄道路用地推進事

務所

●用地取得事務（契約済）に関すること ●用地取得事務（契約前）に関すること

●用地交渉に関すること

河川局河川整備課 ●河川管理事務に関すること ●河川協議（海岸を含む）に関すること

●海岸管理事務に関すること ●公有水面埋立法の施行に関すること

●徳島県防災会議水防部会に関すること ●アドプト支援事業に関すること

●水防法の施行に関すること ●河川整備事務業務の総括

●砂利採取法の施行に関すること ●河川整備基本方針に関すること

●採石法の施行に関すること ●河川整備計画に関すること

●河川事業に関すること ●河川整備の環境配慮に関すること

●海岸事業に関すること ●河川に係る調査・報告に関すること

●地震・津波対策に関すること

●水防情報テレメーターシステムに関すに関

すること

河川局流域振興課 ●吉野川、那賀川等の渇水調整に関すること ●県管理ダムの維持管理に関すること

●流水の占用許可に関すること

●吉野川、那賀川の直轄河川改修に関するこ

と

●吉野川、那賀川の流域連携に関すること

●財団法人吉野川水対策基金に関すること

河川局砂防防災課 ●土砂災害の防止に係る総合調整に関するこ

と

●中津山に関すること

●砂防管理事務に関すること ●土砂災害防止の啓発に関すること

●砂防法等に係る不正行為等に関すること ●土砂災害警戒区域等の区域指定に関するこ

と
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●砂防指定地における固定資産評価額の減免

措置に関すること

●砂防地すべり急傾斜の区域指定に関するこ

と

●砂防事業に関すること ●地震防災対策行動計画の取りまとめに関す

ること

●地すべり対策事業に関すること ●防災対策に係る研修及び訓練に関すること

●急傾斜地崩壊対策事業に関すること ●災害防止対策緊急事業に関すること

●土砂災害警戒情報に関すること

●土砂災害警戒システムの維持管理に関する

こと

●防災対策業務の総合調整に関すること

●災害対策業務の総合調整に関すること

●公共土木施設災害状況の取りまとめ及び報

告に関すること

●国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業

の総轄に関すること

●災害査定に関すること

●市町村災害復旧事業の指導監督に関するこ

と

運輸政策総局港湾空港

企画課

●港湾の防災計画に関すること。 ●港湾計画、港湾の整備及び利用に係る企画

及び調整に関すること。

●運輸政策総局所管事務の政策の調整に関す

ること。

●港湾及び港湾海岸の整備計画に関するこ

と。

●港湾関係団体の事務に関すること。

運輸政策総局交通政策

課

●課内の意志決定、庁内の連絡調整 ●バス利用者に提供しているホームページ

（バスナビ）の維持

●運輸局及び各公共交通機関等との連絡調整 ●市町村、公共交通事業者等からの補助金申

請等の業務

●Ｈ２２春開港の新空港に関する業務

運輸政策総局港湾振興

管理課

●船舶代理店等との連絡調整 ●港湾保安対策に関すること ●海と空“ふれあい”交流事業に関すること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●国土交通省四国地方整備局等との連絡調整 ●徳島県港湾施設管理条例等の施行に関する

こと

●社会実験みなと“にぎわい”促進事業に関

すること

●港湾法の施行に関すること ●徳島県ＯＵＲポートアドプト支援事業に関

すること

●海岸法の施行に関すること

東部県土整備局（徳島） ●危機管理対策 ●建設業法の許可等に関すること ●道路事業の用地取得に関すること

●道路占用に関すること ●街路事業の用地取得に関すること

●道路工事の承認に関すること ●港湾事業の用地取得に関すること

●公園の管理事務等に関すること ●河川砂防等事業の用地取得に関すること

●道路維持事業の事務に関すること ●道路の境界確定に関すること

●道路維持作業に関すること ●道路パトロールに関すること

●加賀須野橋可動機の操作管理に関すること ●河川地域内の境界確定に関すること

●河川の占用に関すること ●河川パトロール・点検に関すること

●砂防地域内の行為の許可等に関すること ●港湾施設の管理運営に関すること

●港湾施設の占・使用料の徴収に関すること ●道路第１担当調査事務及び取りまとめに関

すること

●ＳＯＬＡＳに関すること ●道路第２担当調査事務及び取りまとめに関

すること

●港湾施設占使用等、許認可申請受理事務 ●管内市町村事業の指導に関すること

●道路整備課事業の事務に関すること ●河川砂防調査事務及び取りまとめに関する

こと

●都市計画課事業の事務に関すること ●管内市町村事業の指導に関すること

●道路整備課事業の事務に関すること ●港湾開発調査事務及び取りまとめに関する

こと

●河川整備課事業の事務に関すること ●優良宅地・優良住宅の認定事務等

●砂防防災課事業の事務に関すること ●上勝町の河川砂防事業の事務に関すること

●港湾空港企画課事業の事務に関すること ●ダム調査測定基準に基づく調査、統計報告

等

●建築基準法等の施行、住宅金融公庫受託事

務等

●ゲート等の制御施設、警報施設等の操作

東部県土整備局（環状

道路）

●危機管理対策 ●徳島環状線及び徳島東環状線の用地に関す

ること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●徳島環状線及び徳島東環状線の工務に関す

ること

東部県土整備局（鳴門） ●危機管理対策 ●建設業法に関すること ●優良宅地・優良住宅の認定事務等

●建築基準法等の施行に関すること ●道路事業の用地取得に関すること

●道路占用・道路工事承認等に関すること ●港湾事業の用地取得に関すること

●都市公園法等に関すること ●河川砂防等事業の用地取得に関すること

●河川、砂防、港湾、海岸法等の事務に関す

ること

●アドプト事業に関すること

●道路維持（橋梁）補修事業の事務に関する

こと

●交通安全対策事業に関すること

●道路維持作業、道路点検に関すること ●維持管理担当調査事務及び取りまとめに関

すること

●道路整備課の交通安全等事業の事務に関す

ること

●工務担当調査事務及び取りまとめに関する

こと

●道路整備課の事業の事務に関すること ●市町工事の指導に関すること

●災害復旧工事（道路）の事務に関すること

●災害復旧工事の事務に関すること

●河川整備課の事業の事務に関すること

●港湾空港企画課（水産課）の事業の事務に

関すること

●下水・公園等の事業の事務に関すること

●砂防事業の事務に関すること

東部県土整備局（吉野

川）

●危機管理対策 ●建設業法の許可等に関すること ●道路事業の用地取得に関すること

●道路占用に関すること ●河川砂防等事業の用地取得に関すること

●道路工事の承認に関すること ●道路の境界確定に関すること

●道路維持事業の事務に関すること ●道路パトロールに関すること

●道路維持作業に関すること ●河川区域内の境界確定に関すること

●河川の占用に関すること ●河川パトロール・点検に関すること

●砂防地域内の行為の許可に関すること ●道路担当調査事務及び取りまとめに関する

こと

●道路整備課事業の事務に関すること ●管内市町村事業の指導に関すること

●河川整備課事業の事務に関すること ●河川砂防調査事務及び取りまとめに関する

こと
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●砂防防災課事業の事務に関すること ●管内市町村事業の指導に関すること

●建築基準法等の施行、住宅金融公庫受託事

務等

●優良宅地・優良住宅の認定事務等

監察局 監察局 ●不当要求行為等に係る対策に関すること ●監察に関すること

●職員等からの通報の処理に関すること

●働きかけ制度に関すること

出納局 会計課 ●県費・国費の支払いに関すること ●会計事務の研修及び出納機関連絡会議に関

すること

●支出命令審査事務に関すること ●会計例規の制定及び改廃に関すること

●電算処理に係る給与の資料及び配布，審査

及び支出命令書の作成に関すること

●決算審査及び決算認定に関すること

●財務会計システムに関すること ●未収金対策に関すること

●現金の記録管理及び歳入金の審査に関する

こと

●歳入歳出外現金の出納及び保管に関するこ

と

公共入札室 ●入札執行事務に関すること

●建設工事審査委員会に関すること

工事検査課 ●建設工事の検査 ●工事検査課の総括に関すること

南部総合県

民局

企画振興部（美波） ●危機管理対策に係る総合調整に関すること ●災害発生時の管内被災市町への連絡要員の

派遣に関すること

●研修に関すること

●災害対策南部支部（配備編成計画、分掌事

務等）に関すること

●管内市町防災業務の助言に関すること ●観光情報の発信に関する事項

●総合相談窓口に関すること ●県民センターの運営に関すること

●災害発生時の自衛隊その他防災関係機関と

の連絡調整に関すること

●救助用備蓄資機材の確保・管理に関するこ

と

企画振興部（阿南） ●新型インフルエンザ総合相談窓口業務 ●旅券に関すること ●火薬類取締法、高圧ガス保安法、不当景品

類及び不当表示法、液化石油ガス法に関する

こと

●窓口収納事務 ●火薬類取締法、高圧ガス保安法、不当景品

類及び不当表示法、液化石油ガス法に関する

こと
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●徴収金の収受、払込、還付事務 ●徴収関連業務

●納税証明交付事務 ●個人県民税徴収取扱費交付金事務

●県税 (課税)課税事務（申告分） ●課税事務（申告以外）

●調査事務

保健福祉環境部（阿南・

美波）

●現地対策本部 ●健康危機管理業務 ●各種統計事務

●新型インフルエンザ相談窓口 ●各種届出受理業務 ●各種訪問指導

●関係機関との連携 ●各種医療費支給事務 ●各種協議会

●検体・患者の搬送 ●児童虐待対応 ●各種普及啓発

●疫学調査・予防投薬・健康観察等 ●生活保護に関する業務 ●研修事業

農林水産部（美波） ●危機管理に関すること ●野生鳥獣による農作物被害の防止に関する

こと

●漁港及び漁港海岸の管理に関すること

●経営体育成基盤整備事業などのほ場整備に

関すること

●林業技術及び知識の普及に関すること

●造林・間伐、種苗・育種に関すること

農林水産部（阿南） ●農業支援担当業務全般

●耕地担当業務全般

県土整備部（阿南） ●道路、砂防、河川、港湾施設等の監視、点

検パトロール

●公共土木工事に必要な土地等の取得及び使

用並びにこれらに伴う損失補償

●道路維持修繕及び原材料 ●道路改築工事、南部運動公園建設工事等

●建築基準法、都市計画法等の施行 ●河川改修工事、港湾改修工事、砂防・地す

べり工事等

県土整備部（美波） ●建設業法の施行事務 ●公共事業に必要な土地等の取得及び使用並

びにこれらに伴う損失補償に関すること

●緊急時の配備編成計画等に関すること ●道路建設課所管事業（道路局部改良事業）

に関すること

●防災・大規模災害に関すること（道路、河

川、港湾、海岸、砂防、急傾斜）

●県単河川・砂防事業（海陽町、牟岐町、美

波町）に関すること

●災害復旧事業に関すること ●県単漁港・港湾事業に関すること

●町村補助事業の指導監督に関すること

県土整備部（那賀） ●建設業法の施行事務、工事の契約・支払い

等に関すること
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●道路の管理・維持補修に関すること

●工事の計画・設計・現場監督に関すること

出納室（南部） ●出納事務 (収入支出審査、支払事務等) ●出納室の総括

●工事検査

西部総合県

民局

企画振興部（美馬） ●西部総合県民局の電話相談及び県民セン

ターの窓口相談に対する対応

●旅券申請受付及び交付 ●情報公開請求・個人情報保護制度請求受

付、ＮＰＯ設立認証事務相談受付

●現地危機管理対策本部の設置及び事務局業

務

●自然災害その他危機事象への緊急対応 ●県立総合大学校西部校に関する事務

●県税の窓口収納や納税証明書の交付事務、

納税相談事務

●火薬類取締法関係及び高圧ガス・液化石油

ガスに関する各種申請届出処理、保安検査、

立入検査

●納税指導事務（臨戸徴収を含む）

企画振興部（三好） ●庁舎内への感染予防対策 ●観光客等からの問い合わせ対応（観光地の

新型インフルエンザ状況の照会等含む）

●配送業務に関すること

●情報収集・連絡調整 ●県税の窓口収納や納税証明書の交付事務、

納税相談事務

●納税指導事務（臨戸徴収を含む）

●市町観光担当課、観光関係者等への新型イ

ンフルエンザ対策に係る情報伝達等

●県民センターの運営に関すること

●県民等を対象に集客、実施する主催行事

保健福祉環境部（三好） ●局・部内の総合調整に関すること ●小規模災害用務 ●支給・支払事務（手当・貸付金・補助金・

給付金）に関すること

●管内社会福祉施設の状況把握に関すること ●母子・寡婦福祉資金に関すること

●身体障害者手帳事務・療育手帳事務

●敬老理念普及事業

●相談業務（ＤＶ・高齢者・障害者・母子等）

保健福祉環境部（三好

保健所）

●発熱相談ホットライン ●健康危機管理業務 ●医療法関係申請、届処理

●検体搬送 ●食中毒調査 ●食品衛生・環境衛生業務等関係申請、届等

処理

●疫学調査 ●咬傷事故調査 ●相談業務（母子・健康づくり・栄養・精神・

結核・難病・アスベスト等）

●サーベイランス ●精神保健 ●定例業務（発育相談・療育相談・定例精神

保健福祉相談・エイズ検査・骨髄バンク登録・

肝炎検査）
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●職員の感染予防（感染予防緊急物品等調

達）

●感染症関係（一類～四類感染症発生時に対

する対応）

保健福祉環境部（美馬） ●生活保護費の定例支給 ●被保護者宅への定期訪問

●産業廃棄物処理業の許可、指導に関するこ

と

●西部地域における環境対策事務の総合企画

及び調整に関すること

保健福祉環境部（美馬

保健所）

●県民局内及び庁舎内の調整及び体制整備、

関係機関の情報連絡（医療企画担当）

●救急医療当番医連絡・医療法関係・医療安

全相談

●医療保険に関すること・医療関係の献血・

各種調査・出前講座・講習会

●生活衛生業務に基づく情報収集及び注意喚

起（生活衛生担当）

●食中毒調査 ●検査業務

●新型インフルエンザ対応必須事務事業:・発
熱相談・患者搬送・疫学調査等（健康増進担

当）

●新型インフルエンザ以外の感染症対応 ●一般的な電話相談

●児童福祉施設などで集団発生した場合など

の対応（児童相談担当）

●緊急危機対応を要する精神保健対応

●虐待通告などへの対応・一時保護への対

処・電話相談

農林水産部（美馬） ●振興・補助事業執行・資金対応業務等の決

定・認可等

●農業の専門普及・生活の専門普及等に関す

る業務

●用地・補償契約の締結・工事を含めた支払

関連、工事現場の安全確保、施設の管理

●施行中の農業農村整備事業の推進、公共工

事等の指導監督、補助事業の指導

●保安林・林地開発の許認可、補助事業の決

定・認可等

●保安林・林地開発の許認可、補助事業の指

導・確認等

●治山・林道工事の支払関連業務、工事現場

の安全確保

●治山・林道関係の工事監督、補助事業の指

導・確認

農林水産部（三好） ●振興・補助事業執行・資金対応業務等の決

定・認可等

●農業の専門普及・生活の専門普及等に関す

る業務

●用地・補償契約の締結・工事を含めた支払

関連、工事現場の安全確保、施設の管理

●施行中の農業農村整備事業の推進、公共工

事等の指導監督、補助事業の指導

●保安林・林地開発の許認可、補助事業の決

定・認可等

●保安林・林地開発の許認可、補助事業の指

導・確認等

●治山・林道工事の支払関連業務、工事現場

の安全確保

●治山・林道関係の工事監督、補助事業の指

導・確認

県土整備部（三好） ●インフルエンザ対策に対応しての関係機関

との連絡調整業務

●緊急を要する (災害等）の調査・現場対応 ●新規・中断の出来る調査、工事の発注業務

と監督業務
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発生時継続業務
部局名 所属名

インフルエンザ対策業務 一般継続業務
縮小・中断業務

●緊急を要する、県民からの要望、苦情、協

議の対応

●パトロール業務

●期限の決まった設計変更、工事検査業務

●工事中の現場監督業務

県土整備部（美馬） ●インフルエンザ対策に対応しての関係機関

との連絡調整業務

●緊急を要する (災害等）の調査・現場対応 ●新規・中断の出来る調査、工事の発注業務

と監督業務

●緊急を要する、県民からの要望、苦情、協

議の対応

●研修・講習会・会議への出席

●パトロール業務

●期限の決まった設計変更、工事検査業務

●工事中の現場監督業務

出納室（西部） ●工事の検査に関すること ●証拠書類の編さんに関すること

●歳入歳出の審査に関すること ●入力確認表のとりまとめに関すること

●支出事務に関すること ●会計職員の研修に関すること
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