別表１
所属別

強化・拡充業務一覧表

注）●…新型インフルエンザ等発生時のBCP、★…緊急事態宣言時のBCP
局等
共通

政策企画局
総務局
人事局
防災安全局
県民文化局

環境局
福祉局

発生時継続業務
強化・拡充業務
●業務継続計画に関すること
●関係省庁・市町村・関係機関との連絡調整や情報収集に関すること
●関係団体・事業者への情報提供や事業の継続の要請に関すること
●県主催イベントの中止や県施設等の閉鎖の周知に関すること
●職員等の感染予防・感染拡大防止策の実施に関すること
●職員等の罹患状況・出勤状況等の把握に関すること
●新型インフルエンザ等の広報に関すること
●新型インフルエンザ等対策本部に関すること
●局等（所属）内における新型インフルエンザ等対策の取りまとめに関すること
●報道機関との連絡に関すること
●新型インフルエンザ等対策に係る予算措置に関すること
●国への財政援助等についての要望に関すること
●県税の申告・納期限の延長等の検討・実施
●業務継続計画における「人員の確保」に関すること
●研修中止に伴う受講者及び講師等関係者への連絡に関すること
●新型インフルエンザ等発生時の救急搬送に関する保健所や医療機関等との連携強化等や救急隊員に対する感染防止対策の徹底の
指導に関すること
●県民相談に関すること（新型インフルエンザ等相談窓口の電話案内等）
●海外危険情報等各国の安全に関する情報の提供に関すること
●新型インフルエンザ等流行時の私立学校等への臨時休業の要請に関すること
●私立学校等における新型インフルエンザ等感染予防対策の徹底の勧奨に関すること
●展覧会の中止や情報の周知、前売券の払い戻しに関すること
●愛知芸術文化センター等の休館に係る共催者、監視業務委託者等との契約変更協議に関すること
●鳥インフルエンザに関すること
●感染性廃棄物の適正処理等の周知・指導に関すること
●感染性廃棄物の処理業者等に関する情報提供、感染性廃棄物処理の継続の要請等に関すること
●社会福祉施設等における状況把握と対応に関すること
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局等
保健医療局

経済産業局

発生時継続業務
強化・拡充業務
●社会福祉施設等における状況把握と対応に関すること
●新型インフルエンザ等対策本部会議の開催に関すること
●新型インフルエンザ等対策行動計画に関すること
●新型インフルエンザ等専門家会議に関すること
●インフルエンザの発生動向調査に関すること
●相談窓口の設置・支援に関すること
●新型インフルエンザ等医療体制の整備に関すること
●新型インフルエンザの予防接種に関すること
●抗インフルエンザウイルス薬の備蓄・放出に関すること
●インフルエンザの予防・まん延防止に関すること
●インフルエンザウイルスの検査体制に関すること
●新型インフルエンザ等発生時の火葬場、埋葬に関すること
●インフルエンザの基幹地方感染症情報センターに関すること
●インフルエンザ流行予測調査に関すること
●中核市等からの病原体検査依頼に関すること
●入所者の感染予防・感染防止策の実施に関すること
●学生・受講生の感染予防・感染拡大防止策の実施に関すること
●学生・受講生の罹患状況・出席状況等の把握に関すること
●中小企業相談窓口に関すること
●激甚災害法に基づく中小企業に対する特例措置に関すること
●事業者の業務継続計画に関すること
●立地企業への情報提供・情報収集に関すること
●海外進出企業の対応状況等情報収集に関すること

労働局
観光コンベンショ
●県営観光施設の新型インフルエンザ等に関する防疫措置の連絡調整に関すること
ン局
●新型インフルエンザ等のまん延防止に係る食品関連事業者等への注意喚起
農業水産局
●県民への食料の供給に係る食品関連事業者等への要請
●県民への食料の供給に係る消費者への要請
農林基盤局
建設局
●県営名古屋空港の検疫体制の情報提供などに関すること
都市整備局
建築局
スポーツ局
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局等
会計局
企業庁
病院事業庁
議会事務局
教育委員会事務局

監査委員事務局
人事委員会事務局
労働委員会事務局
収用委員会事務局

発生時継続業務
強化・拡充業務
●新型インフルエンザ等対策に係る物品（本庁各課又は地方機関で直接調達するのが適当と認められる物品を除く）の購入契約に
関すること
●愛知県企業庁新型インフルエンザ等対策連絡会議に関すること
●浄水場等における新型インフルエンザ等対策に関すること
●県立病院における新型インフルエンザ等に関する医療体制に関すること
●議員の罹患状況の把握に関すること
●議会の日程、開催方法、傍聴者の制限等の検討に関すること
●委員会の日程、開催方法、傍聴者の制限等の検討に関すること
●委員の罹患状況の把握に関すること
●新型インフルエンザ等流行時の学校への臨時休業の要請に関すること
●各学校における新型インフルエンザ等感染予防対策や健康観察等の指導・相談業務
●児童生徒の罹患状況の把握に関すること
●委員の罹患状況の把握に関すること
●委員協議会の日程等の検討に関すること
●委員の罹患状況の把握に関すること
●委員の罹患状況の把握に関すること
●委員の罹患状況の把握に関すること
●委員会、審理、現地調査の日程等の検討に関すること

業務数

71
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別表２

一般継続業務及び縮小・中断業務一覧表
注）●…新型インフルエンザ等発生時のBCP、★…緊急事態宣言時のBCP
局等
共通

所属名1

共通

政策企画 秘書課
局
広報広聴課

政策調整課

所属名2

共通

一般継続業務
●局（所属）間・局（所属）内の連絡調整に関すること
●県民への各種情報提供に関すること
●議会に関すること
●予算・決算に関すること
●契約・会計事務に関すること
●監査に関すること
●人事・服務に関すること
●庁舎管理に関すること
●文書の受領・発送に関すること

縮小・中断業務
●一般的な総務事務に関すること
●一般的な会議の開催に関すること
●個人情報保護・情報公開に関すること
●会計検査に関すること
●職員の研修に関すること
●各種要望に関すること
●各種イベントに関すること

●局所管事項の広報及び広聴に関すること
●東京事務所に関すること
●知事及び副知事の秘書用務に関すること
●広報に関する施策の総合的な企画調整に関すること
●広聴に関する施策の総合的な企画調整に関すること
●各種広報媒体の利用に関すること
●県行政の記録写真の撮影及び保存に関すること
●広報資料その他県政に関する情報の収集及び提供に関すること
●重要施策に関する情報の収集、分析及び整理に関すること
●政策調整に関すること

企画課

地方創生課

国際課

●外国公館等との連絡、調整その他渉外に関すること

G20外務大臣会合推進
室
ジブリパーク推進課

●政策企画局の所掌する事務の総合的企画及び調整に関すること（必要なものに
は対応）
●栄典等に関すること（必要なものには対応）
●広報刊行物の発行に関すること

●部長会議に関すること（必要なものには対応）
●知事会に関すること（必要なものには対応）
●国への要請に関すること（必要なものには対応）
●「あいちビジョン」に関すること
●地方創生に関すること（県の人口ビジョン、総合戦略）
●愛知の住みやすさ発信事業に関すること
●総合的なエネルギー対策に関すること
●国家戦略特区に関すること
●国際戦略総合特区に関すること
●構造改革特区に関すること
●地方分権に関すること
●道州制に関すること
●中京大都市圏づくりに関すること
●中部圏の開発整備に関すること
●国土形成計画（広域地方計画）に関すること
●重要政策の企画立案に関すること（必要なものには対応）
●市町村の地方創生に関する施策の総合的な企画調整に関すること
●市町村の地方創生交付金に関すること
●MICEを核とした国際観光都市としての機能整備に関すること
●木曽岬干拓地に関すること
●地域整備事業の推進に関すること
●国際化の総合的な推進に関すること
●国際交流事業推進基金に関すること
●友好提携先との交流事業に関すること
●留学生への総合的な施策の推進に関すること
●外国青年招致事業に関すること
●「G20外務大臣会合」に関すること
●「ジブリパーク」に関すること
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東京事務所

総務局

行政課
●本庁への情報提供、連絡調整に関すること
大田市場詰所（行
政課 農産物プロ ●農産物（野菜・果実・花き）の情報収集に関すること
モーションG）
●本庁への情報提供、連絡調整に関すること
産業誘致課

総務課

●東三河総局及び県民事務所に関すること

法務文書課

●文書の受領、発送に関すること
●公印の管守に関すること
●総合文書管理システムに関すること
●電子申請・届出システムに関すること
●公告式に関すること
●県公報の編集、発行に関すること

●国の機関との連絡調整、情報収集、調査業務に関すること
●農産物（野菜・果実・花き）の販路の開拓、宣伝並びに紹介

県史編さん室

市町村課

●住民基本台帳に関すること
●各種選挙の執行に関すること

地域振興室

●奥三河総合センターに関すること
★奥三河総合センターに関すること(建物の管理のみ)
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●産業誘致、企業誘致に関すること
●観光関連業務
●イベント・コンベンションの誘致に関すること
●行政改革の推進に関すること
●行政組織に関すること（必要なものには対応）
●行政評価に関すること
●行政の経営改善に関すること
●文書の管理、文書事務の指導に関すること
●公文書館の管理に関すること
●歴史的価値のある県の公文書等の収集、整理及び保存に関すること
●公文書等の利用、展示及び調査研究に関すること
●法規の審査に関すること
●他の部局及び課に属しない法規の立案に関すること
●県法規集の編集に関すること
●行政書士に関すること
●官報報告に関すること
●行政手続に関すること
●訴訟、不服申立に関する事務の総括調整に関すること
●法務相談に関すること
●公益法人、公益信託に関する事務の総括調整に関すること
●法務事務の指導に関すること
●愛知県公益認定等審議会に関すること
●県史編さん事業の企画・運営・普及に関すること
●県史等の刊行に関すること
●県史の資料調査・収集に関すること
●編さんに関すること
●市町村その他公共団体の行政の助言・連絡調整等に関すること
●中核市に関すること
●市町村の自律拡大に向けた権限移譲や各種支援事業に関すること
●市町村の公務員に係る叙位叙勲に関すること
●市町村の財政に関する助言・連絡調整等に関すること
●市町村の地方交付税に関すること
●市町村の地方債に関すること
●市町村の公営企業に関すること
●市町村税に関すること
●県固定資産評価審議会に関すること
●選挙管理委員会に関すること
●市町村の選挙に関する助言・連絡調整等に関すること
●選挙啓発に関すること
●市町村合併及び広域行政に関すること
●市町村その他公共団体に関する連絡調整、相談等に関すること
●市町村の地域振興支援に関すること
●地域づくり活動の支援に関すること
●離島振興に関すること
●山村振興法・過疎法等に基づく計画の推進に関すること
●あいち山村振興ビジョンの推進に関すること
●三河山間地域における都市交流や移住・定住の促進に関すること
●過疎バス路線維持対策に関すること
●奥三河総合センターに関すること(施設利用の中止)

情報政策課

●情報セキュリティインシデント対応に関すること
●総合行政ネットワークに関すること
●あいち電子自治体推進協議会に関すること
●あいち情報セキュリティクラウドの運営管理に関すること
●ネットあいち緊急情報（旧急告）欄の設定に関すること
●庁内クラウドの運用管理に関すること
●社会保障・税番号制度に関すること
●行政情報通信ネットワークの運営管理に関すること
●職員ポータルサイトの運用に関すること

財政課

●予算編成に関すること
●予算の執行調査に関すること
●予算配当に関すること

財務資金室

●県債の借入れ及び償還に関すること
●財政調整基金、減債基金及び社会資本整備等推進基金に関すること
●県税条例・規則等の法規に関すること
税務課
●税制に関すること
●不服申し立に関すること
●市町村交付金に関すること
●県税事務所の管理に関すること
●地方交付税及び地方譲与税に関すること
●課税事務に係る事務所の指導に関すること
●管理・徴収事務に係る事務所の指導に関すること
●情報処理及び税務システムの管理に関すること
●納税者等からの照会に関すること
●県有資産所在市町村交付金に関すること。
財産管理課
●県有物件の災害共済に関すること。
●県庁舎の庁舎管理に関すること。
●県庁舎の公用車の管理に関すること。
東三河総局及び県民 総務県民（県民防 ●公印の管守に関すること
事務所（新城設楽振興 災安全）課
事務所及び県民セン 総務県民（県民防
ターを含む）
災安全）課
（県民文化局関
係）

防災安全課（県民
防災安全防課）
（防災安全局関
係）

●武力攻撃事態等（緊急対処事態を含む）における国民の保護等のための措
置の推進に関すること
●庁内の非常配備に関すること
●災害対策本部方面本部（支部）及び地震災害警戒本部方面本部（支部）に関
すること
●自衛隊の災害派遣要請に関すること
●防災情報システムに関すること
●緊急通行車両に関すること
●市町村が実施する防災対策事業に対する助成・支援に関すること
●災害救助法の適用に関すること
●災害救助基金の備蓄品に関すること
●愛知県被災者生活再建支援事業費補助金に関すること
●被災者生活再建支援法に関すること
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●情報化推進の総合企画・調整に関すること
●あいちICT活用推進本部に関すること
●あいちICT戦略プランに関すること
●情報セキュリティ全般（インシデント対応を除く）に関すること
●放送法届出事務に関すること
●県有施設無料公衆無線LANの運用に関すること
●地域情報化の推進に関すること
●地理的情報格差の是正に関すること
●ネットあいちに関すること（緊急情報（旧急告）欄の設定に関することを除く。）
●モバイルネットあいちに関すること
●統合型地理情報システム（ＧＩＳ）に関すること
●情報システム適正化に関すること
●ネットワークパソコンの管理に関すること
●財政計画に関すること
●地方交付税に関すること
●県債の協議に関すること
●財政状況の公表に関すること
●当せん金付証票に関すること
●名古屋競輪組合に関すること
●県有地（名古屋市中区・東区地内）信託事業に関すること
●県税の納税思想普及に関すること
●徴収事務の定例報告に関すること
●軽油引取税の重要な犯則事件に関すること
●軽油引取税の賦課に係る重要かつ広域的な調査に関すること
●税務事務の統計及び報告に関すること
●税収見込に関すること

●公有財産の取得、管理及び処分の総括に関すること

●公有財産の取得、管理及び処分に関すること
●職員の安全及び衛生の管理に関すること
●海外渡航者の一般旅券に関すること
●青少年育成推進支部に関すること
●青少年の健全育成に関すること
●青少年保護育成条例に関すること
●青少年の非行防止に関すること
●青少年育成県民運動の推進に関すること
●男女共同参画行政推進会議に関すること
●男女共同参画を阻害する事項に係る相談の申出に関すること
●県民への防災意識の普及啓発に関すること
●市町村の国民保護協議会及び国民保護計画に関すること
●市町村の地域防災計画に対する支援に関すること
●災害対策実施要綱に関すること
●災害対策要員の育成に関すること
●防災訓練に関すること
●市町村防災関係研修に関すること
●消防施設の強化、拡充及び助成に関すること
●消防職団員等の表彰に関すること
●消防団活動の推進に関すること
●消防に係る団体の指導に関すること

●高度情報通信ネットワークに係る無線局の運用及び管理に関すること
●市町村の消防に関する助言、連絡調整等に関すること
●高圧ガス保安法に関すること（一般高圧ガス・液化石油ガス・冷凍）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関すること
●電気工事業の業務の適正化に関する法律に関すること
●火薬類取締法に関すること

山村振興課（東三
河総局新城設楽
振興事務所のみ）
（総務局関係）

●各種選挙の執行に関すること
●住民基本台帳に関すること
●旅行業の登録に関すること
●全国通訳案内士の登録に関すること

企画調整課（東三
河総局のみ）（総
務局関係）

環境保全課（豊田
加茂環境保全課
を含む）（環境局
関係）

●特定化学物質及び環境リスク対策に関すること（特定化学物質取扱事業者
からの使用・変更等届出の処理及び事故時の措置に係る事務）
●ダイオキシン類対策に関すること（特定施設の設置等に係る届出の受理及び
事故時の措置に係る事務）
●大気汚染緊急時対策に関すること
●水質汚濁緊急時対策に関すること
●廃棄物の処理及び清掃に関すること（尾張県民事務所及び西三河県民事務
所を除く）
●産業廃棄物処理業者及び排出事業者の監視・指導に関すること（尾張県民
事務所及び西三河県民事務所を除く）
●自動車解体業、自動車引取業等の許可に関すること（尾張県民事務所及び
西三河県民事務所を除く）
●ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管等の指導に関すること（尾張県民事
務所及び西三河県民事務所を除く）

●市町村の消防の広域化の推進に関すること
●ガス事業法に関すること
●電気用品安全法に関すること
●安全なまちづくり条例に関すること
●安全なまちづくり推進協議会に関すること
●安全な地域づくりの支援に関すること
●あいち地域安全戦略2020に関すること
●交通安全県民運動の推進に関すること
●交通安全意識の高揚に関すること
●市町村その他公共団体の行政の助言・連絡調整等に関すること
●市町村、その他公共団体の財政に関する助言･連絡調整等に関すること
●市町村の地方交付税に関すること
●市町村の地方債に関すること
●市町村の公営企業に関すること
●市町村税に関すること
●管内市町村の選挙に関する助言・連絡調整に関すること
●市町村合併及び広域行政に関すること
●元気な愛知の市町村づくり補助金に関すること
●構造改革特区・地域再生に関すること
●山村振興法・過疎法等に基づく計画の推進に関すること
●あいち山村振興ビジョンの推進に関すること
●三河の山里活性化事業に関すること
●三河山間交流居住推進事業に関すること
●小規模高齢化集落対策に関すること
●山間地域公共交通の支援に関すること
●過疎バス路線維持対策に関すること
●観光施設費等補助金に関すること
●東三河振興ビジョンに関すること
●東三河ビジョン協議会に関すること
●主要プロジェクト推進プランに関すること
●東三河県庁本部員会議に関すること
●東三河地域の諸課題対応に関すること
●三遠南信地域連携の推進に関すること
●市町村行財政支援事務に関すること
●東三河県庁の機能強化に関すること
●東三河県庁ポータルサイトの運営管理に関すること
●土地開発行為に関する事前協議に関すること
●環境保全に係る苦情に関すること
●あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業に関すること
●公害防止管理者等に関すること
●公害防除施設の整備の促進に関すること
●環境学習に関すること
●化学物質の管理の改善に関すること（左記以外）
●大気汚染の防止に関すること（ダイオキシン類対策、大気汚染緊急時対策以外）
●オゾン層保護対策の推進に関すること
●大気汚染監視施設に関すること
●騒音、振動及び悪臭の防止の指導に関すること
●自動車環境対策の推進に関すること
●水質の汚濁の防止に関すること
●浄化槽の設置及び維持管理並びに浄化槽保守点検業者の登録に関すること
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廃棄物対策課（尾
張及び西三河県
民事務所のみ）
（環境局関係）
産業労働課（西三
河県民事務所の
み）（総務局関係）

県税事務所

●廃棄物の処理及び清掃に関すること
●産業廃棄物処理業者及び排出事業者の監視・指導に関すること
●自動車解体業、自動車引取業等の許可等に関すること
●ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管等の指導に関すること

産業労働課（経済
●商工業の振興に関すること
産業局関係）
●商工物資の需給の調整等に関すること
●商工業の金融に関すること
●商工団体に関すること
●家庭用品の品質表示に関すること
●消費生活用製品の安全に関すること
●計量（検定に関する事項を除く。）に関すること
●工場の立地に関すること
●県税の還付金に関すること
●県税の管理事務に関すること
●納税証明書の交付事務に関すること
●滞納整理（滞納処分）に関すること
●地方消費税の払込に関すること
●窓口収納及び払込に関すること
●執行停止及び不納欠損（不納欠損決議）に関すること
●企業通知に関すること
●狩猟税の証紙売りさばきに関すること
●法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の賦課及び減免等に関する
●外形標準課税対象法人の調査に関すること
●個人事業税の賦課及び減免等に関すること
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●地下水の揚水の規制に関すること
●土壌の汚染の防止に関すること
●国定公園及び県立自然公園に関すること(海部県民センターを除く）
●鳥獣保護及び狩猟に関すること
●温泉の保護及び利用の適正化に関すること
●公害防止協定に基づく指導に関すること
●環境保健サーベイランス調査に関すること（知多県民センター及び西三河県民事
務所）
●環境マネジメントシステムの運用・管理に関すること
●工場排水等の検査業務に関すること（水質汚染緊急時対策を除く）
●大気汚染に係る環境保全のための指導及び規制に関すること
●大気汚染に係る公害の苦情相談に関すること
●水質汚濁及び土壌汚染の防止のための指導及び規制に関すること
●水質汚濁、土壌汚染及び地盤沈下に係る公害の苦情相談に関すること
●鳥獣害対策に関すること
●自然環境保全地域に関すること
●廃棄物処理法等に基づく報告に関すること（尾張県民事務所及び西三河県民事
務所を除く）
●下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関すること（尾張県民事務
所及び西三河県民事務所を除く）
●再生資源活用審査制度の届出に関すること（尾張県民事務所及び西三河県民事
務所を除く）
●特定建設資材廃棄物の再資源化に係る指導に関すること（尾張県民事務所及び
西三河県民事務所を除く）
●その他環境保全に関すること
●廃棄物処理法等に基づく報告に関すること
●下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関すること
●再生資源活用審査制度の届出に関すること
●特定建設資材廃棄物の再資源化に係る指導に関すること
●山村振興法・過疎法等に基づく計画の推進に関すること
●あいち山村振興ビジョンの推進に関すること
●三河の山里活性化事業に関すること
●三河山間交流居住推進事業に関すること
●小規模高齢化集落対策に関すること
●過疎バス路線維持対策に関すること

●定例報告に関すること
●県税の納税思想普及に関すること
●納税貯蓄組合に関すること
●税務（推進）協議会に関すること
●事務処理計画の策定及び進行管理に関すること
●所掌事務の犯則取締に関すること
●捕捉調査及び資料収集に関すること
●関係機関との間の照会に関すること
●軽油引取税の輸入に関すること
●軽油その他の石油製品の分析試験等に関すること
●差押財産の引揚げ及び公売に関すること
●個人県民税の賦課徴収に関する必要な援助に関すること

人事局

職員厚生課

●個人県民税、地方消費税、狩猟税及び鉱区税の賦課に関すること
●県民税利子割の賦課及び減免等に関すること
●不動産取得税の賦課、減免及び減額等に関すること
●県たばこ税の賦課及び減免等に関すること
●自動車税の賦課、免除及び減免等に関すること
●自動車税の電子申請に関すること
●自動車取得税の賦課、免除及び減免等に関すること
●ＯＳＳシステムの判定及び管理に関すること
●証紙徴収及び証紙代金収納計器に関すること
●特整案件の滞納整理（滞納処分）に関すること
●特整案件の引継ぎ・引受けに関すること
●市町村から引継ぎを受けた滞納案件（地方税法第４８条）の滞納整理（滞納
処分）に関すること
●所掌事務の訴訟に関すること
●軽油引取税、ゴルフ場利用税及び産業廃棄物税の賦課、免除等に関するこ
●軽油引取税の製造承認に関すること
●軽油引取税の免税軽油使用者証及び免税証に関すること
●自治研修所の運営に関すること
●職員の任免及び分限に関すること
●行政組織の内部組織、職制及び職員定数の管理に関すること
●給与制度の調査、企画及び立案に関すること
●職員の退職手当の決定及び支払に関すること
●職員の懲戒に関すること
●職員の服務に関すること
●地方職員共済組合の医療施設に関すること

総務事務管理課

●東大手庁舎の庁舎管理に関すること

自治研修所

●庁舎の管理運営に関すること

人事課

監察室

防災安全 防災危機管理課
局

●個人県民税及びその他の市町村税の滞納整理の支援に関すること

●人事制度の企画、調査、研究に関すること
●人材の育成に関すること
●職員の給与の統計及び公表に関すること
●監察に関すること
●福利厚生に関する企画及び調整に関すること
●公舎の管理の総括に関すること
●職員の勤労者財産形成貯蓄に関すること
●職員の児童手当に関すること
●地方公務員災害補償基金愛知県支部審査会に関すること
●職員の安全及び衛生の管理に関すること
●地方職員共済組合の特定健康診査及び特定健康指導に関すること
●地方公務員災害補償基金に関すること
●職員の公務災害補償等に関すること
●地方職員共済組合の経理に関すること
●地方職員共済組合の宿泊施設に関すること
●地方職員共済組合の保健、貯金及び貸付事業に関すること
●地方職員共済組合の長期給付に関すること
●文官、教育職員、警察職員及び消防職員の恩給及び退職年金に関すること
●地方職員共済組合の短期給付に関すること
●職員互助会に関すること
●総務事務センターの運営に関すること
●職員の諸手当の認定等及び給与の支給に関すること
●共済組合、職員互助会等の福利厚生に関する申請、届出等の事務処理に関する
こと
●職員の旅費の支給に関すること
●職員研修の企画、実施に関すること
●研修施設・研修機材の貸出しに関すること

●防災安全局所管事項の広報及び広聴に関すること

●防災安全局の所掌する事務の総合的企画及び調整に関すること

●県の地域防災計画に関すること
●災害ボランティア支援に関すること
●危機管理の総合的な調整に関すること
●武力攻撃事態等（緊急対処事態を含む）における国民の保護等のための措
置に関する総合的な企画調整及び推進に関すること
●政策調整に関すること

●防災安全局の行政運営の管理に関すること
●防災安全局の他の課の主管に属しないこと
●災害対策基本法及び県の防災会議に関すること
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●地震防災対策に係る調査研究に関すること
●県民への防災意識の普及啓発に関すること

災害対策課

●災害対策の総合的な運用調整及び推進に関すること
●ライフライン機関との連携に関すること
●帰宅困難者対策に係る調整に関すること

消防保安課

産業保安室

●非常配備情報伝達システムに関すること
●宿日直業務に関すること
●災害対策本部及び地震災害警戒本部に関すること
●自衛隊の災害派遣要請に関すること
●防災情報システムに関すること
●震度情報ネットワークシステムに関すること
●市町村が実施する防災対策事業に対する助成・支援に関すること
●災害救助法の適用に関すること
●災害救助基金に関すること
●被災者生活再建支援法に関すること
●高度情報通信ネットワークの運営管理に関すること
●ヘリコプターテレビ電送システムに関すること
●気象情報等の伝達に関すること
●消防防災無線に関すること
●愛知県防災行政無線運営協議会に関すること
●通信の維持に関すること
●市町村の消防に関する助言、連絡調整等に関すること
●市町村の救急・救助業務に関する助言、連絡調整等に関すること
●緊急消防援助隊調整本部の設置に関すること
●市町村の火災予防に関する助言、連絡調整等に関すること
●危険物規制及び消防用設備等の消防法令運用に係る市町村との連絡調整
に関すること
●火災の統計に関すること
●危険物取扱者及び消防設備士に関すること
●危険物施設（移送取扱所）の許可、検査等に関すること
●石油コンビナート等災害防止法、石油コンビナート等防災本部及び石油コン
ビナート等防災訓練の実施に関すること
●石油貯蔵施設立地対策等交付金に関すること
●防災ヘリコプターによる活動に関すること
●防災ヘリコプターの運航管理に関すること
●救急救助用資機材及び防災ヘリコプターの整備に関すること

●高圧ガス保安法に関すること（一般高圧ガス・コンビナート）
●高圧ガス保安法に関すること（液化石油ガス・冷凍）
●液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関すること
●電気工事業の業務の適正化に関する法律に関すること
●電気工事士法に関すること
●電気事業法に関すること
●火薬取締法に関すること
●武器等製造法に関すること

●自主防災組織を始めとする地域防災力の充実・強化に関すること
●防災ボランティアの普及、育成に関すること
●危機管理連絡調整会議に関すること
●県の国民保護協議会及び国民保護計画に関すること
●国土強靭化基本法に関すること
●市町村の地域防災計画に対する支援に関すること
●企業防災の推進に係る調整に関すること
●特定事業所の地震防災応急計画及び地震防災対策計画に対する支援に関する
こと
●災害対策用携帯電話に関すること
●緊急通行車両の事前届出に関すること
●災害対策実施要綱に関すること
●広域防災体制の推進に関すること
●災害対策要員の育成に関すること
●県民総ぐるみ防災訓練の実施に関すること
●総合防災訓練の実施に関すること
●他部局及び市町村が開設する無線局の技術指導に関すること
●通信施設の管理に関すること
●津波・地震防災訓練の実施に関すること

●消防施設の強化、拡充及び助成に関すること
●消防職団員等の表彰に関すること
●消防団活動の推進に関すること
●消防に係る団体の指導に関すること
●消防学校に関すること
●市町村の消防の広域化の推進に関すること
●市町村の行う救急業務の高度化の推進に関すること
●緊急消防援助隊のその他に関すること
●火災予防思想の普及啓発に関すること
●防災・防火管理講習に関すること
●市町村火災予防条例に関すること
●少年消防クラブ等の指導育成に関すること
●愛知県住宅防火対策推進協議会に関すること
●予防に係る団体の指導に関すること
●隊員の訓練及び場外離着陸場に関すること
●防災ヘリコプター運営協議会に関すること
●ガス事業法に関すること
●電気用品安全法に関すること

●安全なまちづくり条例に関すること
●安全なまちづくり推進協議会に関すること
●安全な地域づくりの支援に関すること
●あいち地域安全戦略2020に関すること
●愛知県交通安全条例に関すること

県民安全課
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消防学校
県民文化局県民総務課

●県民文化局全般に関連する政策の調整に関すること

県民生活課

社会活動推進課

多文化共生推進室

●あいち医療通訳システムの運営に関すること
●（公財）愛知県国際交流協会の支援に関すること
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●愛知県交通安全対策会議に関すること
●愛知県交通安全推進協議会に関すること
●交通安全県民運動の推進に関すること
●交通安全意識の高揚に関すること
●自動車運転代行業に関すること
●初任科・専科・消防団等の教育訓練に関すること
●防災教育センターの体験見学に関すること
●県人会の県政PRに関すること
●愛知・名古屋 戦争に関する資料館に関すること
●県民文化局の他の課の主管に属しないこと
●県民文化局全般に関連する事項の企画調整及び調査に関すること
●情報公開制度の総合的企画調整に関すること
●愛知県情報公開審査会の運営に関すること
●行政資料の収集・閲覧及び有償頒布制度の企画調整に関すること
●個人情報保護制度の総合的企画調整に関すること
●愛知県個人情報保護審議会の運営に関すること
●行政資料その他県政に関する情報の収集及び提供の実施に関すること
●行政文書（公安委員会及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法人が
管理している行政文書を除く）の開示請求の受付及び開示の実施に関すること
●保有個人情報（公安委員会及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法
人が保有している保有個人情報を除く）の開示、訂正及び利用停止の請求の受付並
びに開示の実施に関すること
●消費者行政に関する施策の総合的な企画調整に関すること
●消費生活に関する調査及び情報の収集に関すること
●物価に関する県民生活の安定の緊急対策に関すること
●特定商取引に関する法律に関すること
●不当景品類及び不当表示防止法に関すること
●県民の消費生活の安定及び向上に関する条例に基づく不当な取引行為に対する
指導に関すること
●消費生活協同組合に関すること
●消費者被害の防止及び救済に関すること（他の部局及び課の事務分掌事項を除
く）
●消費生活相談に関すること
●商品テストに関すること
●事業者の個人情報の取扱いについての相談の実施に関すること
●消費者教育・啓発に関すること
●消費生活に関する情報の提供に関すること
●消費者団体に関すること
●海外渡航者の一般旅券に関すること
●青少年に関する施策の総合的な企画調整及び推進に関すること
●愛知県青少年育成推進本部及び支部に関すること
●青少年の健全育成に関すること
●愛知県青少年保護育成条例に関すること
●青少年の非行防止に関すること
●青少年のための指導者の養成に関すること
●青少年育成県民運動の推進に関すること
●特定非営利活動法人に関すること
●ＮＰＯ・ボランティア活動に関する事務の総括調整に関すること
●あいちＮＰＯ交流プラザの運営に関すること
●県民運動に関すること（他の局及び課の事務分掌事項を除く）
●多文化共生社会の形成に関する施策の総合的な企画調整に関すること
●あいち多文化共生プランに関すること
●多文化共生社会推進事業に関すること

学事振興課

●愛知県公立大学法人に関すること
●総合教育会議に関すること

私学振興室

統計課

人権推進課
男女共同参画推進課

文化芸術課

●愛知県陶磁美術館に関すること
●愛知芸術文化センター（栄施設）に関すること
●愛知芸術文化センター（名城施設）（愛知県図書館）に関すること

トリエンナーレ推進室

愛知芸術文化センター 管理課

●施設管理業務に関すること（指定管理者業務）
●各種委託業務に関すること（指定管理者業務）
●施設修繕に関すること（指定管理者業務）
●行政財産使用許可に関すること
●芸術文化情報システムの維持・運用に関すること
●芸術文化センターの広報に関すること（指定管理者業務）
●ホール等の利用及び運営管理に関すること（指定管理者業務）
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●愛知県公立大学法人評価委員会に関すること
●宗教法人の設立、解散等に関すること
●宗教法人の証明に関すること
●宗教法人の届出、調査統計に関すること
●学校法人等の助成に関すること
●学校法人等の指導検査に関すること
●私立学校の設置、廃止等に関すること
●学校法人の設立、解散等に関すること
●私立学校の届出に関すること
●各種統計調査に関すること
●統計の企画調整に関すること
●統計の加工、分析に関すること
●地域経済の調査分析に関すること
●統計調査員の確保対策に関すること
●統計の振興、広報に関すること
●統計資料の発行、提供に関すること
●あいち人権啓発プラザの運営に関すること
●人権研修に関すること
●人権・同和問題の啓発に関すること
●男女共同参画社会の形成に関する施策の総合的な企画調整及び推進に関するこ
●愛知県男女共同参画推進条例及び愛知県男女共同参画計画に関すること
●男女共同参画行政推進会議及び地方機関、市町村男女共同参画推進連絡会議
に関すること
●愛知県男女共同参画審議会に関すること
●男女共同参画を阻害する事項に係る相談の申出に関すること
●市町村男女共同参画行政の推進に関すること
●女性の登用に関すること
●女性団体の振興に関すること
●男女共同参画推進活動の表彰に関すること
●女性の活躍促進事業に関すること
●愛知県女性総合センターに関すること
●女性の活躍促進に関する施策の総合的な企画調整及び推進に関すること
●文化芸術の振興に関する基本計画の推進に関すること
●文化振興基金に関すること
●愛知県芸術文化選奨に関すること
●文化活動事業費補助金に関すること
●文化行政推進会議に関すること
●市町村文化行政ネットワーク会議に関すること
●(公財)愛知県文化振興事業団に関すること
●美術品等取得基金に関すること
●教育委員会に属しない文化芸術の振興に関すること
●「あいちトリエンナーレ」実行委員会に関すること
●「あいちトリエンナーレ」広報・PRに関すること
●「あいちトリエンナーレ」現代美術展に関すること
●｢あいちトリエンナーレ｣舞台芸術公演に関すること
●｢あいちトリエンナーレ｣普及・教育事業に関すること
●｢あいちトリエンナーレ｣祝祭的展開に関すること
●｢あいちトリエンナーレ｣会場管理・運営に関すること
●施設見学に関すること（指定管理者業務）
●センター内防災訓練に関すること（指定管理者業務）
●自主事業の企画及び実施に関すること（指定管理者業務）
●広報紙AACの編集に関すること（指定管理者業務）
●海外芸術文化交流に関すること（指定管理者業務）
●図書等の購入・除籍に関すること（指定管理者業務）
●芸術文化情報の収集・受入に関すること（指定管理者業務）
●公立文化施設協会等に関すること（指定管理者業務）

愛知県図書館

美術館

●収蔵品の管理
●企画展・特別展の準備

総務課
資料支援課

●電子計算機による図書館システムに関すること
●県内市町村図書館、県外図書館との連絡調整に関すること

サービス課

環境局

●各種委員会の開催に関すること
●学校団体の鑑賞に関すること
●所蔵作品の貸出し、寄託作品の受入れ等に関すること
●美術館友の会に関すること
●図書館に属する事務の企画、統計、調査及び広報に関すること
●相互貸借業務に関すること
●貸出文庫業務に関すること
●図書館関係団体等の業務に関すること
●資料の収集計画等に関すること
●図書の収集・整理に関すること
●整理済図書の配本に関すること
●各主題室、児童図書室、AV室、視覚障害者資料室及び各コーナーの企画・運営
に関すること
●図書、資料等の選択・受入・整備・保管に関すること
●展示・イベントの企画運営に関すること
●資料の利用案内・相談に関すること
●資料の貸出・返却・配架に関すること
●利用者登録に関すること
●図書資料の予約、督促、及び亡失・除籍に関すること
●逐次刊行物の記事索引作成、書誌・所蔵データ入力に関すること
●他館への複写依頼に関すること
●カウンター職員の配置に関すること
●書庫・貴重書書庫・搬送設備の運営管理に関すること
●相互協力（資料の借り受け）に関すること
●陶芸実習室及び展示室の利用に関すること
●陶磁器及び陶磁器に関する資料の収集に関すること
●陶磁器及び陶磁器に関する資料の展示に関すること
●陶磁器及び陶磁器に関する資料の調査研究に関すること
●陶磁器に関する知識の向上及び普及に関すること
●陶磁器に関する資料の刊行その他広報に関すること
●環境部の所掌する事務の総合的企画及び調整に関すること
●公害防止計画に関すること
●環境基本計画に関すること
●環境の状況等に関する年次報告に関すること
●国際環境協力に関すること
●局所管の法令及び条例の総括に関すること
●公害防止管理者に関すること
●環境審議会及び公害審査会に関すること
●環境対策貸付金利子補給に関すること
●環境調査センターの建替えに関すること
●環境マネジメントシステムに関すること
●環境保全の啓発に関すること

陶磁美術館

●陶磁器及び陶磁器に関する資料の保存に関すること
●特別企画展、企画展及び常設展の開催準備に関すること

環境政策課

●環境調査センターの運営に関すること
●事務所における環境行政の連絡調整に関すること
●政策調整に関すること
●部所管事項の広報及び広聴に関すること
●公害健康被害の補償給付等に関すること

環境活動推進課

●環境情報システムに関すること
●環境影響評価に関すること
●特定化学物質及び環境リスク対策に関すること（特定化学物質取扱事業者
●あいち森と緑づくり環境学習・学習推進事業に関すること
からの使用・変更等届出の処理及び事故時の措置に係る事務）
●ダイオキシン類対策に関すること（特定施設の設置等に係る届出の受理及び
●環境学習に関すること（左記以外）
事故時の措置に係る事務）
●環境放射能の監視等に関すること
●あいちエコアクション推進事業に関すること
●環境学習に関すること（あいち環境学習プラザ及びもりの学舎の運営に関すること） ●各年代に応じた環境学習の推進に関すること
●地域環境保全委員に関すること
●環境保全基金に関すること
●公害防止協定に関すること
●特定化学物質及び環境リスク対策に関すること（左記以外）
●ダイオキシン類対策に関すること（左記以外）
●内分泌かく乱化学物質等環境調査に関すること
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水大気環境課

●公共用水域の常時監視及び測定に関すること
●水質汚濁緊急時対策に関すること
●大気汚染の常時監視及び有害大気汚染物質等に係る調査・監視に関する
こと
●大気汚染緊急時対策に関すること

生活環境地盤対策室

●公共用水域の水質の汚濁に係る環境保全のための調査及び企画に関すること
●水質総量削減計画に関すること
●健全な水循環機能の再生に関すること
●その他水質汚濁に係る各種調査に関すること
●水質汚濁に係る環境保全のための指導及び規制に関すること
●土壌汚染に係る環境保全のための指導に関すること
●水質汚濁及び土壌汚染に係る公害の苦情相談に関すること
●地下水質の常時監視及び測定に関すること
●土壌汚染防止のための調査に関すること
●汚染土壌処理業の許可に関すること
●大気汚染に係る環境保全対策の企画及び推進に関すること
●大気汚染に係る環境保全のための指導及び規制に関すること
●揮発性有機化合物（ＶＯＣ）対策に関すること
●環境影響評価の技術審査に関すること
●環境対策資金融資の技術審査に関すること
●オゾン層保護対策に関すること
●大気汚染監視施設に関すること
●大気汚染に係る公害の苦情相談に関すること
●水質汚濁防止法に基づく生活排水対策重点地域に関すること
●三河湾環境再生プロジェクトに関すること
●浄化槽の維持管理指導及び法定検査に関すること
●浄化槽保守点検業者の登録、指導に関すること
●浄化槽の設置整備事業に関すること
●あいち森と緑づくり環境活動･環境学習推進事業（水と緑の恵み体感事業等）に関すること

自然環境課

●環境影響評価の技術審査に関すること
●環境対策資金融資の技術審査に関すること
●騒音、振動及び悪臭の防止に関すること
●騒音、振動及び悪臭に係る調査に関すること
●市町村に対する騒音、振動及び悪臭の防止に係る協力及び技術支援に関すること
●騒音、振動及び悪臭に係る公害の苦情相談に関すること
●地盤沈下防止のための指導及び規制に関すること
●濃尾平野の地盤沈下防止及び地下水保全に関すること
●地下水位調査に関すること
●地盤沈下観測所に関すること
●地盤沈下に係る公害の苦情相談に関すること
●自然環境保全対策の総合調整に関すること
●自然公園施設の整備に関すること
●東海自然歩道に関すること
●温泉に関すること
●国定公園及び県立自然公園の計画に関すること
●国定公園及び県立自然公園に係る許認可等に関すること
●鳥獣保護管理事業計画の実施に関すること
●特定鳥獣保護管理計画の実施に関すること
●鳥獣保護に関すること
●狩猟に関すること
●鳥獣害対策に関すること
●希少野生動植物の保全に関すること
●移入種対策、外来生物対策に関すること
●自然環境保全地域の維持管理に関すること
●環境影響評価の技術審査に関すること
●あいち生物多様性戦略２０２０の推進に関すること
●国連生物多様性の１０年事業に関すること
●あいち森と緑づくり環境保全活動・環境学習推進事業に関すること
●大規模な宅地の造成等の規制に関すること

●自然公園施設の管理に関すること
●弥富野鳥園の管理運営に関すること
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地球温暖化対策課

資源循環推進課

●市町村に対する一般廃棄物の技術的援助業務
●自動車解体業、自動車引取業等の登録・許可に関すること
●産業廃棄物処理業の許可に関すること

廃棄物監視指導室

●産業廃棄物処理業者及び排出事業者の監視・指導に関すること
●ＰＣＢ廃棄物に関すること（施設許可関係を除く）

環境調査センター

●環境情報システムの管理・運営に関すること
●大気汚染の常時監視及び有害大気汚染物質等に係る測定に関すること
●公共用水域の常時監視及び測定に関すること
●特定の化学物質及び環境放射能に係る測定に関すること

福祉局

福祉総務課

●福祉局の行政運営の管理に関すること
●福祉局所管事項の広報及び公聴に関すること
●福祉局に属する職員の人事に関すること
●福祉局に属する予算に関すること
●福祉局に属する経理に関すること

監査指導室

●生態系ネットワークの形成に関すること
●生態系の調査に関すること
●自然環境の保全と再生のガイドラインの推進に関すること
●低公害車導入補助に関すること。
●自動車排ガス対策に関すること
●県民の生活環境の保全等に関する条例（第３章第１節、第２節）に関すること
●愛知県庁における県の温室効果ガスの排出抑制計画に関すること
●廃棄物処理計画に関すること
●広域最終処分場整備に関すること
●名古屋港南5区環境整備事業の推進に関すること
●衣浦港3号地廃棄物最終処分場事業の推進に関すること
●豊田環境保全センター跡地に関すること
●循環型社会の形成に関する施策の推進に関すること
●あいち地域循環圏形成プランの推進に関すること
●あいち資源循環推進センターに関すること
●先導的な循環ビジネスの創出に関すること
●先導的な循環ビジネス事業化の支援に関すること
●愛知環境賞に関すること
●あいち環境塾に関すること
●循環型社会形成推進交付金に係る申請等事務
●廃棄物再生事業者の登録業務
●環境影響評価の技術審査業務
●災害廃棄物処理対策の推進に関すること
●個別リサイクル法に関する情報提供、助言等支援業務
●ごみ減量化に関する３R推進業務
●その他の産業廃棄物に関すること
●多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画に関すること
●廃棄物が地下にある土地の区域の指定に関すること
●最終処分場の維持管理積立金に関すること
●愛知県ＰＣＢ廃棄物処理施設環境モニタリング調査結果等検討会議に関すること
●自動車リサイクル法関連事業者に対する規制・指導等に関すること
●建設リサイクル法における再資源化施設への立入・指導等に関すること
●再生資源の適正な活用に関する要綱に関すること
●産業廃棄物の適正処理指導に関すること
●産業廃棄物に関する苦情・紛争処理に関すること
●環境保全に係る調査研究の企画及び総合調整に関すること
●環境に関する調査研究、解析及び統計データ等の提供に関すること
●大気汚染監視システム及び水質汚濁監視システムによる測定データの統計処理
に関すること
●環境技術の普及及び提供に関すること
●特定化学物質、悪臭の測定に関すること
●ばい煙等規制物質の測定に関すること
●水圏（公共用水域を除く。）に係る汚濁の常時監視及び測定に関すること
●廃棄物に係る測定に関すること
●土壌汚染、騒音及び振動に係る測定に関すること
●調査研究に関すること
●福祉局の所掌する事務の調整に関すること

●社会福祉法人、民間社会福祉施設、保健衛生施設等の指導監査に関すること
●介護保険サービス事業者及び障害福祉サービス事業者等の指導及び監査に関
すること
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地域福祉課

●支援給付の実施に関すること
●支援・相談員の配置に関すること
●ホームレス専門相談事業に関すること
●一時生活支援事業に関すること
●保護費の基準及び実施要領に関すること
●不服申立等に関すること
●ホームレス対策に関すること
●住居確保給付金事業に関すること
●行旅病人及び行旅死亡人に関すること
●医療機関の指定に関すること
●介護機関の指定に関すること
●生活困窮者自立支援事業に関すること

障害福祉課

●心身障害者扶養共済制度に関すること。
●障害者の手当に関すること。
●特別児童扶養手当に関すること。
●障害者の在宅福祉に関すること
●自立支援医療（育成・更生医療）に関すること
●障害児・者の福祉施設の運営・指導に関すること

障害者施設整備室

●医療療育総合センターに関すること
●県立の重症心身障害児者施設の管理運営に関すること
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●戦傷病者戦没者遺族等援護法による補償に関すること
●恩給法による補償に関すること
●戦没者等の妻に対する特別給付金の支給に関すること
●戦没者の父母等に対する特別給付金の支給に関すること
●戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に関すること
●戦没者遺族相談員の設置に関すること
●戦没者の追悼慰霊事業に関すること
●戦傷病者特別援護法による援護に関すること
●戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給に関すること
●戦傷病者相談員の設置に関すること
●地域生活支援プログラムの実施に関すること
●自立指導員の派遣に関すること
●身元引受手当の支給に関すること
●研修会の実施に関すること
●各種共済組合法による軍歴証明及び厚生年金保険法による在職証明に関するこ
と
●生活福祉・就労支援協議会に関すること
●ホームレス問題連絡調整会議に関すること
●調査に関すること（全国調査・自立者数に関すること
●愛知ホームレス就労支援事業推進協議会に関すること
●生活保護制度運営研究会に関すること
●生活保護法施行事務監査に関すること
●被保護者全国一斉調査に関すること
●社会福祉関係職員研修に関すること
●福祉・人材センターに関すること
●民生委員に関すること
●ボランティアの活動の振興に関すること
●日常生活自立生活支援事業助成に関すること
●地域生活定着支援センター事業に関すること
●生活福祉資金貸付事業助成に関すること
●民間社会福祉施設振興資金貸付事業に関すること
●民間社会福祉施設運営助成に関すること
●授産施設製品展示即売店運営助成に関すること
●福祉サービス運営適正化委員会設置運営助成事業に関すること
●福祉サービス第三者評価推進事業に関すること
●愛知県福祉広域支援推進協議会に関すること
●社会福祉協議会に関すること
●災害援護資金貸付に係る相談に関すること
●災害見舞金に関すること
●災害弔慰金の支給等に関する法律の施行に関すること
●無料低額宿泊事業に関すること
●障害者施策審議会に関すること
●介護給付費等不服審査に関すること
●障害者社会参加促進事業
●各種研修事業（相談支援従事者、障害支援区分認定調査員・審査会委員等）
●障害者計画・障害福祉計画に関すること
●障害福祉サービス事業者の指定に関すること
●社会福祉法人に関すること
●福祉施設入所者の地域生活移行の推進に関すること
●相談支援体制の整備に関すること
●障害者の芸術に関すること
●障害児者の福祉施設の整備に関すること

高齢福祉課

地域包括ケア・認知症
対策室

児童家庭課

●介護給付費負担
●低所得者保険料軽減負担
●低所得者利用者負担軽減助成
●事業者指定・指導に関すること
●介護支援専門員に関すること
●特別養護老人ホーム設置助成
●軽費老人ホーム利用料助成
●認知症介護研究・研修センター運営助成に関すること
●介護施設等整備助成

●財政安定化基金利子収益積立
●介護保険事業指導
●介護情報サービスに関すること
●シルバーサービスの振興に関すること
●介護員養成研修事業に関すること
●福祉生きがいセンター運営助成等
●高齢者地域福祉推進事業助成
●福祉医療の助成に関すること

●地域支援事業助成に関すること

●オレンジタウン構想の推進に関すること

●児童扶養手当に関すること
●遺児手当に関すること
●母子及び寡婦福祉資金の貸し付けに関すること
●愛知学園に関すること
●児童・障害者相談センター、児童相談センターに関すること
●女性相談センターに関すること
●児童入所施設に関すること
●児童手当に関すること
●県立児童厚生施設の管理運営に関すること
●保育所・児童館・放課後児童クラブ等の運営指導等に関すること
●認可外保育施設に関すること

子育て支援課

医療療育総合センター 運用部

●各部等の連絡、調整及び総括に関すること
●建物、附属設備及び物品の保全管理に関すること
●施設利用者の入所及び退所に関すること
●施設利用者等の給食に関すること
●診療報酬の算定に関すること

療育支援センター ●知的障害のある児童を入所させて、これを保護すること
●個別支援記録表等に関すること
●保健衛生に関すること
●医療面の安全に関すること
●施設利用者の入所及び退所に関すること
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●認知症対策等総合支援事業に関すること
●認知症対策研究・支援事業に関すること
●地域包括ケア推進事業に関すること
●介護予防サービス実施支援事業に関すること
●地域支え合い推進事業に関すること
●母子家庭自立支援対策に関すること
●ドメスティック・バイオレンス対策に関すること
●児童委員・主任児童委員に関すること
●児童虐待防止対策事業に関すること

●愛知公園協会に関すること
●少子化対策の総合的な調整に関すること
●少子化対策推進条例の推進に関すること
●施設型教育・保育給付、地域型保育給付の負担金等の交付等に関すること
●地域子ども・子育て支援事業費の補助金の交付に関すること
●保育・児童健全育成関係の補助金の交付等に関すること
●保育士登録事務に関すること
●保育・児童健全育成関係の研修に関すること
●指定保育士養成施設に関すること
●児童福祉週間啓発事業、子ども会大会など各種行事に関すること
●職員の療育技術向上のための調査研究及び研修に関すること
●心身障害者（施設利用者を除く）の療育に関する企画調整に関すること
●緑の家の業務に関すること
●心身障害者の相談及び心理検査判定並びに心身障害に関する知識の普及に関
すること
●心身障害者の地域療育に関すること
●心身障害者（施設利用者を除く）の療育に関する情報及び資料の収集に関するこ
と
●発達障害者に対する支援に関すること
●施設利用者の地域生活への移行の推進に関すること
●施設利用者の療育に関する企画調整に関すること
●施設利用者の療育に関する情報及び資料の収集に関すること
●病院の各種申請、届出、報告等に関すること
●診療録及び患者の記録の保存並びに患者に関する各種の調査及び統計に関す
ること
●知的障害のある児童に独立自活に必要な知識技能を与えること
●サービスのあり方、苦情解決に関すること
●入退所及び短期入所に関すること
●ボランティア、見学者に関すること
●実習、研修生に関すること

中央病院

●外来患者の受付けに関すること
●患者の入退院に関すること
●死体の保管及び解剖手続に関すること
●診療録及び患者の記録の整理に関すること
●患者の総合診断に関すること
●小児の内科診療に関すること
●新生児の診療に関すること
●産婦人科診療に関すること
●小児の外科診療に関すること
●小児の精神科診療に関すること
●小児の神経科診療に関すること
●小児の運動機能の診療に関すること
●小児の歯科及び口腔（くう）の診療に関すること
●小児の眼科及び耳鼻いんこう科の診療に関すること
●小児の皮膚泌尿器科診療に関すること
●患者の麻酔及び術後管理に関すること
●手術室及び回復室の管理運営に関すること
●エツクス線その他の放射線による診断に関すること
●臨床病理学的検査に関すること
●精神機能検査その他の医学的検査に関すること
●医療療育総合センターの各施設利用者の医療に関することのうち各施設の
主管に属しないことに関すること
●患者の看護に関すること
●調剤、製剤及び医薬品等の検査に関すること
●抗インフルエンザ剤による予防投与
●重症心身障害児の看護及び保育に関すること
●児童に対する日用品の支給に関すること
●病理検査、細菌検査、血清検査及び血圧検査に関すること
●理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に関すること
●薬品の保管に属する医薬品及び衛生材料の出納に関すること
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●家庭帰省、療育に関すること
●レクレーションに関すること
●職場研修に関すること
●防災訓練、環境整備に関すること
●買い物指導費に関すること
●理髪に関すること
●機関誌等に関すること
●療育関連職員連絡会に関すること
●センターふれあいフェスティバルに関すること
●職員の療育技術向上のための調査研究及び研修に関すること
●心身障害者（施設利用者を除く）の療育に関する企画調整に関すること
●緑の家の業務に関すること
●心身障害者の相談及び心理検査判定並びに心身障害に関する知識の普及に関
すること
●心身障害者の地域療育に関すること
●心身障害者（施設利用者を除く）の療育に関する情報及び資料の収集に関するこ
と
●発達障害者に対する支援に関すること
●施設利用者の療育に関する企画調整に関すること
●施設利用者の療育に関する情報及び資料の収集に関すること
●ボランティアに関すること
●実習生受入に関すること
●園外療育に関すること
●病院の事業、研修等の計画及び実施に関すること
●患者及びその保護者に対する医学的相談、医療社会事業及び医療向上のための
研究に関すること
●患者の総合診断医療向上のための研究に関すること
●小児の内科医療向上のための研究に関すること
●新生児の医療向上のための研究に関すること
●産婦人科医療向上のための研究に関すること
●小児の外科医療向上のための研究に関すること
●小児の精神科医療向上のための研究に関すること
●小児の神経科医療向上のための研究に関すること
●小児の運動機能の医療向上のための研究に関すること
●小児の歯科及び口腔（くう）の医療向上のための研究に関すること
●小児の眼科及び耳鼻いんこう科の医療向上のための研究に関すること
●小児の皮膚泌尿器科医療向上のための研究に関すること
●患者の麻酔及び術後管理医療向上のための研究に関すること
●エツクス線その他の放射線による研究に関すること
●臨床病理学的研究に関すること
●精神機能検査その他の医学的研究に関すること
●医療療育総合センターの各施設利用者の医療に関することのうち各施設の主管
に属しない医療向上のための研究に関すること
●患者の看護技術向上のための研究に関すること
●調剤、製剤及び医薬品等の研究に関すること
●重症心身障害児の治療のための臨床研究に関すること
●児童の生活指導及び指導向上のための研究に関すること
●児童の保護及び保護向上のための研究に関すること
●児童及びその家庭についての調査に関すること
●重症心身障害児の看護技術及び保育技術向上のための研究に関すること

発達障害研究所 ●研究所の調査研究に関する企画及び連絡調整に関すること。
●実験動物の飼育、衛生管理及び育種繁殖に関すること。
●障害モデル細胞の維持管理に関すること
●RI実験施設の維持管理に関すること

福祉相談センター

児童センター

女性相談センター

愛知学園
保健医療 医療計画課
局

●介護保険に関すること
●生活保護に関すること
●中国残留邦人等の援護（支給給付）に関すること
●各種手当に関すること
●行旅病人及び行旅死亡人に関すること
●住宅手当緊急特別措置事業（尾張、海部、知多、西三河のみ）に関すること
●緊急一時宿泊事業に関すること
●障害者などの住宅整備資金貸付事務に関すること
●母子及び寡婦福祉資金の貸し付けに関すること
●身体障害者及び知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定に関する
こと
●補装具の交付・適合判定、更生医療に関すること
●自立支援医療（更生医療）の判定に関すること
●障害児施設給付費の支給の決定及び取消に関すること
●身体障害者手帳及び療育手帳の交付に関すること
●児童相談（児童虐待）に関すること
●児童福祉法による措置及び一時保護に関すること
●児童相談（児童虐待）に関すること
●児童福祉法による措置及び一時保護に関すること
●障害児施設給付費の支給の決定及び取消に関すること
●療育手帳の交付に関すること
●保護命令に関すること
●要保護女子等の一時保護の決定及び一時保護者の指導と措置に関するこ
と
●要保護女子等の調査、判定、指導及び関係機関との連絡調整に関すること
●要保護女子等の日常生活の介護に関すること
●要保護女子等の婦人保護施設への入退所措置の決定に関すること
●児童の入園及び退園に関すること
●児童及びその家族についての調査及び判定に関すること
●児童の指導に関すること

●心身障害に関する遺伝子医療の調査研究に関すること。
●心身障害に関する分子病態の調査研究に関すること。
●心身障害に関する細胞病態の調査研究に関すること。
●心身障害に関する障害システムの調査研究に関すること。
●心身障害に関する障害モデルの調査研究に関すること。
●研究施設（図書室を除く。）の利用に関すること。
●特殊実験装置等の管理及びその試料の検査に関すること。
●民生委員及び児童委員に関すること
●戦没者遺族等の援護に関すること
●中国残留邦人等の援護（支給給付を除く）に関すること
●児童、母子家庭及び女性の福祉に関すること
●母子自立・就業及び女性相談員の業務に関すること
●身体障害者及び知的障害者の福祉に関すること
●その他社会福祉に関すること
●児童相談（児童虐待以外）に関すること
●その他各種相談業務に関すること
●児童等の調査、判定、指導及び関係機関との連絡調整に関すること
●里親に関すること

●児童相談（児童虐待以外）に関すること
●児童等の調査、判定、指導及び関係機関との連絡調整に関すること
●里親に関すること
●女性相談に関すること

●児童の指導計画に関すること

●保健医療局の行政運営の管理に関すること

●人口動態統計及び保健統計に関すること

●保健医療局所管事項の広報及び公聴に関すること
●保健医療局に属する職員の人事に関すること
●保健医療局に属する予算に関すること
●保健医療局に属する経理に関すること
●保健所に関すること
●全国知事会社会保障常任委員会に関すること（新型インフルエンザ関係）
●保健師活動の推進に関すること
●保健所の地域保健活動の推進に関すること
●政策調整に関すること

●国民生活基礎調査に関すること
●全国知事会社会保障常任委員会に関すること（新型インフルエンザ関係以外）
●医療費適正化計画に関すること
●保健医療局全般に関連する事項の企画調整及び調査に関すること
●地域保健医療計画に関すること
●圏域保健医療福祉推進会議に関すること
●地域医療構想推進委員会に関すること
●衛生対策審議会及び医療審議会に関すること
●医療介護総合確保計画に関すること
●保健師の免許・登録に関すること
●保健師の人材育成・研修に関すること
●地域保健活動の推進に係る会議に関すること
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健康対策課

●被爆者に対する手当等の支給に関すること
●指定難病及び特定疾患医療給付事業のうち審査支払機関への支払いに関
すること
●小児慢性特定疾患に関すること
●Ｂ型・Ｃ型肝炎患者医療給付事業のうち審査支払機関への支払いに関する
こと
●感染症発生動向調査に関すること
●新興・再興感染症に関すること
●結核医療費給付事業のうち、審査支払機関への支払いに関すること

医務課

●救急医療に関すること
●周産期医療に関すること

地域医療支援室
こころの健康推進室

●小児救急医療に関すること
●災害医療に関すること
●死体の解剖保存及び死因調査に関すること
●医療安全支援センターに関すること。
●医療法人に関すること
●病院・診療所及び助産所に関すること
●看護修学資金に関すること
●ナースセンターに関すること
●看護師等の定着支援、就業促進に関すること
●総合看護専門学校及び愛知看護専門学校に関すること
●地域医療確保修学資金貸付金に関すること
●精神科救急に関すること
●措置・応急入院・移送に関すること
●保健所健康支援課の業務指導に関すること
●精神保健福祉センターの業務指導に関すること
●自立支援医療（精神通院医療）に関すること
●指定病院・応急指定病院に関すること
●災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）に関すること
●こころの健康の保持増進に関すること
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●ハンセン病対策に関すること
●被爆者のその他に関すること
●アレルギー疾患対策に関すること
●指定難病及び特定疾患医療給付事業のうち審査支払機関への支払い以外に関
すること
●指定難病及び特定疾患医療給付事業以外の難病患者に関すること
●Ｂ型・Ｃ型肝炎患者医療給付事業のうち審査支払機関への支払い以外に関する
こと
●あいち健康の森健康科学総合センターに関すること
●健康日本21あいち新計画に関すること
●健康教育に関すること
●歯科保健に関すること
●喫煙対策に関すること
●生活習慣病の予防に関すること
●がん対策の推進に関すること
●栄養改善に関すること
●地域・職域の連携推進に関すること
●特定健診・特定保健指導に関すること
●健康増進事業に関すること
●健康経営の推進に関すること
●母子保健に関すること
●先天性代謝異常児等の対策のうち、検査機関への支払いに関すること
●不妊治療の助成に関すること
●母体保護に関すること
●感染症の予防及び医療に関すること
●結核の予防及び医療に関すること
●結核医療費給付事業のうち、審査支払機関への支払い以外に関すること
●予防接種に関すること
●エイズ・その他性感染症対策に関すること
●肝炎対策（無料検査・相談指導・診療体制整備）に関すること
●新型インフルエンザの訓練に関すること
●医師に関すること
●診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士及び作業療法士に関す
ること
●医師、歯科医師、看護師、理学療法士等の免許に関すること

●医師確保に関すること
●へき地医療に関すること
●メンタルヘルス相談事業に関すること
●自殺対策事業に関すること
●ひきこもり対策事業に関すること
●地方精神保健福祉審議会に関すること
●精神保健統計調査に関すること
●精神保健普及啓発に関すること
●精神科病院の実地指導・実地審査に関すること

国民健康保険課
生活衛生課

●食中毒発生時の対応に関すること
●と畜検査及び食鳥検査に関すること
●特定動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置に関するこ
と
●犬による危害の防止に関すること
●犬等の狂犬病の予防に関すること
●光化学スモッグに関すること
●衛生研究所の運営に関すること
●保健所試験検査の運営に関すること
●飲料水の供給に関すること
●水道の水質管理に関すること
●水質汚染事故に関すること
●水道災害・地震対策に関すること
●食品衛生検査所及び動物保護管理センターとの連絡・調整に関すること

医薬安全課

●緊急医薬品に関すること
●医薬品等の安全性に関する情報の提供等に関すること
●安全な血液製剤の安定供給の確保等に関すること
●健康危機管理調整会議に関すること
●薬草園に関すること
●毒物及び劇物の事故に関すること
★薬草園に関すること（施設の管理のみ）
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●後期高齢者医療制度に関すること
●国民健康保険に関すること
●生活衛生同業組合及び生活衛生営業指導センターに関すること
●調理師免許等の交付に関すること
●製菓衛生師試験等の実施に関すること
●調理師等の養成施設に関すること
●食中毒に係る報告書の作成等に関すること
●食品の衛生に関すること
●食品営業施設の監視、指導に関すること
●食品等の収去検査に関すること
●ふぐの取扱いの規制に関すること
●食の安全・安心推進事業に関すること
●と畜場、食鳥処理場、化製場、死亡獣畜取扱場、畜舎、動物処理場等の衛生に関
すること
●動物の愛護及び管理に関すること
●第一種及び第二種動物取扱業の規制に関すること
●理容所、美容所及びクリーニング所に関すること
●理容師、美容師の養成施設に関すること
●クリーニング師研修及び管理理容師・美容師講習に関すること
●クリーニング師試験・免許に関すること
●興行場、旅館、公衆浴場に関すること
●住宅宿泊事業に関すること
●建築物における衛生的環境の確保に関すること
●建築物衛生法の登録業に関すること
●墓地、火葬場及び納骨堂に関すること
●胞衣及び産汚物の取締りに関すること
●有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること
●海水浴場の調査に関すること
●住居等の室内環境衛生に関すること
●建築物環境衛生管理研究集会に関すること
●全国環境衛生職員団体協議会、全国環境衛生関係課長会に関すること
●環境衛生関係の統計及び文書管理に関すること
●臨床検査技師等の免許事務に関すること
●衛生検査所に関すること
●上水道に関すること
●簡易水道に関すること
●専用水道に関すること
●貯水槽水道に関すること
●水道関係国庫補助金等に関すること
●水道統計等調査に関すること
●プールの衛生に関すること
●薬剤師に関すること
●薬局、医薬品販売業等に関すること
●薬局製造販売医薬品に関すること
●医療機器販売業及び貸与業に関すること
●薬局、医薬品販売業等の監視指導に関すること
●医薬分業の推進に関すること
●医薬品等の製造販売業、製造業及び医療機器修理業に関すること
●医薬品製造販売業等の監視指導に関すること
●薬事工業生産動態統計調査に関すること
●毒物及び劇物の取締りに関すること
●麻薬、向精神薬、あへん、大麻及び覚醒剤の取締りに関すること
●薬物の乱用防止の推進に関すること
●骨髄バンクドナー登録の推進に関すること
★薬草園に関すること（催し等の中止）

保健所

●文書及び公印の管守に関すること
●職員の人事及び福利厚生に関すること
●予算、会計及びその他庶務に関すること
●建物、附属設備及び物品の保全管理に関すること
●健康危機管理の総合的企画及び調整に関すること
●人口動態に関すること
●医務に関すること
●介護老人保健施設の指導に関すること
●難病法に基づく特定医療費助成、小児慢性特定疾病医療費助成等、各種申
請の受付
●保健分室・駐在に関すること（施設管理）
●感染症発生動向調査に関すること
●感染症発生時の措置に関すること
●光化学スモッグに関すること（健康被害時の対応のみ）
●飲料水の供給及び水道の水質管理に関すること
●緊急医薬品及び輸血用血液の確保に関すること
●医薬品等の安全性に関する情報の提供等に関すること
●食中毒発生時の対応に関すること
●食鳥処理施設の監視、指導に関すること
●犬等の狂犬病の発生時の措置に関すること
●精神保健及び精神障害者の福祉に関すること
●その他地域住民の健康の保持に関すること
●病原微生物検査に関すること
●水質検査に関すること
●食品検査に関すること
●その他衛生上の試験及び検査に関すること

総合看護専門学校

愛知看護専門学校

●授業（実習を除く）に関すること
●臨地実習に関すること
●学生の就職等進路に関すること
●入学試験の実施・入学手続等に関すること
●休学・退学・復学・卒業・単位認定に関すること
●看護師国家試験に関すること
●証明書等の発行に関すること
●図書の閲覧・貸出に関すること
●長期研修会に関すること
●修学資金に関すること
●授業（実習を除く）に関すること
●臨地実習に関すること
●学生の就職等進路に関すること
●入学試験の実施・入学手続等に関すること
●休学・退学・復学・卒業・単位認定に関すること
●看護師国家試験に関すること
●証明書等の発行に関すること
●図書の閲覧・貸出に関すること
●修学資金に関すること

●地域保健の総合的企画及び調整に関すること
●保健統計に関すること
●健康づくりに関すること
●健康教育に関すること
●各種免許・許認可に関すること
●感染症の予防及び医療に関すること
●予防接種に関すること
●理容師、美容師及びクリーニング師に関すること
●興行場、旅館、公衆浴場、理容所、美容所及びクリーニング所に関すること
●住宅宿泊事業に関すること
●建築物における衛生的環境の確保に関すること
●胞衣及び産汚物の取締りに関すること
●有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること
●衛生検査所に関すること
●水道施設の監視・指導に関すること
●プールの衛生に関すること
●その他薬務に関すること
●その他生活環境の衛生に関すること
●食中毒のその他に関すること
●食品の衛生に関すること
●食品営業施設の監視・指導に関すること
●食品の収去検査に関すること
●化製場、死亡獣畜取扱場、畜舎、動物処理場等の衛生に関すること
●健康づくりに係る技術指導に関すること
●母子保健に関すること
●母体保護に関すること
●自殺の予防に係る対策等心の健康の保持及び増進に関すること
●治療方法が確立していない疾病その他特殊の疾病により長期に療養を必要とす
る者の保健に関すること
●歯科保健に関すること
●栄養指導及び栄養調査に関すること
●保健師、助産師及び看護師の業務に関すること
●次年度教育計画・研修計画に関すること
●学生・受講生の指導に関すること
●学校行事に関すること
●短期研修会に関すること

●次年度教育計画に関すること
●学生の指導に関すること
●学校行事に関すること
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精神保健福祉センター

●精神医療審査会に関すること
●自立支援医療（精神通院）の支給認定に関すること

●各種申請、届出、報告等に関すること
●精神保健及び精神障害者の福祉に関する技術支援及び人材育成に関すること
●精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究及び情報収集提供に関する
●精神障害者保健福祉手帳に関すること
こと
●精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に関すること(電話相談のみ) ●精神保健及び精神障害者の福祉に関する普及啓発及び組織育成に関すること
●精神保健に関する治療に係る技術支援並びに医療向上のための研究に関するこ
と
●自殺対策に関すること
●ひきこもり対策に関すること
衛生研究所
●各種放射線届出事務に関すること
●所内委員会等の事務に関すること
●健康危機管理に関すること
●年報・所報・技術情報の発行に関すること
●感染症等積極的疫学調査に関すること
●研修指導に関すること
●地方衛生研究所の連携事務に関すること
●調査研究に関すること
●基幹地方感染症情報センターに関すること（インフルエンザ以外）
●保健所試験検査精度管理事業に関すること
●愛知県麻しん患者調査事業等ウェブサイト、所内LAN 等の保守・管理に関す
●衛生検査所精度管理事業に関すること
ること
●新興・再興感染症、感染症流行予測事業及び特定感染症予防に伴う試験検
●医薬品検定事業に関すること
査に関すること
●病原微生物検査に関すること
●水道事業体外部精度管理に関すること
●食中毒検査に関すること
●環境保健事業（衛生害虫）に関すること
●住環境、水質検査に関すること
●医薬品、食品検査に関すること
●その他衛生上の試験及び検査に関すること
●と畜場の施設の衛生に関すること
食品監視・検査セ ●と畜検査に関すること
●と畜検査に伴う精密検査に関すること
●食品の衛生に係る試験検査及び調査に関すること
ンター
●と畜場内の食肉の衛生に関すること
●名古屋市中央卸売市場北部市場内の食品営業施設の衛生に関すること
●名古屋市中央卸売市場北部市場内の食品の衛生に関すること
●食品衛生検査所の業務に関すること
●負傷動物の保護及び治療に関すること
●犬、ねこの家族さがしに関すること
動物保護管理センター
●野犬、放飼い犬等の捕獲に関すること
●犬のしつけ方相談、教室に関すること
●放飼い等の苦情指導に関すること
●優良な家庭犬育成教室に関すること
●犬によるこう傷事故の届出事務及び指導に関すること
●動物ふれあい教室に関すること
●特定動物の逃走及び事故に関すること
●動物愛護学習（体験学習、視察など）に関すること
●収容犬、ねこの飼養管理に関すること
●動物愛護週間事業に関すること
●犬、ねこの管理淘汰に関すること
●犬、ねこの引取りに関すること
●特定動物の飼養及び保管の許可事務に関すること
●特定動物の飼養及び保管の許可施設の監視に関すること
●第一種及び第二種動物取扱業の登録等事務に関すること
●第一種及び第二種動物取扱業の施設の監視に関すること
経済産業局産業政策課
●局の行政運営の管理に関すること
●産業関係功労者の表彰等に関すること
●(公財)あいち産業振興機構に関すること
●産業空洞化対策減税基金に関すること（補助金に関することを除く）
●局の人事に関すること
●あいち・ウーマノミクス推進事業に関すること
●局全般に関連する政策の企画並びに局全般に関連する事項の調整及び調
査に関すること
●局の広報及び広聴に関すること
●産業関係の情報収集に関すること
●局の予算に関すること
●局の経理に関すること
●産業労働センターの維持管理・運営に関すること
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産業振興課

次世代産業室

ロボット国際大会推進
室

産業科学技術課

●あいち産業科学技術総合センター本部及び各センターに関すること
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●愛知ブランド発信事業に関すること
●資源再生利用に関すること
●基盤産業（輸送機器、電気機器、一般機械・精密機器、金属製品、プラスチック等）
の育成支援に関すること
●高圧ガス・電気・火薬類に係る産業振興に関すること
●地域資源の活用に関すること
●中小企業応援ファンドに関すること
●メッセナゴヤに関すること
●繊維産業の振興に関すること
●窯業、鉱業の振興に関すること
●食品、雑貨産業の振興に関すること
●伝統的工芸品産業の振興に関すること
●農商工連携に関すること
●自動車産業の振興に関すること
●あいち自動車産業イノベーションプランの推進に関すること
●自動車安全技術推進事業に関すること
●自動走行実証プロジェクトに関すること
●航空宇宙産業の振興に関すること
●愛知県飛行研究センターの運営に関すること
●重点研究プロジェクト（モノづくりを支える先進材料・加工技術開発プロジェクト）に
関すること
●ロボット産業の振興に関すること
●情報通信産業の振興に関すること
●あいちベンチャーハウス事業に関すること
●健康長寿産業の振興に関すること
●重点研究プロジェクト（次世代ロボット社会形成技術開発）に関すること
●あいちロボカップＡＰ2020の開催準備に関すること
●ワールドロボットサミットとの調整に関すること
●ロボット国際大会のレガシーに関すること
●ロボット国際大会の広報に関すること
●ロボット国際大会の県内チーム強化支援に関すること
●サービスロボットの社会実装に向けた取組に関すること
●新あいち創造研究開発補助金に関すること
●「知の拠点あいち」に関すること
●あいちシンクロトロン光センターに関すること
●重点研究プロジェクトの総括に関すること
●科学技術の振興・指導に関すること
●科学技術振興基金に関すること
●(公財)科学技術交流財団に関すること
●研究プロジェクトの企画・推進等に関すること
●科学技術分野における人材の活用・育成に関すること
●科学技術関係組織に係る事項の調整に関すること
●新エネルギー関連産業の振興に関すること
●新エネルギー実証研究事業に関すること
●新エネルギー実証研究エリアに関すること
●燃料電池自動車・水素ステーションの普及促進に関すること
●水素社会普及啓発ゾーンに関すること
●新エネルギーの啓発に関すること
●新エネルギーに係る人材育成に関すること
●重点研究プロジェクト（近未来水素エネルギー社会形成技術開発プロジェクト）に
関すること
●知的財産の活用・保護に関すること
●知的所有権センターに関すること
●県の研究機関における知的財産の創造・活用の促進に関すること
●産業デザイン振興に関すること
●㈱国際デザインセンターに関すること

●工場立地法の調査に関すること
●産業立地セミナーに関すること
●工業用水の使用の合理化に関すること
●企業誘致及び立地相談に関すること
●地域未来投資促進法に関すること
●２１世紀高度先端産業立地補助金、新あいち創造産業立地補助金に関すること
●産業立地促進税制の区域・事業指定及び対象不動産の確認に関すること
●海外との産業交流の促進に関すること
●産業グローバル戦略の促進の総括に関すること
●海外産業情報センターに関すること
●外国企業誘致に関すること
●中小企業の海外展開支援に関すること
●経済連携及びサポートデスクの設置・運営に関すること
●愛知国際ビジネス支援センターの運営に関すること
●貿易の振興に関すること
●県中小企業団体中央会に関すること
●中小企業等協同組合法・中小企業団体の組織に関する法律に関すること
●商工会、商工会議所、商工会連合会等の商工団体に関すること
●小規模事業者の支援に関すること
●中小企業支援法に関すること
●中小企業総合支援事業に関すること
●中小企業等経営強化法（経営革新計画）の総括に関すること
●スタートアップの育成支援に関すること
●商店街振興組合法に関すること
●商店街の振興に関すること
●中小企業等協同組合の指導に関すること
●商業・サービス業・流通業の振興に関すること
●商業振興事業費補助金に関すること
●高度化事業の指導に関すること
●物流総合効率化法に関すること
●家庭用品品質表示法及び消費生活用製品安全法に関すること
●割賦販売法に関すること
●運輸事業振興助成交付金に関すること
●大規模小売店舗立地法に関すること
●中心市街地活性化法に関すること
●小売商業調整特別措置法に関すること
●げんき商店街推進事業費補助金に関すること
●計量関係事業者の登録及び届出に関すること
●計量思想の普及に関すること
●計量器の検査に関すること
●商品量目の検査に関すること
●指定製造事業者制度に関すること
●計量関係事業者の質量管理に関すること

産業立地通商課

中小企業金融課

●中小企業設備導入資金特別会計に関すること
●設備貸与事業に関すること
●中小企業高度化資金の貸付に関すること
●貸金業者の登録、指導等に関すること
●愛知県融資制度の企画・運営

商業流通課

●課全般に係る事項の連絡調整に関すること
●計量器の検定に関すること
●基準器検査に関すること

あいち産業科学技術
総合センター

●あいち産業科学技術総合センター本部及び各センターに関すること

●工業の試験研究の総合的な企画、調査及び調整に関すること
●共同研究の企画調整及び推進に関すること
●研究業務の進行管理及び評価に関すること
●技術情報の収集及び普及に関すること
●特許等に関すること
●研究成果の技術移転の促進に関すること
●産業基盤技術の開発研究及び技術支援に関すること
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労働局

労働福祉課

就業促進課

●局の行政運営の管理に関すること
●局の人事に関すること
●局全般に関連する政策の企画並びに局全般に関連する事項の調整及び調
査に関すること
●局の広報及び広聴に関すること
●労働関係の情報収集に関すること
●局の予算に関すること
●局の経理に関すること

●あいち若者職業支援センターの運営に関すること
★あいち若者職業支援センターに関すること（管理のみ）
●あいち障害者雇用総合サポートデスクの運営に関すること
★あいち障害者雇用総合サポートデスクに関すること（管理のみ）
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●工業（窯業、食品工業及び繊維工業を除く）の技術の試験研究及び技術支援に関
すること
●原材料及び製品の試験研究及び技術支援に関すること
●デザインの研究、調整及び配布に関すること
●研究会、講習会、講演会及び実地指導に関すること
●企業等への設備及び機械器具の貸付けに関すること
●原材料の開発研究及び技術支援に関すること
●セラミックスの新素材及び新技術の開発研究及び技術支援に関すること
●窯業製品の製造技術の試験研究及び技術支援に関すること
●デザイン及び加飾技術の試験研究及び技術支援に関すること
●酒類の試験研究及び技術支援に関すること
●発酵調味食品の試験研究及び技術支援に関すること
●食品関係の微生物及び生物の高度利用の試験研究及び技術支援に関すること
●菓子及びパンの試験研究及び技術支援に関すること
●清涼飲料水の試験研究及び技術支援に関すること
●農産加工食品の試験研究及び技術支援に関すること
●畜水産加工食品の試験研究及び技術支援に関すること
●食品製造工程の工学的技術の試験研究及び技術支援に関すること
●食品包装の試験研究及び技術支援に関すること
●機器分析並びに機器分析法の試験研究及び技術支援に関すること
●染色加工技術の試験研究及び技術支援に関すること
●繊維の改質及び加工の開発研究及び技術支援に関すること
●繊維の分析及び評価技術の試験研究及び技術支援に関すること
●繊維の製品化技術及びデザインの試験研究及び技術支援に関すること
●繊維の製造技術及び染色加工技術の試験研究及び技術支援に関すること
●新素材製品及び産業用資材の開発研究及び技術支援に関すること
●勤労者福祉施設に関すること
●若者職場定着支援に関すること
●労働総合支援事業の実施に関すること
●（公財）愛知県労働協会に関すること
●仕事と生活の調和に関すること
●ファミリー・フレンドリー企業の普及拡大に関すること
●育児・介護休業に関すること
●男女雇用機会均等に関すること
●労働者福祉事業団体への助成に関すること
●勤労者ｽﾎﾟｰﾂ大会に関すること
●労使関係の安定促進に関すること
●中小企業労働環境改善の支援に関すること
●労働事情等の調査に関すること
●働き方改革の推進に関すること
●労働組合、労働条件等の調査に関すること
●労働安全衛生の意識啓発に関すること
●労働教育に関すること
●労働福祉関係団体に関すること
●勤労者の福祉厚生に関すること
●労働相談に関すること
●あいち労働総合支援フロアの管理に関すること
●公益通報者保護制度に関すること
●若年者(新卒者等を含む）の雇用の促進等に関すること
●新卒者等の就職支援に関すること
●高年齢者の雇用の促進等に関すること
●シルバー人材センターに関すること
●障害者の雇用の促進等に関すること
●定住外国人の雇用促進に関すること
★あいち若者職業支援センターに関すること（催し等の中止）

産業人材育成課

●県立高等技術専門校及び愛知障害者職業能力開発校に関すること

技能五輪・アビリンピッ
ク推進室

●技能五輪・アビリンピックの推進に関すること

高等技術専門校等

観光コン 観光振興課
ベンション

国際観光コンベンショ
ン課

国際展示場室
農業水産局農政課

●技能五輪全国大会及び全国アビリンピック県選手団派遣に関すること
●国際アビリンピックに関すること
●技能五輪国際大会に関すること
●あいち技能五輪・アビリンピック推進協議会に関すること
●技能五輪全国大会・全国アビリンピックに関すること
●大会運営本部に関すること
●技能五輪全国大会・全国アビリンピックの競技及び会場に関すること
●訓練の計画、実施等に関すること
●訓練生の募集、選考等に関すること
●訓練生の教材に関すること
●訓練生の生活指導に関すること
●訓練生の就職後の指導及び職業訓練関係機関の連絡調整に関すること

●高等技術専門校等の運営に関すること

●旅行業の登録に関すること

●観光振興に関する基本的な計画の総合調整に関すること

●全国通訳案内士の登録に関すること

●愛知県国際展示場に係る運営の企画調整に関すること
●部の行政運営の管理に関すること
●農林水産事務所に関すること
●部全般に関連する政策の調整に関すること
●部所管事項の広報及び広聴に関すること
★農林水産事務所に関すること(庁舎等の維持管理に関すること）

組合検査指導室

食育消費流通課

★あいち障害者雇用総合サポートデスクに関すること（催し等の中止）
●産業人材の育成に関する総合的な企画調整に関すること
●産業人材の育成に関すること（他の部局の事務分掌事項を除く）
●職業能力開発計画に関すること
●職業訓練指導員に関すること
●公共職業能力開発施設の行う職業訓練に関すること
●事業主等の行う職業訓練に関すること
●職業能力検定に関すること
●技能尊重の啓発に関すること
●愛知県職業能力開発協会に関すること
●技能五輪・アビリンピックに関すること

★地方卸売市場の指導監督に関すること（野菜・果実の流通に関すること）
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●県営観光施設に関すること
●観光統計に関すること
●国内観光事業の振興に関すること
●観光情報の収集・提供に関すること
●観光産業振興に関すること
●観光施設費補助金に関すること
●外国人観光客の誘致に関すること
●外国人観光客の受入環境の整備・充実に関すること
●海外向け観光情報の提供に関すること
●大規模イベント・コンベンションの誘致に関すること
●愛知・名古屋MICE推進協議会に関すること
●2005年日本国際博覧会の理念継承に関すること
●愛知県国際展示場の整備に関すること
●部全般に関連する事項の企画調整及び調査に関すること
●農林水産業基本対策に関すること

●農業協同組合等の農業団体に関すること
●森林組合等の林業団体に関すること（林務課の事務分掌事項を除く）
●水産業協同組合等の水産業団体に関すること（水産課の事務分掌事項を除く）
●検査担当職員の研修に関すること
●農業協同組合等、森林組合、水産業協同組合の検査に関すること
●卸売市場の整備計画に関すること
●卸売市場審議会に関すること
●地方卸売市場の指導監督に関すること
●農林水産物資の品質表示の適正化に関すること
●食育推進計画に関すること
●食育に関する施策の総合調整に関すること
●農林水産物の安全・安心に関する施策の調整に関すること

農業振興課

農業経営課

●農業普及指導センターの運営に関すること
●農業大学校及び農業総合試験場の管理に関すること

園芸農産課

●野菜の生産出荷に関すること
●主要農作物の出荷指導に関すること
●経営所得安定対策の交付金に関すること
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●県産農林水産物の需要拡大対策の企画調整に関すること
●農産物の流通情報に関すること
●農林水産物資の需給の調整等に関すること
●農林水産加工品の流通対策の総合調整に関すること
●県産農林水産物の輸出促進に関すること
●６次産業化の推進に関すること
●農業共済組合に関すること
●農業共済業務等の検査及び指導に関すること
●経営体育成対策に関すること
●山村等振興対策に関すること
●中山間地域等直接支払制度に関すること
●農作物鳥獣被害防止対策に関すること
●農地等の転用制限に関すること
●農林水産省所管の国有財産の管理に関すること
●農業振興地域制度に関すること
●農事調停に関すること
●市民農園整備促進法に関すること
●農業経営基盤の強化促進に関すること
●農地の利用集積に関すること
●農地中間管理事業事業に関すること
●農業会議及び農業委員会ネットワーク機構に関すること
●肥料及び農薬の取締りに関すること
●農林水産技術会議に関すること
●農業技術の連絡調整に関すること
●農業技術の実証及び地力の保全に関すること
●農業公害の技術指導に関すること
●職務育成品種に関すること
●農業生産組織の育成指導に関すること
●農業経営の改善・指導に関すること
●環境保全型農業の推進に関すること
●病害虫の発生予察及び病害虫の防除に関すること
●肥料及び農薬適正使用の指導に関すること
●農作業安全及び農業の機械化に関すること
●農業改良普及事業の企画に関すること
●普及指導員の研修に関すること
●青年農業者・女性農業者の育成に関すること
●農業制度資金の貸付に関すること
●園芸農産物の生産振興に関すること
●特用作物の出荷指導に関すること
●農産加工の振興に関すること
●野菜の需給調整に関すること
●野菜の価格安定事業に関すること
●野菜の種苗に関すること
●地域農業振興事業に関すること
●果樹の生産出荷に関すること
●花きの出荷指導に関すること
●花きの種苗に関すること
●花のある暮らしづくりに関すること
●花きに係る各種行催事に関すること
●水田農業経営所得安定対策に関すること

畜産課

●家畜伝染病予防法、家畜保健衛生所法に関すること
●家畜畜産物の衛生及び家畜の衛生管理に関すること
●畜産物の流通対策に関すること
●畜産総合センターに関すること

水産課

●水産施設等の災害状況調査に関すること
●水産試験場の管理に関すること
●栽培漁業センターに関すること
★水産試験場の管理に関すること(建物の管理のみ）
★栽培漁業センターに関すること(建物の管理のみ）

農林水産事務所

●主要食糧の生産及び出荷に関すること
●農畜産物、その加工品の流通に関すること
●家畜、家きん及びみつばちの衛生に関すること
●日光川河口排水機場及び尾西排水機場の維持管理に関すること
●矢作川利水の土地改良財産の維持管理に関すること
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●主要農作物種子の生産及び普及に関すること
●畜産金融に関すること
●畜産の企画に関すること
●畜産統計に関すること
●家畜飼料の安全確保に関すること
●動物薬事に関すること
●獣医師・獣医療に関すること
●装蹄師・削蹄師に関すること
●家畜人工授精師、家畜人工授精所及び種畜検査に関すること
●家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に関すること
●畜産環境保全に関すること
●畜産環境リース事業に関すること
●牧野法に関すること
●草地の改良造成に関すること
●牧場建設に関すること
●飼料作物の栽培利用に関すること
●畜産関係団体に関すること
●家畜取引法、家畜商法、酪農及び肉用牛の振興に関すること
●肉用子牛生産安定等特別措置法に関すること
●家畜生産物に関すること
●家畜共進会に関すること
●養鶏振興法、養蜂振興法に関すること
●小家畜及び豚の振興に関すること
●卸売市場（食肉）の指導監督に関すること
●畜産クラスター事業に関すること
●畜産物の流通調査及び情報に関すること
●畜産物の需給及び価格の動向調査に関すること
●愛知県競馬組合に関すること
●漁業金融に関すること
●（公財）愛知県水産業振興基金に関すること
●水産業協同組合等の水産業団体に関すること（農林検査課の事務分掌事項を除
く。）
●資源管理型漁業の推進及び資源管理・漁業経営安定対策に関すること
●漁業管理制度の推進、海洋生物資源の保存及び管理に関すること
●水産業動向調査に関すること
●水産物及びその加工品の流通に関すること
●水産物（産地・消費地）市場に関すること
●水産業の企画及び計画に関すること
●水産業技術の改良普及に関すること
●漁業調整に関すること
●漁業の免許及び許認可並びに漁業権の登録に関すること
●漁業取締り並びに漁業取締船及び漁業取締・水質調査兼用船の運航に関するこ
と
●漁船の建造等の許可及び漁船の登録、認定、検認、小型漁船の測度等に関する
こと
●海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の業務に関すること
●漁場環境保全に関すること
●栽培漁業の推進に関すること
●内水面漁業の振興に関すること
●漁港に関すること（港湾課の事務分掌事項を除く。）
●魚礁設置に関すること
●干潟・浅場造成に関すること
●農林水産業の基本対策に関すること
●農業の振興に関すること
●食育に関する施策の調整に関すること
●農林水産物の安全・安心施策の調整に関すること
●農林水産物資の品質表示の適正化に関すること

●矢作川利水の農業用水、水道用水及び工業用水の共用施設の維持管理に
●農業経営基盤の強化促進に関すること
関すること
●農地等の権利移動、転用及び利用関係の調整に関すること
●農林水産省所管の国有財産の管理に関すること
●農地等の交換分合に関すること
●農業振興地域の整備に関すること
●市民農園の整備促進に関すること
●農業委員会の指導に関すること
●農業構造改善に関すること
●農業協同組合等の農業団体に関すること
●農業倉庫に関すること
●肥料の需給に関すること
●農薬の取締りに関すること
●園芸作物及び特用作物に関すること
●農産物の加工に関すること
●家畜及び家きんの改良増殖その他畜産の振興に関すること
●家畜人工授精師及び家畜商に関すること
●草地の造成に関すること
●飼料に関すること
●畜産に係る環境の保全に関すること
●標準鶏の認定、ふ化業者の登録及び鶏卵検査に関すること
●養ほうに関すること
●農業普及指導センターの業務としての農業技術の改良普及、農業経営及び農村
生活の改善、青年農業者等の育成、普及指導活動の調整その他普及指導の業務に
関すること
●農業金融に関すること
●農作物病害虫発生予察（巡回調査に限る。）に関すること
●主要農作物の種子のほ場及び生産物の審査に関すること
●農業機械利用技術の指導に関すること
●水産業の振興に関すること
●沿岸漁業構造改善及び沿岸漁場整備に関すること
●水産業協同組合等の水産業団体に関すること
●水産業技術の改良普及に関すること
●漁業の調整及び許可に関すること
●漁船に関すること
●漁業金融に関すること
●水産物、その加工品等の流通に関すること
●遊漁船業に関すること
●栽培漁業に関すること
●県営土地改良事業の換地処分に関すること
●土地改良財産に関すること
●土地改良区の指導監督に関すること
●公共用地の取得及びこれに伴う損失補償並びに登記に関すること
●土地改良事業の金融に関すること
●県営土地改良事業の工事の設計、施工及び監督に関すること
●団体営土地改良事業の指導監督に関すること
●土地改良事業地域及び農地保全に係る海岸に関すること
●土地改良法第四十七条の規定による援助に関すること
●土地改良事業の計画及び調査に関すること
●農地等に係る環境保全活動の支援に関すること
●愛知用水事業、木曽川用水事業に関すること
●豊川用水事業に関すること
●森林計画及び林業経営計画に関すること
●林業･木材産業の構造改革に関すること
●入会林野等の整備に関すること
●林道施設に関すること(災害復旧に関することを除く)
●林業経営の改善及び林業技術の改良普及に関すること
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農業大学校

●農畜産物の管理に関すること
●学生寮の管理に関すること

農業総合試験場

●原原種の育成に関すること
●稲、麦、大豆の原種生産及び配付に関すること
●種苗増殖の基となる種苗の生産及び配布に関すること
●落葉果樹の種苗増殖の基となる種苗の生産及び配付に関すること
●常緑果樹の種苗増殖の基となる種苗の生産及び配付に関すること
●牛の飼養管理の試験研究に関すること
●牛の繁殖及び育成の試験研究に関すること
●豚の繁殖及び育成の試験研究に関すること
●豚の飼養管理の試験研究に関すること
●家きんの育種改良に関すること
●家きんの飼養管理の試験研究に関すること
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●森林組合等の林業団体に関すること
●林産物に関すること
●林業金融に関すること
●保安林に関すること
●民有林における開発行為の規制に関すること
●造林及び種苗に関すること
●森林の防疫に関すること
●森林保護及び森林防火に関すること
●鉱業権の設定についての出願の協議に関すること
●緑化の推進に関すること
●あいち森と緑づくり事業に関すること
●県営土地改良事業及び受託事業に係る工事並びに団体営土地改良事業の検査
に関すること
●農業水利に関すること
●排水対策に関すること
●農地防災事業の工事の設計、施工及び監督に関すること
●農林水産施設災害復旧に関すること
●治山事業に関すること（災害復旧に関することを除く）
●保安林又は保安施設地区に係る地すべりの防止に関すること
●林野火災被害の調査・報告に関すること
●学生に対する講義に関すること
●学生に対する実習授業に関すること
●研修生に対する講義に関すること
●研修生に対する実習事業に関すること
●学生に対する食事の提供に関すること
●各種イベントに関すること
●各種会議に関すること
●学務に関すること
●農業の試験研究の総合的な企画、調査及び調整に関すること
●農業の試験研究の成果の活用に関すること
●共同研究の企画調整及び推進並びに共同利用の施設及び機器類の利用調整に
関すること
●農業関係の情報管理及び経営調査に関すること
●農業技術及び農村生活改善の研修及び指導に関すること
●農業改善普及事業との連絡調整に関すること
●農業相談に関すること
●土壌、農業用水及び大気の保全並びに生物の多様性の調査研究に関すること
●環境汚染による農作物被害、農薬残留及び農業災害に係る物件の調査研究に関
すること
●肥料の検査に関すること
●農畜産物の品質及び安全性の評価の試験研究に関すること
●農業のバイオテクノロジーの試験研究に関すること
●農村の環境整備及び農業用用排水の試験研究に関すること
●農作物病害虫の発生予察及び防除に関すること
●農作物病害虫の試験研究に関すること
●病害虫防除所の業務に関すること
●普通作物の品種改良試験に関すること
●稲、麦、大豆その他の普通作物の栽培方法の試験研究に関すること
●普通作物の施肥及び土壌管理の試験研究に関すること
●水田利用の試験研究に関すること
●野菜の品種改良試験に関すること
●野菜の種苗の無病化の試験研究に関すること
●野菜の栽培方法の試験研究に関すること
●野菜の施肥及び土壌管理の試験研究に関すること
●花きの品種改良に関すること
●花きの種苗の無病化の試験研究に関すること
●花きの栽培方法の試験研究に関すること

家畜保健衛生所

●家畜の伝染病予防に関すること
●家畜衛生に関する試験及び検査に関すること
●寄生虫病、骨軟症等の診断及び地方的特殊疾病の調査に関すること
●病性鑑定の企画及び調整に関すること
●特定家畜伝染病の調査及び試験研究に関すること
●緊急を要する防疫初動体制の確保に関すること
●細菌学的ウイルス学的検査及び鑑定に関すること
●病理学的生化学的検査及び鑑定に関すること
●死亡牛の牛海綿状脳症検査及び死亡牛の届出に関すること

畜産総合センター

●家畜及び種畜等の増殖、育成及び譲渡に関すること
●種ひな及び種卵の譲渡に関すること

水産試験場

●海藻類の培養に関すること
●養魚飼育管理に関すること
●特定疾病まん延防止事業に関すること
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●花きの施肥及び土壌管理の試験研究に関すること
●落葉果樹の品種改良に関すること
●落葉果樹の施肥及び土壌管理の試験研究に関すること
●落葉果樹の栽培方法の試験研究に関すること
●常緑果樹の品種改良及び栽培方法の試験研究に関すること
●常緑果樹の無病化の試験研究に関すること
●常緑果樹の施肥及び土壌管理の試験研究に関すること
●牛乳及び牛肉の試験研究に関すること
●牛の飼料及び飼料作物の試験研究に関すること
●豚の系統造成の試験研究に関すること
●豚肉の試験研究に関すること
●豚の飼料の試験研究に関すること
●家きんの系統造成及び保持の試験研究に関すること
●家きんの飼料の試験研究に関すること
●家きんの生産物の試験研究に関すること
●飼料の検査に関すること
●家畜及び家きんの排せつ物処理の試験研究に関すること
●畜舎汚水処理の試験研究に関すること
●悪臭防止の試験研究に関すること
●畜産施設環境改善の試験研究に関すること
●東三河地域における露地を主体とした野菜の栽培方法の試験研究に関すること
●東三河地域における野菜の施肥及び土壌管理の試験研究に関すること
●輪ぎく及びスプレーぎくの品種改良試験に関すること
●東三河地域の輪ぎく及びスプレーぎくを主体とした花きの栽培方法の試験研究に
関すること
●茶の栽培方法の試験研究に関すること
●茶の施肥及び土壌管理の試験研究に関すること
●茶の利用加工の試験研究に関すること
●山間・中山間地域における普通作物の品種改良及び栽培方法の試験研究に関す
ること
●山間・中山間地域における園芸作物の品種改良及び栽培方法の試験研究に関す
ること
●家畜衛生業務の企画及び調整に関すること
●家畜衛生知識の普及及び技術の指導に関すること
●家畜の繁殖障害の除去及び人工授精に関すること
●動物薬事に関すること
●獣医師に関すること
●獣医療に関すること
●家畜の受精卵移植に関すること
●畜産に係る環境の保全に関すること
●飼料に関すること
●複数の家畜保健衛生所に関連する家畜衛生業務の企画及び調整に関すること
●家畜衛生の研修に関すること
●飼料作物の生産に関すること
●種畜の能力の検定に関すること
●家畜の人工妊娠に関すること
●畜産技術の研修及び指導に関すること
●畜産に関する知識の普及啓発に関すること
●畜産技術練習生の養成に関すること
●草地の管理に関すること
●水産業の試験研究の総合的企画、調整及び調査並びに情報管理に関すること
●試験研究の成果の利用に関すること
●水産業普及指導員の研修に関すること
●漁業者の研修教育及び漁業相談に関すること
●漁場環境の試験研究及び調査に関すること
●水質汚濁などによる水産被害の調査に関すること
●公害対策調査に関すること

●漁場造成技術の開発に関すること
●漁場環境の改善技術の試験研究に関すること
●海洋資源の試験研究及び調査に関すること
●漁況及び海況の調査に関すること
●漁業試験及び漁場開発に関すること
●漁具、漁法及び漁業用資材の研究及び開発に関すること
●漁業調査船の運航に関すること
●有用海産物及び有用貝藻類の増養殖技術の試験研究に関すること
●生物工学利用技術の試験研究に関すること
●水産動植物の増養殖技術の試験研究に関すること
●水産種苗の生産及び供給に関すること
●沿岸浅海の海況及び水質の調査に関すること
●内水面魚類の増養殖技術の試験研究及び指導に関すること
●内水面漁業､養殖業に関する調査指導に関すること
●魚類防疫対策推進指導事業に関すること
農林基盤 農林総務課
局
農地計画課

農地整備課
林務課

●部所管工事等の検査に関すること

●資材単価の調査・管理に関すること

●農地林務工事等積算システム（標準積算システム）に関すること
●工事等における各種情報の電子化に関すること
●国営土地改良施設（矢作川利水施設及び尾張西部排水施設）の管理運営に
●土地改良事業等に係る用地買収及び補償に関すること
関すること
●国有・県有土地改良財産の財産管理に関すること
●国営・水資源機構営事業の事業費負担金の償還等に関すること
●土地改良事業に係る換地に関すること
●土地改良事業係る確定測量に関すること
●土地改良法に基づく許認可に関すること
●土地改良区の指導及び検査に関すること
●農業水利の計画と調整に関すること
●大規模土地改良事業に関すること
●土地改良長期計画に関すること
●土地改良事業の調整に関すること
●土地利用の調整に関すること
●土地改良事業の企画に関すること
●排水対策に関すること
●土地改良事業(農地防災を除く）の各種計画・調査に関すること
●農村総合環境整備事業の計画・調査に関すること
●中山間ふるさと・水と土保全対策事業に関すること
●農業農村多面的機能支払事業に関すること
●土地改良事業(農地防災）の計画・調査に関すること
●海岸整備事業の計画・調査に関すること
●愛知用水に関連する業務に関すること
●豊川用水二期受託事業に関すること
●豊川用水に関連する業務に関すること
●木曽川用水に関連する業務に関すること
●農地施設災害復旧事業に関すること
●県営土地改良事業の実施に関すること
●農地防災事業の実施に関すること
●団体営土地改良事業の実施に関すること
●土地改良施設の管理補助に関すること
●県有林事務所及び森林・林業技術センターに関すること
●林務行政の企画調整及び調査に関すること
★県有林事務所及び森林･林業技術センターに関すること（建物の管理のみ） ●森林審議会に関すること
●地域森林計画に関すること
●森林経営計画に関すること
●市町村森林整備計画に関すること
●森林整備地域活動支援事業に関すること
●林産物の利用促進に関すること
●林産物流通加工の合理化に関すること
●林産関係団体の指導に関すること
●林業関係金融に関すること
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森林保全課

●災害林道復旧事業に関すること
●公共治山事業の実施に関すること
●地すべり防止地区の許可及び規制指導に関すること
●単県治山事業の実施に関すること
●災害荒廃地復旧事業に関すること
●あいち海上の森センターに関すること
★あいち海上の森センターに関すること（建物の管理のみ）

森と緑づくり推進室

●林野火災被害の調査・報告に関すること

全国植樹祭推進室
県有林事務所

森林・林業技術センター
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●森林組合等の林業団体に関すること
●林業労働力対策に関すること
●林業関係公益法人に関すること
●林業・木材産業の構造改革に関すること
●県有林野地の管理に関すること
●林業経営に関すること
●森林公園及び県民の森に関すること
●鉱山経営に関すること
●公有財産の取得、処分に関すること
●公有財産の使用許可に関すること
●林業技術の普及指導に関すること
●民有林の経営指導に関すること
●林業後継者の育成指導に関すること
●林業研修に関すること
●林業用種苗及び育種に関すること
●林産物の生産指導に関すること
●流域森林・林業活性化の推進に関すること
★県有林事務所及び森林･林業技術センターに関すること（建物の管理以外）
●団体指導に関すること
●公共林道事業の調査計画及び実施に関すること
●単県林道事業の調査計画及び実施に関すること
●公共治山事業の調査計画に関すること
●単県治山事業の調査計画に関すること
●保安林の指定及び解除に関すること
●林地開発行為の許可及び規制指導に関すること
●鉱業権の設定に係る出願の協議に関すること
●緑化推進事業に関すること
●緑化の指導及び普及啓発に関すること
●緑化センター及び昭和の森に関すること
●植木センターに関すること
★あいち海上の森センターに関すること (催し等の中止）
★緑化センター及び昭和の森に関すること (催し等の中止）
★植木センターに関すること (研修等の中止）
●造林事業に関すること
●間伐対策事業に関すること
●分収造林事業に関すること
●森林病害虫等防除に関すること
●森林保護に関すること
●林野火災の予防に関すること
●あいち森と緑づくり事業に関すること
●全国植樹祭の準備に関すること
●県有林野地の管理に関すること
●林業経営に関すること
●森林公園に関すること
●県民の森に関すること
●鉱山経営に関すること
●公有財産の取得、処分に関すること
●公有財産の使用許可に関すること
●林木の改良、精英樹の選定及び優良林木の種苗の育成･配布に関すること
●森林及び林業の技術の研修に関すること
●林業普及指導に関すること
●試験林及び林木育種地の維持管理に関すること
●林業経営の試験研究及び調査に関すること
●林業生産の試験研究に関すること
●森林の有する多面的機能の試験研究に関すること
●森林及び林業の試験研究の企画、調査及び情報管理に関すること
●木材の試験研究に関すること

あいち海上の森センター

建設局

建設総務課

建設企画課

用地課

●特用林産物の試験研究に関すること
●林木の改良並びに種苗育成の試験研究に関すること
●設備及び機械器具の貸付けに関すること
●自然環境調査事業に関すること
●森林育成事業に関すること
●里山保全事業に関すること
●森林・事業用地の維持管理に関すること
●参加体験事業に関すること
●自然環境情報の収集整理・情報発信に関すること
●海上の森アカデミーに関すること
●企業連携に関すること
●海上の森運営協議会に関すること
●財産管理（行政財産使用許可等）に関すること
●部所管事項の広報及び広聴に関すること
●自動車配備計画に関すること
●建設部地方機関の管理事務に関すること
●法規に関すること
●土木事業市町村負担金に関すること
●訴訟に関すること
●市町村土木事業費補助に関すること
●事務改善・行政改革に関すること
●起債申請事務に関すること
●建設工事等入札参加資格審査に関すること
●国費の支出負担行為等に関すること
●建設工事請負業者の格付に関すること
●課内の運営及び調整に関すること
●企画調整及び調査に関すること
●課の事務事業の予算等のとりまとめに関すること
●愛知県入札監視委員会に関すること
●部所管工事の検査に関すること
●公益法人の設立許可、指導監督に関すること
●国の会計検査に関すること（技術関係）
●社会資本の整備に関すること
●市町村が国の補助・交付を受けて行う工事の完了認定検査に関すること
●社会資本整備総合交付金に関すること
●建設行政情報システム及び建設資産管理システムの管理運営に関すること ●設計変更審査委員会に関すること
●愛知県リサイクル資材評価制度（あいくる）の運営に関すること
●公共事業評価に関すること
●公共事業支援統合情報システム（CALS／EC)に関すること
●建設部の組織・業務（技術）の改善に関すること
●政策調整に関すること
●公共工事の品質確保の促進に関する法律に関すること
●総合評価落札方式に関すること
●建設業関係団体との意見交換等に関すること
●建設技術研修の企画・運営に関すること
●部所管事業に係る技術的事項の処理基準に関すること
●建設副産物の対策に関すること
●地盤情報の収集及び提供に関すること
●建設事務の情報化に関すること
●公共事業の施行に伴う損失補償基準に関すること
●生活再建措置に関すること
●大深度地下の公共的使用の認可に関すること
●中部地区用地対策連絡協議会に関すること
●愛知県用地対策連絡会に関すること
●愛知県土地開発公社の指導監督に関すること
●所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法に係る裁定に関すること
●中部地区所有者不明土地等に関する連携協議会に関すること
●事務所の指導及び補償審査に関すること
●補償金算定基準により難い物件等の積算に関すること
●事業損失に関すること
●公共用地の取得及び繰越事業の進行管理に関すること
●土地収用手続における補償金の額の決定に関すること
●知事所管の事業認定に関すること
●事業認定審議会に関すること
●土地収用法に基づく行政代執行等に関すること
●電気通信事業者に係る損失補償の裁定に関すること
●所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法に係る地域福利増進事業
の要件確認に関すること
●国土交通省所管の法定外公共用財産関係事務に関すること
●普通財産（廃川・廃道敷等）の管理及び処分に関すること
●公共用地の取得、国有財産及び公有財産に係る訟務に関すること
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道路維持課

●道路の区域決定（変更）及び供用開始に関すること
●道路管理に関すること
●橋梁修繕に関すること
●道路の維持修繕に関すること
●道路パトロール及び道路修理機動班に関すること
●舗装の修繕に関すること
●道路の防災及びその体制に関すること
●工事・災害に伴う通行規制情報に関すること

道路建設課

有料道路室
下水道課

河川課

●流域下水道の管理に関すること
●出納取扱金融機関に関すること
●資金計画・資金運用に関すること及び企業債に関すること
●流域下水道事業会計システムに関すること
●流域下水道の経理及び契約に関すること

●国等の計画する大規模事業の用地調整に関すること
●土地収用法に基づく申請等事務に関すること
●租税特別措置法施行令に基づく国土交通大臣認定申請事務に関すること
●土地収用制度の活用に関すること
●測量の公示に関すること
●路線の認定及び廃止に関すること
●軌道及び鉄道事業に係る許認可に関すること
●道路整備特別措置法の道路管理者同意に関すること
●道路の占用許可及び承認工事に関すること
●特殊な車両の通行の許可に関すること
●道路維持課の事業全体に係る企画・調査及び他部局との調整に関すること
●道路の台帳及び現況調査、交通情勢に関すること
●道路の交通安全施設の整備及び市町村道の整備に関すること
●交通安全対策に関すること
●電線共同溝に関すること
●大規模自転車道に関すること
●市町村道の国庫補助事業、土木費補助に関すること
●道路計画に関すること
●名古屋高速道路公社及び愛知県道路公社の有料道路事業に関すること
●橋梁事業及び踏切除却事業に関すること
●一般国道及び県道の道路改良事業の計画実施に関すること
●道路改築事業に関すること
●直轄国道事業（改築系事業）及び高速自動車国道事業に関すること
●中日本高速道路㈱施行の一般有料道路事業に関すること
●道路事業計画及び実施にあたっての環境対策に関すること
●課内の運営及び調整に関すること
●課の事務事業の予算等の取りまとめに関すること
●下水道事業に係る法規に関すること
●事務所の会計指導及び収支証拠書類の審査に関すること
●流域下水道施設の財産管理に関すること
●(財)愛知水と緑の公社の指導監督に関すること
●流域別下水道整備総合計画に関すること
●下水道事業に係る中長期計画に関すること
●全県域汚水適正処理構想に関すること
●下水道の普及啓発に関すること
●下水道科学館に関すること
●流域下水道の建設に関すること
●公共下水道及び都市下水路の都市計画決定、都市計画事業認可及び下水道事
業計画に関すること
●公共下水道及び都市下水路の交付金・国庫補助事業及び県費補助事業に関する
こと
●市町村の指導に関すること
●流域下水道の基本計画、都市計画決定、都市計画事業認可及び下水道事業計
画に関すること
●PPP/PFIに関すること
●河川海岸等の法制に関すること
●河川調査及び量水観測に関すること
●直轄河川に関すること
●流域開発審査に関すること
●特定都市河川に係る許可等（技術関係）に関すること

●河川及び海岸の管理に関すること
●水防に関すること
●河川の維持修繕に係る事業に関すること
●排水機場・水門等の維持管理に関すること
●海岸保全施設の維持修繕に関すること
●国土交通省河川局所管の河川、海岸の災害復旧事業及び改良復旧事業に
●河川改良事業（県及び市町村施行）の実施に関すること
関すること（砂防課の事務分掌事項を除く）
●市町村土木事業補助（河川事業）に関すること
●河川整備基本方針及び河川整備計画の策定に関すること
●総合的な治水対策計画に関すること
●浸水予想に関すること

33 / 44 ページ

砂防課

●土石流等による災害の防止に関すること
●地すべり災害の防止に関すること
●急傾斜地の崩壊による災害の防止に関すること
●公共土木施設災害復旧事業に関すること
●砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設の管理に関すること

水資源課

●愛知県渇水対策本部に係る業務に関すること
●水資源の利用の調整及び調査に関すること

港湾課

●港湾施設・漁港施設の管理に関すること
●港湾区域内及び漁港区域内の財産及び施設の管理に関すること
●港湾の防災及び災害復旧事業に関すること
●漁港の防災及び災害復旧事業に関すること

34 / 44 ページ

●河川環境に係る調査、計画、調整に関すること
●河川環境整備事業に関すること
●河川環境対策事業に関すること
●海岸保全基本計画に関すること
●海岸事業の調査、計画、実施に関すること（農地計画課、農地整備課及び港湾課
の事務分掌事項を除く。）
●課内の運営及び調整に関すること
●課の事務事業の予算等の取りまとめに関すること
●砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域の管理に関すること
●総合土砂災害対策の啓発に関すること
●砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の指定手続き（事務
関係）に関すること
●砂利採取及び採石に関すること
●土砂災害警戒区域等の指定等（事務関係）に関すること
●砂防関係事業の企画調査に関すること
●総合土砂災害対策の企画・調整に関すること
●土砂災害警戒区域等の指定等（技術関係）に関すること
●砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の区域内行為の許
可等の技術審査に関すること
●砂利採取及び採石認可の技術審査に関すること
●災害統計に関すること
●砂防、地すべり対策及び急傾斜地崩壊対策事業並びに計画に関すること
●砂防指定地の指定手続（技術関係）に関すること
●地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の指定（技術関係）に関すること
●水資源の総合水需給計画に関すること
●水資源の確保及び総合水利事業の調整及び推進に関すること
●水資源施設の建設に伴う水没者等の生活再建対策及び水源地域振興対策に関
すること
●水源基金に関すること
●電源三法（水力発電）に関すること
●豊川水系対策の総合推進に関すること
●設楽ダム対策の総合推進に関すること
●設楽ダム建設の促進及び下流受益市等との調整に関すること
●設楽ダム建設に伴う水没者等の生活再建対策及び水源地域振興対策の地元調
整に関すること
●課内の運営及び調整に関すること
●課の一般会計事務事業の予算等のとりまとめに関すること
●港湾統計調査に関すること
●港湾管理費・漁港管理費の予算の執行に関すること
●港湾整備事業特別会計に関すること
●港湾隣接区域、臨港地区に関すること
●港湾区域内及び漁港区域内の海岸保全区域に関すること
●地方港湾審議会に関すること
●名古屋港管理組合に関すること
●港湾経営の民営化に関すること
●ポートセールスに関すること
●港湾建設費の予算の執行に関すること
●港湾事業、港湾海岸事業の企画調査に関すること
●港湾計画に関すること
●港湾の環境に関すること
●港湾建設費の予算の執行に関すること
●港湾事業に関すること
●港湾海岸事業に関すること
●漁港建設費の予算の執行に関すること
●漁港整備計画及び離島振興法による漁港施設の計画に関すること
●漁港事業に関すること
●漁港海岸事業に関すること

●港湾、漁港区域内の公有水面埋立てに関すること
●名古屋港新土砂処分場に関すること
●港湾の連携に関すること
●常滑港に関すること
●課内の運営及び調整に関すること
●課の事務事業の予算等のとりまとめに関すること
●県営空港周辺の環境対策・地域振興に関すること
●航空利用の促進に関すること
●中部国際空港の路線拡充に関すること
●中部国際空港の二本目滑走路を始めとする機能強化に関すること
●あいち航空ミュージアムに関すること
●県営空港の施設計画に関すること
●県営空港の空港施設に係る航空法手続等に関すること
●県営空港の財産の使用許可に関すること
●県営空港の整備に関すること
●都市計画に関すること並びに県費補助及び国庫補助による市町村及び土地区画
整理組合の都市計画事業等の調査、設計の審査、監督及び指導に関すること
●公共用地の取得及びこれに伴う損失補償に関すること
●工事施行前の公共用地の管理に関すること

航空対策課

●空港対策の総合的な企画調整に関すること
●中部国際空港株式会社に関すること
●県営空港の運営、保安規程、緊急計画等に関すること

建設事務所

●建設業の許可、変更等の届出、提出書類の閲覧及び経営事項審査に関す
ること
●浄化槽工事業者の登録、変更等の届出及び登録簿の閲覧に関すること
●解体工事業者の登録、変更等の届出及び登録簿の閲覧に関すること
●県費補助及び国庫補助による市町村及び土地区画整理組合の土木工事に
●登記に関すること
ついての事務に関すること
●都市公園、下水道、道路、河川、海岸、港湾、漁港、砂防施設等の新設及び
●国土交通省所管の国有土地に関すること
改良等に係る工事並びに都市計画工事の検査に関すること
●都市公園、道路、河川、海岸、港湾、漁港、砂防施設等の維持及び修繕に係
●廃道敷地及び廃川敷地の管理に関すること
る調査、設計及び工事の施行並びに技術並びに管理に関すること
●都市計画関係建築物等の制限（開発行為の規制に関することを除く。）の事務に
●屋外広告物に関すること
関すること
●水防の事務に関すること
●砂利採取法による砂利の採取計画の認可等に関すること
●排水機場の維持及び修繕に係る調査、設計及び工事の施行並びに技術並
●採石法による岩石の採取計画の認可等に関すること
びに管理に関すること
●橋梁の維持及び修繕に係る調査、設計及び工事の施行並びに技術に関す ●土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律による土砂
ること
災害警戒区域等の指定等（事務に関することに限る。）及び管理に関すること
●道路及び橋梁の災害復旧事業並びにこれに関する資料及び情報の収集並
●公有水面の埋立ての事務に関すること
びに連絡調整に関すること
●河川、海岸、港湾、漁港、砂防施設等の災害復旧事業並びにこれに関する ●道路及び橋梁の新設及び改良に係る調査、設計及び工事の施工並びに技術に関
資料及び情報の収集並びに連絡調整に関すること
すること
●雨量、水位及び流量の観測に関すること
●道路及び橋梁の工事施工中の公共用地の管理に関すること
●県費補助及び国庫補助による市町村の道路及び橋梁の工事の調査、設計の審
●土砂災害に関する資料及び情報の収集並びに連絡調整に関すること
査、監督及び指導に関すること
●河川、海岸、港湾、漁港、砂防施設等の新設及び改良に係る調査、設計及び工事
●流域下水道の維持及び管理に関すること
の施行並びに技術に関すること
●都市公園及び流域下水道の災害復旧事業並びにこれに関する資料及び情 ●河川、海岸、港湾、漁港、砂防施設等の工事施行中の公共用地の管理に関するこ
報の収集並びに連絡調整に関すること
と
●県費補助及び国庫補助による市町村の河川、海岸、港湾、漁港、砂防施設等の
●市町村災害復旧事業の指導に関すること
工事の調査、設計の審査、監督及び指導に関すること
●地すべり等防止法第２５条の規定に基づく避難の指示に関すること

●水防の技術に関すること
●雨水浸透阻害行為の規制に関すること
●砂防指定地内行為、地すべり防止区域内行為、急傾斜地崩壊防止区域内行為の
許可等に関すること
●土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律による土砂
災害警戒区域等の指定等の技術に関すること
●公有水面の埋立ての技術に関すること
●都市公園及び流域下水道の新設及び改良並びに連続立体交差化に係る調査、
設計及び工事の施行並びに技術に関すること
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●都市公園、流域下水道及び連続立体交差化の工事施工中の公共用地の管理に
関すること
●都市公園及び下水道に係る都市計画に関すること

港務所

都市整備 都市総務課
局

都市計画課

●公用及び公共用財産の管理に関すること
●港湾、漁港及び海岸の管理の事務に関すること
●港湾、漁港及び海岸の新設及び改良に係る工事の検査に関すること
●港湾、漁港及び海岸の維持、修繕その他の管理の技術に関すること
●港湾、漁港及び海岸の調査、設計及び工事施行に関すること

●景観に関すること
●県費補助及び国庫補助による市町村等の都市公園、都市緑化、景観及び下水道
の工事等の調査、設計の審査、監督及び指導に関すること
●建築物の建築基準に関すること
●開発行為等の規制に関すること
●宅地造成等の規制に関すること
●独立行政法人住宅金融支援機構の受託業務に関すること
●優良な宅地等の認定に関すること
●建築物等の防災に関すること
●建築士に関すること
●人にやさしい街づくりの推進に関すること
●建設工事に係る分別解体等に関すること
●長期優良住宅に関すること
●低炭素建築物に関すること
●港湾及び漁港の利用の促進、啓発及び宣伝に関すること
●公共用地の取得及びこれに伴う損失補償並びに登記に関すること
●公有水面の埋立ての事務に関すること
●公有水面の埋立ての技術に関すること

●部所管事項の広報及び広聴に関すること

●法規に関すること

●土木事業市町村負担金に関すること
●市町村土木事業費補助に関すること
●起債申請事務に関すること
●国費の支出負担行為等に関すること
●課の事務事業の予算等のとりまとめに関すること
●建設業の指導監督に関すること
●建設業の許可に関すること
●建設業者の経営事項審査に関すること
●解体工事業者の登録及び指導監督に関すること
●浄化槽工事業者の登録及び指導監督に関すること
●建設機械の打刻・検認に関すること
●宅地建物取引業の免許及び指導監督に関すること
●宅地建物取引士の登録に関すること
●宅地建物取引の紛争に関すること
●不動産特定共同事業の許可に関すること
●積立式宅地建物販売業の許可に関すること
●建設業関係統計調査に関すること
●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関すること
●土地に関する権利の移転等の届出に関すること
●公有地の拡大の推進に関すること

●訴訟に関すること
●事務改善・行政改革に関すること
●課内の運営及び調整に関すること
●建設工事紛争審査会に関すること
●不動産鑑定業に関すること
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●都市計画決定の法規に関すること
●都市計画審議会の運営に関すること
●都市計画制限に関すること
●公益法人の指導監督に関すること
●都市政策に関すること
●都市計画区域・準都市計画区域の指定に関すること
●都市計画区域マスタープラン、市町村マスタープラン及び立地適正化計画に関す
●都市交通計画の企画・調査に関すること
●都市計画基礎調査に関すること
●市町村まちづくり支援窓口に関すること
●都市計画道路の調査及び都市計画決定に関すること
●都市高速鉄道等の都市計画決定に関すること
●供給処理施設（ごみ焼却場等）の都市計画決定及び事業認可に関すること
●都市計画決定に伴う環境影響評価に関すること

都市整備課

公園緑地課

●行政財産及び普通財産の管理に関すること
●公益法人の指導等に関すること
●都市公園の供用、管理、運営及び利用に関すること
●指定管理者に関すること
●屋外広告物条例に基づく業務に関すること
●あいち森と緑づくり事業の調整に関すること
●都市公園事業に関すること
●公園、緑地、墓園の都市計画事業認可に関すること
●あいち森と緑づくり都市緑化推進事業の事業実施に関すること

交通対策課

リニア事業推進室
建築局

住宅計画課

●局所管事項の広報及び広聴に関すること
●起債申請事務に関すること
●国費の支出負担行為等に関すること
●災害救助法に基づく住宅の応急修理に関すること
●被災建築物応急危険度判定制度に関すること
●被災住宅・建築物の復旧相談業務に関すること
●住宅団地に係る保有地の管理・処分に関すること
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●都市防災総合推進事業に関すること
●震災復興都市計画に関すること
●区域区分（市街化区域と市街化調整区域との区分）の都市計画決定に関すること
●地域地区の都市計画決定に関すること（風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全
地区、緑化地域及び流通業務地区を除く）
●地区計画等の都市計画決定に関すること
●土地利用計画、開発行為等の調整協議に関すること
●駐車場法に関すること
●国土利用計画及び土地利用基本計画に関すること
●地価調査に関すること
●地籍調査に関すること
●土地開発行為の協議及び指導に関すること
●土地対策会議に関すること
●産業立地の調整に関すること
●地価監視調査に関すること
●土地区画整理事業関係審査請求に関すること
●都市計画制限に関すること
●課所管事業全体の企画調整に関すること
●街路の都市計画事業認可に関すること
●街路事業の施行に関すること
●市町村街路事業の助言等に関すること
●連続立体交差事業の調査・計画に関すること
●連続立体交差事業の事業認可に関すること
●連続立体交差事業の施行に関すること
●市町村連続立体交差事業の助言等に関すること
●土地区画整理事業の認可に関すること
●土地区画整理事業の助言・援助、監督に関すること
●土地区画整理事業の都市計画決定に関すること
●都市再生整備計画事業に関すること
●美しい愛知づくり条例及び基本計画に関すること
●景観法の運用に関すること
●愛知まちなみ建築賞に関すること
●景観啓発活動に関すること
●広域緑地計画に関すること
●都市緑化の推進に関すること
●都市緑化基金事業に関すること
●愛・地球博記念公園事業の企画・運営・事業推進･利用振興に関すること
●愛・地球博記念公園事業の県民協働に関すること
●交通対策の総合的な企画調整に関すること
●あいち公共交通ビジョンの推進に関すること
●乗合バス路線維持対策に関すること
●エコモビリティライフの推進に関すること
●ITS（高度道路交通システム）の推進に関すること
●県内の鉄軌道の整備・充実に関すること
●東部丘陵線に関すること
●リニモ沿線地域づくりに関すること
●リニア中央新幹線対策の総合的な企画調整に関すること
●リニア中央新幹線の建設促進に関すること
●リニア中央新幹線関連対策事業に関すること
●法規に関すること
●訴訟に関すること
●事務改善・行政改革に関すること
●地域優良賃貸住宅の供給の促進に関すること
●高齢者の居住の安定確保に関すること
●愛知県あんしん賃貸支援事業に関すること
●住宅リフォームに関すること
●空き家対策に関すること

●住宅の品質確保の促進等に関すること
●住宅の防犯対策に関すること
●住宅及びまちづくりの総合的な企画調整に関すること
●愛知県住生活基本計画に関すること
●市町村住宅施策の推進に関すること
●愛知ゆとりある住まい推進協議会に関すること
●人にやさしい街づくりの推進に関すること
●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関すること
●市街地再開発事業等に関すること
●住宅市街地の整備に関すること
●密集市街地の整備に関すること
●街並みの整備に関すること
●マンション管理に関すること
●建築物の地震対策知識普及事業に関すること
●民間住宅等の耐震診断・耐震改修の促進及び補助に関すること
●建築物の耐震改修の促進に関する法律に関すること
●がけ地近接等危険住宅の移転の補助に関すること
●環境と共生した住宅・建築物の推進に関すること
●愛知県建築物総合環境性能評価システムに関すること
●愛知県建築物環境配慮制度に関すること
●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関すること
●エネルギーの使用の合理化等に関する法律に関すること
●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関すること
●あいちエコ住宅ガイドラインに関すること
●都市の低炭素化の促進に関すること（建築指導課の事務分掌事項を除く）
●県営住宅整備に係る計画の策定及び調整に関すること
●建替基本計画の策定及び調整に関すること
●既設県営住宅改善事業に係る計画の策定及び調整に関すること
●市町村施行の公営住宅・特定公共賃貸住宅建設事業及び住宅地区改良事業等
の指導監督に関すること
●県営住宅の設計及び建設工事に関すること
●県営住宅の建設に関する公共施設整備に関すること
●既設県営住宅の住戸改善・供用部分改善・環境改善の設計及び工事に関するこ
と
●県営住宅の標準設計に関すること
●県営住宅の保証検査に関すること
●既設県営住宅の建替事業予定住宅の公表に関すること
●既設県営住宅の建替対象住宅の住民説明について
●既設県営住宅の建替対象住宅の移転等に関すること
●県営住宅の管理の総括に関すること
●県営住宅の管理及び運営の指導に関すること
●県営住宅に係る条例及び規則等の制定改廃に関すること
●市町村公営住宅及び特定公共賃貸住宅管理事業主体の指導監督に関すること
●愛知県住宅供給公社の指導監督に関すること
●県営住宅の募集計画に関すること
●家賃等の督促及び納付指導に関すること
●家賃の滞納者に対する法的措置に関すること
●県営住宅及び共同施設の財産管理に関すること
●県営住宅に係る行政財産の使用許可及び承認に関すること
●県営住宅の駐車場有料化に関すること
●技術的事項の資料収集及び統計に関すること
●建物等の評価に関すること
●市町村、その他公共団体等による施設整備の相談・助言に関すること
●各部局施行に係る少額修繕工事（２５０万円以下）の設計審査及び技術指導に関
すること
●技術的事項の企画調整に関すること
●国、他都道府県及び県内市町村との連絡調整に関すること

公営住宅課

県営住宅管理室

●県営住宅の入居者決定に関すること
●県営住宅の家賃等の調定及び還付に関すること
●県営住宅入居者の収入決定に関すること
●県営住宅及び共同施設の維持修繕に関すること
●県営住宅の所在市町村交付金に関すること

公共建築課

●本庁舎等及び地方機関の維持修繕に関すること
●本庁舎等の設備の保全管理に関すること
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建築指導課

スポーツ

スポーツ課

会計局

アジア競技大会推進
課
管理課
会計課

調達課

企業庁

総務課

●県有施設の非構造部材等耐震対策事業の予算・調整に関すること
●一般県有施設の営繕工事の設計、積算及び施工に関すること
●営繕工事のうち機械設備及び電気設備の設計・積算及び施工に関すること
●教育委員会に属する営繕工事の設計、積算及び施工に関すること
●一般県有施設の長寿命化調査に関すること
●一般県有施設の巡回点検に関すること
●一般県有施設の長寿命化に係る各部局への技術支援調査に関すること
●建築士試験に関すること
●建築構造相談に関すること
●確認申請の審査に関すること
●長期優良住宅に係る認定申請の審査に関すること
●低炭素建築物に係る認定申請の審査に関すること
●建築・開発関係行政訴訟に関すること
●愛知県建築安全安心マネジメント計画に関すること
●建築開発等指導員に関すること
●建築士及び建築士事務所の指導及び処分に関すること
●違反建築・開発の是正、防止及び処分に関すること
●建築審査会等に関すること
●指定確認検査機関等に関すること
●公益法人等に関すること
●建築行政の情報化に関すること
●スポーツ局の所管する事務の総合的企画及び調査に関すること
●スポーツ施設の整備に関すること
●指定管理者に関すること
●スポーツ大会を活用した地域振興事業の総合的な企画調整に関すること
●マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知等のスポーツ大会支援に関すること
●スポーツ推進審議会に関すること
●あいちスポーツコミッションの運営に関すること
●東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の合宿誘致等に関すること
●ラグビーワールドカップ2019の開催支援に関すること
●スポーツ及びレクリエーションの普及奨励に関すること
●アスリートの育成に関すること
●スポーツ行事に関すること
●障害者スポーツに関すること
●スポーツの指導者の養成に関すること
●第76回国民体育大会冬季大会スケート競技会（ショートトラック・フィギュア）・アイ
スホッケー競技会の開催準備に関すること

●被災宅地危険度判定制度に関すること

●第20回アジア競技大会の開催に関すること
●政策調整に関すること
●電子計算機による財務会計システムに関すること
●会計事務の企画・指導に関すること
●県費の支払いに関すること
●現金等の収納及び有価証券の出納保管に関すること
●証紙（県税証紙を除く。）に関すること
●県費に係る支出負担行為の確認に関すること
●国費会計に関すること
●物品（本庁各課又は地方機関で直接調達するのが適当と認められる物品を
除く）の購入契約に関すること
●本庁印刷物（名刺を除く）の発注に関すること
●入札参加資格審査申請の受付に関すること
●物品等電子調達システムに関すること
●出先機関に関すること
●秘書用務に関すること
●工事積算システムに関すること
●指名審査会等に関すること
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●会計局の所掌する事務の総合的企画及び調整に関すること
●新公会計制度に関すること
●会計事務の監督に関すること
●指定金融機関等に関すること
●県費に係る決算の調製に関すること
●監査委員の例月出納検査に関すること
●現金及び財産（物品を除く。）の記録管理に関すること

●文書、公印、企業管理規程等に関すること
●広報広聴事務の総括に関すること
●訴訟事務に関すること
●業務状況に関すること
●技術の調査研究及び調整に関すること

経営管理課

●起債計画に関すること
●現金、有価証券等の出納保管に関すること
●出納取扱金融機関に関すること
●資金計画の作成及び資金運用に関すること
●企業債の発行及び元利金の償還に関すること
●財務システムに関すること
●企業庁に係る行政情報通信ネットワークの管理及び運営に関すること

水道計画課

●水道及び工業用水道の水利調整及び水利権に関すること
●維持管理費負担金等の支払いに関すること

水道事業課

●水道の供給に係る調査及び調整に関すること
●水道の送水及び給水に関すること
●水道の送水施設の維持管理に関すること
●水道の取水、導水及び浄水に関すること
●水道の取水施設、導水施設及び浄水施設の維持管理に関すること
●水質管理に関すること
●工業用水道の供給に係る調査及び調整に関すること
●工業用水道の取水、導水、浄水、配水及び給水に関すること
●工業用水道の取水施設、導水施設、浄水施設及び配水施設の維持管理に
関すること

●水道事業に係る地震防災対策に関すること

●公有水面埋立に関すること

●工業用水道使用者との渉外及び工業用水道の需要開拓に関すること
●工業用水道の給水承認に関すること
●工業用水道事業の実施計画に関すること
●工業用水道事業の補助金申請に関すること
●工業用水道の取水施設、導水施設、浄水施設及び配水施設の建設及び改良に関
すること
●用地造成事業の経営計画に係る調査研究及び経営の改善に関すること
●用地売却標準価格に関すること
●宅地造成資産の精算に関すること
●内陸用地及び臨海用地の企業立地に関すること
●中部臨空都市の企業立地に関すること
●中部臨空都市に係るまちづくり推進計画に関すること
●用地の取得及び同付帯事務に関すること
●漁業補償及び同付帯事務に関すること
●宅地造成資産の管理に関すること
●公共用地の処分に関すること
●用地造成事業の基本構想に係る調査研究に関すること
●用地の造成事業計画に関すること
●用地の造成事業計画の技術に関すること
●用地の造成工事の計画、調査、設計及び施行に関すること
●中部臨空都市の造成工事の計画、調査、設計及び施行に関すること
●環境影響評価及び環境保全対策に関すること
●豊田・岡崎地区の造成事業計画に関すること
●豊田・岡崎地区の環境影響評価、環境監視及び環境保全対策に関すること
●水道料金及び工業用水道料金の徴収に関すること

企業誘致課

工務調整課

研究施設用地開発課
水道事務所

●設計書の作成に係る単価、歩掛等の基準に関すること
●工事の検査に関すること
●経営に係る調査研究に関すること
●経営計画の総合調整に関すること
●事業経営に係る進行管理に関すること
●収支証拠書類の審査及び保管に関すること
●資産の取得、管理及び処分の総括に関すること
●固定資産の取得（工事請負その他の契約による取得及び用地の取得を除く。）及
び処分並びに物品の管理及び処分に関すること
●行政財産使用許可事務の指導調整に関すること
●水道事業及び工業用水道事業の経営計画に係る調査研究及び経営の改善に関
すること
●水道事業及び工業用水道事業の基本計画及び基本調査に関すること
●水道及び工業用水道の広域運用の調査に関すること
●水道の給水承認に関すること
●無線に関すること
●節水に関すること
●PFIに関すること
●電気機械設備に関すること
●水道事業の実施計画に関すること
●水道事業の補助金申請に関すること
●水道の取水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設の建設及び改良に関するこ
と

●水道の取水、浄水及び送水に関すること
●水道の取水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設の維持管理に関する
こと
●工業用水道の取水、浄水及び配水に関すること
●工業用水道の取水施設、導水施設、浄水施設及び配水施設の維持管理に
関すること
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●固定資産及び物品の取得、管理及び処分に関すること
●水道の取水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設の改良工事の設計及び施
行に関すること
●工業用水道取水施設、導水施設、浄水施設及び配水施設の改良工事の設計及
び施行に関すること

●水質管理に関すること
工事事務所

水質試験所

●水質検査に関すること

病院事業 管理課

●公印の管守に関すること
●病院事業庁管理規程、訓令、訓及び告示に関すること
●医療の安全管理、医療事故及び医療訴訟に関すること
●患者サービスの向上に関すること
●診療報酬に関すること

経営課

がんセンター

病院
研究所

精神医療センター
あいち小児保健医療
総合センター
議会事務 総務課

秘書室
議事課

調査課

●建設工事の調査及び設計に関すること
●建設工事の施行に関すること
●宅地造成資産の管理に関すること
●内陸用地及び臨海用地の造成工事の調査、設計及び施行に関すること
●中部臨空都市の造成工事の調査、設計及び施行に関すること
●豊田・岡崎地区の用地の取得及び同付帯事務に関すること
●豊田・岡崎地区の公共用地の処分に関すること
●工事に関連する損失補償に関すること
●豊田・岡崎地区の造成工事の計画及び調査に関すること
●豊田・岡崎地区の環境調査及び環境監視に関すること
●宅地造成資産の管理に関すること
●内陸用地及び臨海用地の造成工事の調査、設計及び施工に関すること
●中部臨空都市の造成工事の調査、設計及び施工に関すること
●工事に関連する損失補償に関すること
●水質に係る調査試験に関すること
●水質に係る指導及び調整に関すること
●職員の安全及び衛生の管理並びに福利厚生に関すること

●経営の方針及び改善に関すること
●包括医療に関すること
●情報化の推進に関すること
●その他経営に係る調査、分析及び研究に関すること
●悪性新生物に関する技術者の研修を行うこと

●悪性新生物に関する診断及び治療を行うこと
●悪性新生物に関する予防、診断及び治療についての臨床研究を行うこと
●悪性新生物に関する予防、診断及び治療についての調査及び研究開発を行
●悪性新生物に関する研究者の研修を行うこと
うこと
●悪性新生物に関する調査及び研究開発を行う者に施設を利用させること
●精神障害者の医療及び保護を行うこと
●精神障害者の医療向上のため必要な事業を行うこと
●特に必要と認める者に対し一般診療を行うこと
●小児疾患に関する診断及び治療を行うこと
●小児疾患に関する技術者の研修を行うこと
●小児疾患に関する予防、診断及び治療についての調査研究を行うこと
●小児保健に関し、知識の普及を図ること
●小児保健に関し、相談及び指導を行うこと
●議員及び非常勤職員の公務災害補償に関すること
●議員の身分に関すること
●公印の管守に関すること
●議員の議員報酬その他の給与及び費用弁償に関すること
●事務局の所管に属する議事堂各室の一般管理に関すること
●都道府県議会議員共済会に関すること
●自動車の運行管理に属すること
●議員の福利厚生に関すること
●物品の管理に関すること
●議員の資産等の公開に関すること
●政務活動費に関すること
●職員の福利及び厚生に関すること
●議員会館の管理及び運営に関すること
●議長及び副議長の秘書用務に関すること
●儀式、交際及び接遇に関すること
●議員の褒賞及び表彰に関すること
●議会の国際交流に関すること
●本会議の運営に関すること
●公聴会及び参考人に関すること
●委員会の運営に関すること
●会議録の調整及び決議録の編さんに関すること
●請願及び陳情に関すること
●委員会活動記録の作成に関すること
●傍聴に関すること
●委員長会議に関すること
●議決事項の処理及び各種報告事項の取扱いに関すること
●議員全員協議会に関すること
●団長会議、幹事長会議及び総務・政審会長会議に関すること
●全国都道府県議会議長会に関すること
●議員提出議案及び修正案の調査立案に関すること
●県政の調査及び資料の収集発行に関すること
●1３都道府県議会議長会、東海北陸７県議会議長会及び東海４県議会議長会議に
●意見書案及び決議案の調査立案に関すること
関すること
●意見書及び決議の提出に関すること
●議会図書室の管理及び運営に関すること
●請願の調査に関すること
●議会史の編さんに関すること
●議員定数及び選挙区問題の調査に関すること
●議員の資産等に係る報告書の閲覧に関すること
●議会広報に関すること
●政務活動費に係る収入及び支出の報告書の閲覧に関すること
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教育委員 総務課

教育企画課

●議会の情報公開の推進に関すること
●行政文書の開示に係る連絡調整に関すること
●教育事務所に関すること
●行政組織及び事務の委任配分に関すること
●教育委員会の会議に関すること。

●教育委員会の所掌事務の広報及び広聴に関すること

財務施設課

●学校の教職員の給与費等及び県立学校の維持運営費に関すること
●学校の教職員の定数の設定又は変更に関すること

教職員課

●教職員の給与制度に関すること
●教職員の給与の決定に関すること
●教職員の退職手当に関すること
●教職員の給与支給に関すること
●教職員の社会保険、雇用保険に関すること

福利課

●宿泊施設に関すること
●公立学校共済組合の事業計画及び予算に関すること
●公立学校共済組合愛知支部運営審議会に関すること
●公立学校共済組合・教育職員互助会の出納、経理及び決算に関すること
●公立学校共済組合員・教育職員互助会員資格に関すること
●公立学校共済組合の短期給付に関すること
●教育職員互助会の給付に関すること
●被扶養者の認定に関すること
●公立学校共済組合の貸付事業に関すること
●教育職員互助会の事業計画及び予算に関すること
●教育職員互助会評議員会、理事会及び運営審議会に関すること

生涯学習課

●社会教育・野外活動施設に関すること
●生涯学習推進センターに関すること

文化財保護室

●埋蔵文化財調査センターに関すること
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●儀式及び表彰に関すること
●審議会等の附属機関の委員の任免に関すること
●市町村教育委員会の組織及び一般的運営に関する指導及び助言に関すること
●教育委員会の所掌に係る法人に関すること
●教育委員会規則その他の規程及び重要文書の審査に関すること
●文書の管理及び文書事務の指導に関すること
●教育委員会全般に関連する政策の調整並びに教育委員会全般に関連する事項
の企画調整及び調査に関すること
●教育振興基本計画に関すること
●教育委員会の重要施策の企画に関すること
●県立学校情報化推進計画に関すること
●教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること
●県立高等学校の配置計画及び生徒の募集計画に関すること
●幼稚園、専修学校の設置・廃止に関すること
●学校施設にかかる国庫負担金等に関すること
●学校の設置・廃止及び学級編制に関すること
●県立学校の用に供する財産の管理に関すること
●県立学校の施設及び設備の整備に関すること
●学校その他の教育機関の施設の建築指導に関すること
●教職員人事制度の企画・調査に関すること
●教職員の勤務時間その他勤務条件（給与を除く。）に関すること
●教職員に係る争訟事務に関すること
●事務局の法務相談に関すること
●教員採用選考試験に関すること
●教職員の組織する職員団体に関すること
●教育実習に関すること
●教育職員免許状の授与、書換え及び再交付に関すること
●教員免許更新制に関すること
●免許法による認定講習に関すること
●教職員の旅費制度に関すること
●教職員の労働安全衛生に関すること
●教職員の公務災害補償等に関すること
●公立学校共済組合・教育職員互助会の広報に関すること
●公立学校共済組合の長期給付に関すること
●年金相談に関すること
●組合員の転出・転入に関すること
●履歴・給料記録管理に関すること
●公立学校共済組合保健福祉事業に関すること
●教育職員互助会福利厚生事業等に関すること
●財形貯蓄に関すること
●福祉貯金に関すること
●職員の健康管理に関すること
●教職員の休職・復職審査に関すること
●社会教育事業に係る国庫補助金に関すること
●生涯学習の振興に関すること
●社会教育主事の資格の認定に関すること
●芸術文化の振興に関すること
●文化関係団体に関すること
●社会教育委員に関すること
●家庭教育の支援に関すること
●成人教育の支援に関すること
●青少年教育の支援に関すること
●女性教育の支援に関すること
●社会教育関係団体に関すること
●文化財の保護に関すること

高等学校教育課

義務教育課

特別支援教育課

保健体育課

教育事務所

総合教育教育センター
埋蔵文化財調査セン
ター
県立学校

●奨学金の貸与に関すること
●奨学給付金の支給に関すること
●愛知総合工科高等学校専攻科の公設民営化に関すること
●高等学校の入学者の選抜に関すること
●高等学校の通学区域に関すること
●高等学校の進路指導に関すること
●高等学校の生徒指導に関すること
●いじめ問題対策委員会に関すること
●高等学校の教育課程、学習指導に関すること（保健体育課の事務分掌事項
を除く。）
●高等学校の定時制教育及び通信制教育の指導に関すること
●高等学校の教科用図書その他の教材の取扱いに関すること
●高等学校の職業教育に関すること
●小学校及び中学校の生徒指導に関すること
●小学校及び中学校のキャリア教育に関すること
●小学校及び中学校の教科用図書その他の教材の取扱いに関すること
●教科用図書選定審議会に関すること
●幼稚園、小学校及び中学校の教育課程に関すること
●幼稚園、小学校及び中学校の学習指導に関すること
●国庫補助事業（特別支援教育就学奨励等）に関すること
●小学校及び中学校の特別支援学級の教育課程、学習指導、生徒指導及び
職業指導に関すること（保健体育の事務分掌事項を除く。）
●通級による指導の教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること
●障害児の教育支援及び就学に関すること

●文化財保護に係る各種補助金に関すること
●銃砲刀剣類の登録に関すること
●文化財保護審議会に関すること
●あいち山車まつり活性化事業に関すること
●日本遺産に関すること
●産業教育振興法に基づく高等学校の設備に関すること
●産業教育審議会に関すること

●義務教育振興に係る各種補助金及び国庫委託金に関すること
●理科教育振興法に基づく小学校及び中学校の設備に関すること
●人権教育に関すること

●特別支援学校の教育設備の整備に関すること
●特別支援教育の振興に関すること

●特別支援学校の学級編成並びに幼稚部及び高等部の募集計画に関すること
●特別支援学校の配置計画に関すること
●特別支援学級及び通級による指導の教育職員等の研修に関すること（保健体育
●特別支援学級の教科用図書その他の教材の取扱いに関すること
課の事務分掌事項を除く。）
●特別支援学校の教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること ● 特別支援学校の教育職員の研修に関すること（保健体育課の事務分掌事項を除
（保健体育課の事務分掌事項を除く。）
く。）
●障害児の訪問教育に関すること
●保健体育（教科としての体育及び保健体育をいう。）に係る教育課程、学習
●学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること
指導及び児童生徒の体育指導に関すること
●学校安全に関すること
●学校の環境衛生に関すること
●独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること
●学校保健に関すること
●学校給食に関すること
●学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関するこ
●学校その他の教育機関の設置、廃止及び整備に関すること
と
●教科用図書その他の教材に関すること
●生涯学習の振興に関すること
●学校保健、学校安全、学校給食及び学校体育に関すること
●社会教育の振興に関すること
●市町村教育委員会の組織及び一般的運営に関する指導及び助言に関する
●文化財の保護に関すること
こと
●教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること
●その他教育委員会の命ずる教育事務に関すること
●教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること
●教育相談に関すること
●生徒の実習に関すること
●埋蔵文化財の調査研究に関すること
●埋蔵文化財及び埋蔵文化財についての資料の収集、整理及び保存に関すること
●埋蔵文化財の調査についての指導及び研修に関すること
●埋蔵文化財についての知識の普及に関すること
●職員会議に関すること
●生徒の学習指導等に関すること
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監査委員 監査第一課

監査第二課
人事委員 職員課

●卒業証明書、学業成績証明書、身分証明書その他諸証明書及び学割証の
発行に関すること
●住民監査請求に係る監査に関すること

●一般会計及び特別会計の決算審査に関すること
●例月出納検査に関すること
●健全化判断比率及び資金不足比率の審査に関すること
●委員会の会議及び議事に関すること
●採用選考に関すること
●昇任選考に関すること
●分限、懲戒及び服務の基準に関すること

●競争試験に関すること

審査課

労働委員 審査調整課

収用委員

●各部局の定期監査の立案及び施行に関すること
●行政監査に関すること
●財政的援助団体等の監査に関すること
●監査委員事務局の所掌する事務の総合的企画及び調整に関すること
●各部局の定期監査の立案及び施行に関すること

●職員及び民間従業員の給与に関する調査、研究に関すること
●職員の給与に関する報告及び勧告に関すること
●給与の基準に関すること
●給与に関する承認及び協議に関すること
●退職管理に関すること
●勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること
●不利益処分に関する審査請求の審査に関すること
●苦情処理に関すること
●勤務時間等勤務条件に関すること
●労働基準監督機関の職権行使に関すること
●公平委員会の受託事務に関すること
●労働委員会及び事務局の会議に関すること
●公益委員会議に関すること
●労働組合の資格審査に関すること
●不当労働行為に関すること
●労働争議のあっせん、調停及び仲裁並びに実情調査に関すること
●争議行為の発生届出及び通知に関すること
●個別労働紛争に係るあっせんに関すること
●土地収用事件に関すること
●収用委員会の会議及び審理に関すること
●土地収用事件に関する審査請求及び訴訟に関すること

業務数

856
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2,084

別表3

職員数一覧表（知事部局）
注）職員数は、臨時的任用職員や非常勤職員（アルバイト、嘱託員等）は除き、通常業務を担っている職員数を記入してください。
なお、再任用職員数は含めて記入してください。

通常業務を実施している職員
数

出勤率が60％となった場合の
職員数

5

3

通常業務を実施している職員
数

出勤率が60％となった場合の
職員数

155
3
30
14
11
26
14
17
9
13
10

88
1
18
8
6
15
8
10
5
7
6

（行政課農産物プロ
モーションＧ）

3

1

産業誘致課

5

3

1,159
3
27
25
9
39
15
37
37
9
54
36
2
6
8
2
4
8
2
6
1
3
1
5
2
6

683
1
16
15
5
23
9
22
22
5
32
21
1
3
4
1
2
4
1
3
1
1
1
3
1
3

1

0

166
72
51
120
78
75
47
93
45
64

99
43
30
72
46
45
28
55
27
38

知事、副知事
＜知事部局＞
局等及び所属名
政策企画局
局長等
秘書課
広報広聴課
政策調整課
企画課
地方創生課
国際課
G20外務大臣会合推進室
ジブリパーク推進課
東京事務所

行政課
大田市場詰所

総務局
局長等
総務課
法務文書課
県史編さん室
市町村課
地域振興室
情報政策課
財政課
財務資金室
税務課
財産管理課
東三河総局（総務局分）

総局長等
総務県民課
企画調整課
東三河総局新城設楽振興事務所（総務局分）所長等
県民防災安全課
山村振興課
尾張県民事務所(総務局分)
所長等
総務県民課
海部県民センター（総務局分）
センター長
県民防災安全課
知多県民センター（総務局分）
センター長
県民防災安全課
西三河県民事務所（総務局分）
所長等
総務県民課
産業労働課／豊田加茂
産業労働・山村振興Ｇ
名古屋東部県税事務所
名古屋北部県税事務所
名古屋西部県税事務所
名古屋南部県税事務所
東尾張県税事務所
西尾張県税事務所
知多県税事務所
西三河県税事務所
豊田加茂県税事務所
東三河県税事務所
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局等及び所属名

通常業務を実施している職員
数

出勤率が60％となった場合の
職員数

人事局
局長等
人事課
監察室
職員厚生課
総務事務管理課
自治研修所

114
1
27
8
25
43
10

66
0
16
4
15
25
6

防災安全局
局長等
防災危機管理課
災害対策課
消防保安課
産業保安室
県民安全課
尾張県民事務所(防災安全局分)
海部県民センター(防災安全局分)
知多県民センター(防災安全局分)
西三河県民事務所(防災安全局分)

防災安全課
県民安全防災課
県民安全防災課
防災安全課
東三河総局新城設楽振興事務所(防災安全局分) 県民安全防災課
東三河総局（防災安全局分）
防災安全課
消防学校

181
2
26
29
32
14
17
13
6
6
13
7
8
8

102
1
15
17
19
8
10
7
3
3
7
4
4
4

県民文化局
局長等
県民総務課
県民生活課
社会活動推進課
多文化共生推進室
学事振興課
私学振興室
統計課
人権推進課
男女共同参画推進課
文化芸術課
トリエンナーレ推進室
西三河県民事務所(県民文化局分)
東三河総局(県民文化局分)
芸術文化センター
愛知県図書館
陶磁美術館

352
5
24
41
19
7
10
26
70
6
10
15
19
8
7
28
40
17

206
3
14
24
11
4
6
15
42
3
6
9
11
4
4
16
24
10

341
3
29
21
27
15
25
23
26
11
16
7
17
18
11
18
15
10
7
42

197
1
17
12
16
9
15
13
15
6
9
4
10
10
6
10
9
6
4
25

総務県民課
総務県民課

環境局
局長等
環境政策課
環境活動推進課
水大気環境課
生活環境地盤対策室
自然環境課
地球温暖化対策課
資源循環推進課
廃棄物監視指導室
東三河総局(環境局分)
環境保全課
東三河総局新城設楽振興事務所(環境局分) 環境保全課
尾張県民事務所(環境局分)
環境保全課
廃棄物対策課
海部県民センター(環境局分)
環境保全課
知多県民センター(環境局分)
環境保全課
西三河県民事務所(環境局分)
環境保全課
廃棄物対策課
豊田加茂環境保全課
環境調査センター
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局等及び所属名
福祉局
局長等
福祉総務課
監査指導室
地域福祉課
障害福祉課
障害者施設整備室
高齢福祉課
地域包括ケア・認知症対策室
児童家庭課
子育て支援課
医療療育総合センター

運用部
療育支援センター
中央病院
発達障害研究所

尾張福祉相談センター
海部福祉相談センター
知多福祉相談センター
西三河福祉相談センター
豊田加茂福祉相談センター
新城設楽福祉相談センター
東三河福祉相談センター
一宮児童相談センター
春日井児童相談センター
刈谷児童相談センター
女性相談センター
愛知学園
保健医療局
局長等
医療計画課
健康対策課
医務課
地域医療支援室
こころの健康推進室
国民健康保険課
生活衛生課
医薬安全課
一宮保健所
瀬戸保健所
春日井保健所
江南保健所
清須保健所
津島保健所
半田保健所
知多保健所
衣浦東部保健所
西尾保健所
新城保健所
豊川保健所
総合看護専門学校
愛知看護専門学校
精神保健福祉センター
衛生研究所
衛生研究所食品監視・検査センター
動物保護管理センター
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通常業務を実施している職員
数

出勤率が60％となった場合の
職員数

1,083
4
24
23
36
38
9
31
18
22
32
35
48
340
30
55
30
44
62
27
11
37
32
40
23
11
21

640
2
14
13
21
22
5
18
10
13
19
21
28
204
18
33
18
26
37
16
6
22
19
24
13
6
12

898
3
36
60
36
8
14
23
42
23
61
34
44
29
22
31
46
28
67
28
23
63
35
22
23
43
15
39

525
1
21
36
21
4
8
13
25
13
36
20
26
17
13
18
27
16
40
16
13
37
21
13
13
25
9
23

通常業務を実施している職員
数

出勤率が60％となった場合の
職員数

384
3
22
19
15
14
29
24
23
30
10
5
6

225
1
13
11
9
8
17
14
13
18
6
3
3

15

9

3
7
159

1
4
95

岡崎高等技術専門校
東三河高等技術専門校
愛知障害者職業能力開発校

180
3
38
19
17
22
28
5
21
10
17

104
1
22
11
10
13
16
3
12
6
10

観光コンベンション局
局長等
観光振興課
国際観光コンベンション課
国際展示場室

53
2
22
15
14

31
1
13
9
8

1,368
3
33
18
22
25
30
29
25
33
112
75
74
149
92
97
129
45
197
19
31
24
58
48

812
1
19
10
13
15
18
17
15
19
67
45
44
89
55
58
77
27
118
11
18
14
34
28

局等及び所属名
経済産業局
局長等
産業政策課
産業振興課
次世代産業室
ロボット国際大会推進室
産業科学技術課
産業立地通商課
中小企業金融課
商業流通課
尾張県民事務所（経済産業局分）
海部県民センター（経済産業局分）
知多県民センター（経済産業局分）

産業労働課
産業労働課
産業労働課
産業労働課／豊田加茂
西三河県民事務所（経済産業局分）
産業労働・山村振興Ｇ
東三河総局新城設楽山村振興事務所（経済産業局分） 山村振興課 産業労働Ｇ
東三河総局企画調整部（経済産業局分）
産業労働課
あいち産業科学技術総合センター
労働局
局長等
労働福祉課
就業促進課
産業人材育成課
技能五輪・アビリンピック推進室
名古屋高等技術専門校

本校・稲沢校舎
窯業校

農業水産局
局長等
農政課
組合検査指導室
食育消費流通課
農業振興課
農業経営課
園芸農産課
畜産課
水産課
尾張農林水産事務所
海部農林水産事務所
知多農林水産事務所
西三河農林水産事務所
豊田加茂農林水産事務所
新城設楽農林水産事務所
東三河農林水産事務所
農業大学校
農業総合試験場
西部家畜保健衛生所
中央家畜保健衛生所
東部家畜保健衛生所
畜産総合センター
水産試験場
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通常業務を実施している職員
数

出勤率が60％となった場合の
職員数

農林基盤局
局長等
農林総務課
農地計画課
農地整備課
林務課
森林保全課
森と緑づくり推進室
全国植樹祭推進室
県有林事務所
森林・林業技術センター
あいち海上の森センター

200
4
26
34
27
33
22
10
6
16
16
6

115
2
15
20
16
19
13
6
3
9
9
3

建設局
局長等
建設総務課
建設企画課
用地課
道路維持課
道路建設課
有料道路室
下水道課
河川課
砂防課
水資源課
港湾課
航空対策課
尾張建設事務所
一宮建設事務所
海部建設事務所
知多建設事務所
西三河建設事務所
知立建設事務所
豊田加茂建設事務所
新城設楽建設事務所
東三河建設事務所
衣浦港務所
三河港務所

1,371
11
38
44
17
34
28
6
37
38
22
18
32
37
163
88
89
94
121
86
110
97
106
24
31

811
6
22
26
10
20
16
3
22
22
13
10
19
22
97
52
53
56
72
51
66
58
63
14
18

都市整備局
局長等
都市総務課
都市計画課
都市整備課
公園緑地課
交通対策課
リニア事業推進室

166
3
31
41
29
35
20
7

97
1
18
24
17
21
12
4

建築局
局長等
住宅計画課
公営住宅課
県営住宅管理室
公共建築課
建築指導課

176
3
39
27
17
50
40

104
1
23
16
10
30
24

局等及び所属名
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通常業務を実施している職員
数

出勤率が60％となった場合の
職員数

スポーツ局
局長等
スポーツ課
アジア競技大会推進課

82
2
48
32

48
1
28
19

会計局
局長等
管理課
会計課
調達課

107
2
24
27
54

63
1
14
16
32

8,375

5,025

局等及び所属名

知事部局総計
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通常業務を実施している職員
数

出勤率が60％となった場合の
職員数

-

-

2
6
13
17
18
10
66

1
3
7
10
10
6
37

1
3
6
11
5
26

1
1
3
6
3
14

1
5
6
18
6
36

1
3
3
10
3
20

2
6
8
13
15
10
7
1
15
77

1
3
4
7
9
6
4
1
9
44

2
4
7
8
3
7
31

1
2
4
4
1
4
16

企画調整課(総務局)
計

2
6
7
8
16
7
8
54

1
3
4
4
9
4
4
29

県民事務所等

290

160

局等及び所属名

＜県民事務所等（再掲）＞
尾張県民事務所

所属
所長等
総務県民課(総務局)
防災保安課(防災安全局)

環境保全課(環境局)
廃棄物対策課(環境局)
産業労働課(経済産業局)

計
海部県民センター

センター長
県民防災安全課(総務局）

〃 (防災安全局)
環境保全課(環境局）
産業労働課(経済産業局)

計
知多県民センター

センター長
県民防災安全課(総務局）

〃 (防災安全局)
環境保全課(環境局）
産業労働課(経済産業局)

計
西三河県民事務所

所長等
総務県民課(総務局)
〃 (県民文化局)
防災保安課(防災安全局)

環境保全課(環境局)
廃棄物対策課(環境局)
豊田加茂環境保全課(環境局)

産業労働課(総務局)
〃 (経済産業局)
計
東三河総局新城設楽振興事務所

所長等
県民安全防災課(総務局)

〃 (防災安全局）
山村振興課(総務局)
〃 (経済産業局）
環境保全課(環境局)
計
東三河総局

総局長等
総務県民課(総務局)
〃 (県民文化局）
防災保安課(防災安全局)

環境保全課(環境局)
産業労働課(経済産業局)

総計
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別表3

職員数一覧表（知事部局以外）
注）職員数は、臨時的任用職員や非常勤職員（アルバイト、嘱託員等）は除き、通常業務を担っている職員数を記入してください。
なお、再任用職員数は含めて記入してください。
＜企業庁＞
通常業務を実施している職員数
（課(室)長以下の職員の総数）

出勤率が60％となった場合の
職員数

6
24
21
15
29
16
21
12
97
63
68
57
16
22
13
480

3
14
12
9
17
9
12
7
58
37
40
34
9
13
7
281

通常業務を実施している職員数
（課(室)長以下の職員の総数）

出勤率が60％となった場合の
職員数

2
13
13
724
256
519
1,527

1
7
7
434
153
311
913

通常業務を実施している職員数
（課(室)長以下の職員の総数）

出勤率が60％となった場合の
職員数

局長等
総務課
秘書室

2
22
7

1
13
4

議事課

13

7

調査課
総計

17
61

10
35

局等及び所属名
庁長等
総務課
経営管理課
水道計画課
水道事業課
企業誘致課
工務調整課
研究施設用地開発課
愛知用水水道事務所
尾張水道事務所
西三河水道事務所
東三河水道事務所
三河港工事事務所
豊田工事事務所
水質試験所
総計

＜病院事業庁＞
局及び課・室名
庁長等
管理課
経営課
がんセンター
精神医療センター
あいち小児保健医療総合センター
総計
＜議会事務局＞
局及び課・室名
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＜教育委員会事務局＞
局及び課・室名

通常業務を実施している職員数
（課(室)長以下の職員の総数）

出勤率が60％となった場合の
職員数

4
32
13
38
45
38
21
13
39
22
16
26
26
13
13
26
18
9
4
77
7
12,620
13,120

2
19
7
22
27
22
12
7
23
13
9
15
15
7
7
15
10
5
2
46
4
7,572
7,861

局長等
総務課
教育企画課
財務施設課
教職員課
福利課
生涯学習課
文化財保護室
高等学校教育課
義務教育課
特別支援教育課
保健体育課
尾張教育事務所
海部教育事務所
知多教育事務所
西三河教育事務所
東三河教育事務所
新城設楽支所
新城設楽支所設楽教育指導室
総合教育センター
埋蔵文化財調査センター
県立学校
総計
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＜監査委員事務局＞
局及び課・室名

通常業務を実施している職員数
（課(室)長以下の職員の総数）

出勤率が60％となった場合の
職員数

局長等
監査委員事務局
総計

2
34
36

1
20
21

通常業務を実施している職員数
（課(室)長以下の職員の総数）

出勤率が60％となった場合の
職員数

2
16
18

1
9
10

通常業務を実施している職員数
（課(室)長以下の職員の総数）

出勤率が60％となった場合の
職員数

1
13
14

1
7
8

通常業務を実施している職員数
（課(室)長以下の職員の総数）

出勤率が60％となった場合の
職員数

1
3
4

1
1
2

23,635

14,156

＜人事委員会事務局＞
局及び課・室名
局長等
人事委員会事務局
総計

＜労働委員会事務局＞
局及び課・室名
局長
労働委員会事務局
総計

＜収用委員会事務局＞
局及び課・室名
局長
収用委員会事務局
総計

愛知県職員総数
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別表４
マスク等の保有状況一覧表（知事部局）
注１）4月1日時点でのマスク等の保有量について記入してください。
注２）病院等については、通常業務でマスク等を使用している場合は、常時保有している量を記入してください。
＜知事部局＞
局等及び所属名
政策企画局
秘書課
広報広聴課
政策調整課
企画課
地方創生課
国際課
G20外務大臣会合推進室
ジブリパーク推進課
東京事務所

500
250
0
0
0
0
0
0
0

速乾性アルコール製剤
（個）
0
0
0
0
0
0
0
0
0

その他
（物品名・数量）
0
0
0
0
0
0
0
0

250

0

0

30,065
3,650
50
0
0
0
700
0
0
75
0
850
0
300
0
2,400
800
1,200
2,400

71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
4
11
4

−
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

マスク（枚）

行政課
大田市場詰所
（行政課農産物プロモーション
Ｇ）

産業誘致課
総務局
総務課（人事局職員厚生課保管）
法務文書課
県史編さん室
市町村課
地域振興室
情報政策課
財政課
財務資金室
税務課
財産管理課
東三河総局（総務局分）
東三河総局新城設楽振興事務所（総務局分）
尾張県民事務所(総務局分)
海部県民センター（総務局分）
知多県民センター（総務局分）
西三河県民事務所（総務局分）

総務県民課
企画調整課
県民防災安全課
山村振興課
総務県民課
県民防災安全課
県民防災安全課
総務県民課
産業労働課／豊田加茂産
業労働・山村振興Ｇ

0

0

0

名古屋東部県税事務所
名古屋北部県税事務所
名古屋西部県税事務所
名古屋南部県税事務所
東尾張県税事務所
西尾張県税事務所
知多県税事務所
西三河県税事務所
豊田加茂県税事務所
東三河県税事務所

1,000
2,000
3,550
2,300
140
2,000
1,350
2,100
1,350
1,850

0
0
18
0
0
0
0
0
24
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

人事局
人事課（人事局職員厚生課保管）
監察室
職員厚生課
総務事務管理課
自治研修所

1,260
1,200
0
0
0
60

71
0
0
0
71
0

−
0
0
0
0
0

防災安全局
防災危機管理課
災害対策課

9,450
9,450
0

164
164
0

消防保安課

0

0

産業保安室
県民安全課
尾張県民事務所(防災安全局分)
海部県民センター(防災安全局分)
知多県民センター(防災安全局分)
西三河県民事務所(防災安全局分)
東三河総局新城設楽振興事務所(防災安全局分)
東三河総局（防災安全局分）
消防学校

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

−
0
0
感染防護対策服10セット
（セット内容：ゴーグル・マ
スク・手袋・ガウン）
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11,105
3,325
1,870
0
0
0
0
0

26
0
5
0
0
0
0
0

−
0
0
0
0
0
0
0

防災安全課
県民防災安全課
県民防災安全課
防災安全課
県民防災安全課
防災安全課

県民文化局
県民総務課
県民生活課
社会活動推進課
多文化共生推進室
学事振興課
私学振興室
統計課
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局等及び所属名
人権推進課
男女共同参画推進課
文化芸術課
トリエンナーレ推進室
西三河県民事務所(県民文化局分)
東三河総局(県民文化局分)
芸術文化センター
愛知県図書館
陶磁美術館

0
0
0
0
200
360
3,800
1,100
450

速乾性アルコール製剤
（個）
0
0
0
0
0
9
0
8
4

その他
（物品名・数量）
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,540
1,500
450
500
0

27
0
2
0
0

120

2
0
0
0
1

−
0
0
0
0
ビニール手袋60組、ラテック
ス手袋600枚
0
0
ゴム手袋150枚
0
プラスチック手袋150枚、ラ
テックスグローブ300枚
0
0
プラスチック手袋100枚、ラ
テックス手袋200枚、ゴム手袋
40組
ビニール手袋530組、ゴム手袋
45組
0
0
0
0

マスク（枚）

総務県民課
総務県民課

環境局
環境政策課
環境活動推進課
水大気環境課
生活環境地盤対策室
自然環境課
地球温暖化対策課
資源循環推進課
廃棄物監視指導室
東三河総局(環境局分)

環境保全課

500
1,000
0
100

東三河総局新城設楽振興事務所(環境局分)

環境保全課

150

0

尾張県民事務所(環境局分)

環境保全課
廃棄物対策課

0
0

0
0

海部県民センター(環境局分)

環境保全課

100

7

知多県民センター(環境局分)

環境保全課

220

2

西三河県民事務所(環境局分)

環境保全課
廃棄物対策課
豊田加茂環境保全課

0
0
200
1,700

0
0
1
12

環境調査センター
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運用部
療育支援センター

15,900
0
0
800
800
0
750
100
0
600
100
6,000

速乾性アルコール製剤
（個）
162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30

中央病院

5,000

130

100
0
0
900
0
0
350
0
0
0
0
100
300

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

保健医療局
医療計画課

38,910
650

34
0

健康対策課

2,100

0

医務課
地域医療支援室
こころの健康推進室
国民健康保険課
生活衛生課
医薬安全課
一宮保健所

0
0
0
0
0
0
2,700

0
0
0
0
0
0
6

瀬戸保健所

4,000

5

インナー手袋1,650双
手袋328双

春日井保健所
江南保健所
清須保健所

3,000
1,760
2,400

0
0
0

津島保健所

2,000

5

半田保健所

4,260

0

知多保健所

1,940

0

衣浦東部保健所

3,300

0

西尾保健所

1,800

3

N95マスク1,600枚
N95マスク1,247枚
N95マスク400枚
インナー手袋650、アウター手
袋200双、N95マスク720枚
インナー手袋1,250、アウター
手袋427
N95マスク1,484枚
手袋1,700双、N95マスク2,680
枚
インナー手袋250、アウター手
袋550双、N95マスク920枚、
ゴーグル200個
ｲﾝﾅｰ手袋450双、ｱｳﾀｰ手袋325
双、N95ﾏｽｸ610枚
N95マスク1,780枚
0
0
0
インナー手袋1,200双、N95マ
スク600枚、ゴーグル213個
0
0

局等及び所属名
福祉局
福祉総務課
監査指導室
地域福祉課
障害福祉課
障害者施設整備室
高齢福祉課
地域包括ケア・認知症対策室
児童家庭課
子育て支援課
医療療育総合センター

マスク（枚）

発達障害研究所
尾張福祉相談センター
海部福祉相談センター
知多福祉相談センター
西三河福祉相談センター
豊田加茂福祉相談センター
新城設楽福祉相談センター
東三河福祉相談センター
一宮児童相談センター
春日井児童相談センター
刈谷児童相談センター
女性相談センター
愛知学園

新城保健所
豊川保健所
総合看護専門学校
愛知看護専門学校
精神保健福祉センター
衛生研究所
衛生研究所食品監視・検査センター
動物保護管理センター
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800

0

3,000
4,000
600
0

10
0
0
0

600

5

0
0

0
0

その他
（物品名・数量）
−
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ミューズ石鹸 1本
使い捨て手袋6,000枚
使い捨て手袋(S) 1,000枚
使い捨て手袋(M) 1,000枚
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
−
0
インナー手袋1,300双 Ｎ95マ
スク1,550枚
0
0
0
0
0
0
N95マスク1,600枚
アウター

局等及び所属名

マスク（枚）

経済産業局
産業政策課
産業振興課
次世代産業室
ロボット国際大会推進室
産業科学技術課
産業立地通商課
中小企業金融課
商業流通課
尾張県民事務所（経済産業局分）
海部県民センター（経済産業局分）
知多県民センター（経済産業局分）

390
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0

産業労働課
産業労働課
産業労働課
産業労働課／豊田加茂産
西三河県民事務所（経済産業局分）
業労働・山村振興Ｇ
東三河総局新城設楽山村振興事務所（経済産業局分） 山村振興課 産業労働Ｇ
東三河総局企画調整部（経済産業局分）
産業労働課
あいち産業科学技術総合センター

速乾性アルコール製剤
（個）
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

その他
（物品名・数量）
−
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
340

0
0
38

岡崎高等技術専門校
東三河高等技術専門校
愛知障害者職業能力開発校

8
0
0
0
0
0
0
8
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

−
0
0
0
0
0
粉じんマスク50枚
0
0
0

観光コンベンション局
観光振興課
国際観光コンベンション課
国際展示場室

200
200
0
0

30
30
0
0

−
0
0
0

農業水産局
農政課
組合検査指導室
食育消費流通課
農業振興課
農業経営課
園芸農産課
畜産課
水産課
尾張農林水産事務所
海部農林水産事務所
知多農林水産事務所
西三河農林水産事務所
豊田加茂農林水産事務所
新城設楽農林水産事務所
東三河農林水産事務所
農業大学校
農業総合試験場
西部家畜保健衛生所
中央家畜保健衛生所
東部家畜保健衛生所
畜産総合センター
水産試験場

28,940
10,850
0
0
0
0
0
10,800
0
0
1,500
1,100
1,600
1,450
1,600
0
0
0
0
0
0
0
40

22
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
3
0
0
0
0
1

−
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

農林基盤局
農林総務課
農地計画課
農地整備課
林務課
森林保全課
森と緑づくり推進室
全国植樹祭推進室
県有林事務所
森林・林業技術センター
あいち海上の森センター

350
0
0
0
0
0
0
0
0
100
250

27
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0

−
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

労働局
労働福祉課
就業促進課
産業人材育成課
技能五輪・アビリンピック推進室
名古屋高等技術専門校

本校・稲沢校舎
窯業校
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0
0
0
簡易防じんマスク

16枚

13,037
70
7,650
0
100
0
0
0
0
110
300
70
2,240
250
100
50
170
450
700
77
100
500
100
0

速乾性アルコール製剤
（個）
25
1
4
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
6
0
8
0
1
0
0
1
2
0
0

その他
（物品名・数量）
−
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
手袋35双
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

都市整備局
都市総務課
都市計画課
都市整備課
公園緑地課
交通対策課
リニア事業推進室

600
0
0
0
0
600
0

0
0
0
0
0
0
0

−
0
0
0
0
0
0

建築局
住宅計画課
公営住宅課
県営住宅管理室
公共建築課
建築指導課

200
100
100
0
0
0

1
1
0
0
0
0

−
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

−
0
0

会計局
管理課
会計課
調達課

1,150
1,050
0
100

0
0
0
0

−
0
0
0

知事部局総計

158,605

698

−

局等及び所属名

マスク（枚）

建設局
建設総務課
建設企画課
用地課
道路維持課
道路建設課
有料道路室
下水道課
河川課
砂防課
水資源課
港湾課
航空対策課
尾張建設事務所
一宮建設事務所
海部建設事務所
知多建設事務所
西三河建設事務所
知立建設事務所
豊田加茂建設事務所
新城設楽建設事務所
東三河建設事務所
衣浦港務所
三河港務所

スポーツ局
スポーツ課
アジア競技大会推進課
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所属

マスク（枚）

尾張県民事務所

総務県民課(総務局)
防災安全課(防災安全局)
環境保全課(環境局)
廃棄物対策課(環境局)
産業労働課(経済産業局)
計

2,400
0
0
0
0
2,400

速乾性アルコール製剤
（個）
速乾性アルコール製剤
（個）
0
0
0
0
0
0

海部県民センター

県民防災安全課(総務局）

800
0

4
0

環境保全課(環境局）

100

7

産業労働課(経済産業局)
計

0
900

0
11

県民防災安全課(総務局）

1,200
0

11
0

局等及び所属名

マスク（枚）

＜県民事務所等（再掲）＞

〃

知多県民センター

(防災安全局)

220

2

産業労働課(経済産業局)
計

0
1,420

0
13

総務県民課(総務局)
〃
(県民文化局)
防災安全課(防災安全局)
環境保全課(環境局)
廃棄物対策課(環境局)
産業労働課(総務局)
〃
(経済産業局)
計

2,400
200
0
80
0
200
0
0
2,880

4
0
0
1
0
1
0
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
−

県民防災安全課(総務局)
〃 (防災安全局）
振興課(総務局)
〃 (経済産業局）

300
0
0
0

10
0
0
0

(防災安全局)

環境保全課(環境局）

豊田加茂環境保全課(環境局)

東三河総局新城設楽振興事務所

80

0

計

380

10

0
0
0
0
ビニール手袋150枚、ラテック
スグローブ360枚
−

総務県民課(総務局)
〃
(県民文化局）
防災安全課(防災安全局)
環境保全課(環境局)
産業労働課(経済産業局)
企画調整課(総務局)
計

850
360
0
100
0
0
1,310

0
9
0
1
0
0
10

0
0
0
0
0
0
−

県民事務所等

9,290

50

−

環境保全課(環境局)

東三河総局

0
0
プラスチック手袋100枚、ラ
テックス手袋200枚、ゴム手袋
40組
0
−
0
0
ビニール手袋530組、ゴム手袋
45組
0
−

〃

西三河県民事務所

その他
（物品名・数量）
その他
（物品名・数量）
0
0
0
0
0
−

総計
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別表４
マスク等の保有状況一覧表（知事部局以外）

注１）4月1日時点でのマスク等の保有量について記入してください。
注２）病院等については、通常業務でマスク等を使用している場合は、常時保有している量を記入してください。
＜企業庁＞
局等及び所属名

マスク（枚）

総務課
経営管理課
水道計画課
水道事業課
企業誘致課
工務調整課
研究施設用地開発課
愛知用水水道事務所
尾張水道事務所
西三河水道事務所
東三河水道事務所
三河港工事事務所
豊田工事事務所
水質試験所
総計

2500
0
0
0
0
0
0
0
500
3000
2210
0
0
400
8610

速乾性アルコール製
剤（個）
0
0
0
0
0
0
0
11
2
30
11
0
0
0
54

その他
（物品名・数量）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
−

速乾性アルコール製
剤（個）
0
0
380
50
80
510

その他
（物品名・数量）
0
0
0
0
0
−

速乾性アルコール製
剤（個）
6
0
0
0
6

その他
（物品名・数量）
0
0
0
0
−

＜病院事業庁＞
局及び課・室名

マスク（枚）

管理課
経営課
がんセンター
精神医療センター
あいち小児保健医療総合センター
総計

0
0
21000
4000
4100
29,100

＜議会事務局＞
局及び課・室名

マスク（枚）

総務課
秘書室
議事課
調査課
総計

2255
0
0
0
2255
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＜教育委員会事務局＞
局及び課・室名

速乾性アルコール製
剤（個）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

その他
（物品名・数量）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
−

速乾性アルコール製
剤（個）
0

その他
（物品名・数量）
0

速乾性アルコール製
剤（個）
0

その他
（物品名・数量）
0

速乾性アルコール製
剤（個）
0

その他
（物品名・数量）
0

0

速乾性アルコール製
剤（個）
0

その他
（物品名・数量）
0

202,011

1,268

−

マスク（枚）

総務課
教育企画室
財務施設課
教職員課
福利課
生涯学習課
文化財保護室
高等学校教育課
義務教育課
特別支援教育課
保健体育課
尾張教育事務所
海部教育事務所
知多教育事務所
西三河教育事務所
東三河教育事務所
新城設楽支所
新城設楽支所設楽教育指導室
総合教育センター
埋蔵文化財調査センター
県立学校
総計

2,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000

＜監査委員事務局＞
局及び課・室名

マスク（枚）

監査委員事務局

250

＜人事委員会事務局＞
局及び課・室名

マスク（枚）

人事委員会事務局

1050

＜労働委員会事務局＞
局及び課・室名

マスク（枚）

労働委員会事務局

141

＜収用委員会事務局＞
局及び課・室名

マスク（枚）

収用委員会事務局

愛知県総計
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