（別表２・最低限継続すべき通常業務）

（別表２）最低限継続すべき県の通常業務
■各所属に共通し継続する業務（当該業務がない所属は除く）
職員（臨時職員，非常勤職員含む）の任免，服務管理，安全衛生管理，福利厚生事務
収入支出事務（委託料等支払，補助金・交付金支出，県民への給付

等）

※履行期限のあるもの

物品出納管理，現金等出納管理
公印管理
庁舎・公舎管理，庁用自動車管理事務
文書収受・発送・保存整理
所掌事務に係る相談対応等に関すること

■別途整理する業務（発生時期や状況により継続するかどうかを別途整理）
予算・決算関係業務
組織・人事異動関係業務
議会関係業務

■所属別業務
所属
会計管理部 会計総務課

審査指導課

総務事務課

危機管理監

危機管理課

業務内容
部内の総合調整，総括（庶務，法規例規，広報広
聴，災害・危機管理対応，部内の連絡調整等）に
関すること
県費に属する現金及び有価証券の出納及び保管に
関すること
財務会計システムの管理に関すること
手数料及び証紙に関すること
財務トータルシステムの運営に関すること
支出命令の審査に関すること（非常勤嘱託員等の
給与等に係るものを除く）
国費の支出負担行為の確認及び支出の決定に関す
ること
出納員の任命に関すること
物品の調達に関すること
総務事務システムの管理に関すること
総務事務の集中処理に関すること
入札・契約に関する問合せ対応に関すること
支出命令の審査に関すること（非常勤嘱託員等の
給与等に係るもの）
災害・危機事案への対応に関すること
防災情報システムの運営に関すること
総合行政通信網の運営に関すること

障害の内容・備考

委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤

委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤

委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤

防災航空セン
防災ヘリコプターの運行に関すること
パイロットの欠勤
ター
減災対策推進担
－
当
消防保安課
緊急消防援助隊，広域消防応援に関すること
隊員の欠勤（不足）
火災気象通報・火災警報に関すること
危険物取扱者，消防 設備 士， 火薬 取扱 保安 責任
者，丙種火薬類製造保安責任者の免状交付業務に
関すること

消防保安課
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所属

消防学校
総務局

業務内容
障害の内容・備考
コンビナート等保安規則，液化石油ガス法，高圧
ガス法に関する事故対応，検査，許認可に関する
こと
教育訓練に関すること（休校の場合を除く）
教諭の不足
総務課
部局内の総合調整,総括（庶務，法規例規，広報広
聴，災害・危機管理対応，局内の連絡調整等）に
関すること
庁舎の取締りに関すること
委託業務従事者の欠勤
公印の管理に関すること
文書の収受，発送に関すること
委託業務従事者の欠勤
広島県報の発行に関すること
行政書士の資格に関すること
担当課の体制の不足等によ
情報公開及び個人情報保護への対応に関すること
る対応の遅れ
秘書課
知事及び副知事の秘書に関すること
人事課
給与支払事務の総括に関すること
委託業務従事者の欠勤
勤務時間の管理の総括に関すること
臨時職員の任用の総括に関すること
人事・給与システムの運営に関すること
委託業務従事者の欠勤
（ 職 員 健 康 担 職員の医療相談・健康相談に関すること
専門職員の欠勤
当）
その他職員の安全衛生管理の総括に関すること
業務プロセス改 共通基盤システムの運用管理に関すること
委託業務従事者の欠勤
革課
電子申請システムの運用管理に関すること
委託業務従事者の欠勤
公共施設予約システムの運用管理に関すること
委託業務従事者の欠勤
公的個人認証サービスの提供に係る都道府県認証
委託業務従事者の欠勤
局の運営に関すること
委託業務従事者の欠勤
GIS（地理情報ｼｽﾃﾑ）の運用管理に関すること
行政ＬＡＮＷＡＮの運営に関すること
委託業務従事者の欠勤
サポートダイヤル・ヘルプデスク業務に関するこ
委託業務従事者の欠勤
と
メイプルネットの運営に関すること
委託業務従事者の欠勤
福利課
恩給，退隠料の支給等に関すること
財政課
県債借入，償還事務に関すること
収入支出計画事務に関すること
財産管理課
防災体制に関すること
庁舎・公舎の修繕に関すること
普通財産の管理に関すること
税務課
県税組織の総合調整,総括（庶務，法規例規，広報
広聴，連絡調整等）に関すること
調定・収入見込み(特に予算編成時期)に関すること
税務課所掌税目に係る調定事務等に関すること
税務トータルシステム運用管理業務に関すること
委託業務従事者の欠勤
（電子申告システムを含む）
経営企画チーム 全国知事会との連絡調整に関すること
広報課
ホームページによる広報に関すること
委託業務従事者の欠勤
報道機関対応（資料提供（パブリシティ），記者
発表）に関すること
担当課の体制の不足等によ
広聴業務（個別・団体）に関すること
る対応の遅れ
統計課
－
部内の総合調整，総括（庶務，法規例規，広報広
研究開発課
聴，災害・危機管理対応，部内の連絡調整等）に
関すること
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所属
西部総務事務所 総務課

業務内容
関係機関調整に関すること
（各行政機関及びその他の地方機関の連絡調整／
地域における連絡調整を含む）
災害・危機事案への対応に関すること
工事及び測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等委託業務の執行に関
する入札・契約に係る事務に関すること
総務第二課 関係機関調整に関すること
（各行政機関及びその他の地方機関の連絡調整／
地域における連絡調整を含む）
災害・危機事案への対応に関すること
工事及び測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等委託業務の執行に関
する入札・契約に係る事務に関すること
西部総務事務所 総務課
関係機関調整に関すること
呉支所
（各行政機関及びその他の地方機関の連絡調整／
地域における連絡調整を含む）
災害・危機事案への対応に関すること
工事及び測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等委託業務の執行に関
する入札・契約に係る事務に関すること
西部総務事務所 総務課
関係機関調整に関すること
東広島支所
（各行政機関及びその他の地方機関の連絡調整／
地域における連絡調整を含む）
災害・危機事案への対応に関すること
工事及び測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等委託業務の執行に関
経理課
する入札・契約に係る事務に関すること
東部総務事務所 総務課
関係機関調整に関すること
（各行政機関及びその他の地方機関の連絡調整／
地域における連絡調整を含む）
災害・危機事案への対応に関すること
工事及び測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等委託業務の執行に関
経理課
する入札・契約に係る事務に関すること
総務第二課 関係機関調整に関すること
（各行政機関及びその他の地方機関の連絡調整／
地域における連絡調整を含む）
災害・危機事案への対応に関すること
工事及び測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等委託業務の執行に関
する入札・契約に係る事務に関すること
北部総務事務所 総務課
関係機関調整に関すること
（各行政機関及びその他の地方機関の連絡調整／
地域における連絡調整を含む）
災害・危機事案への対応に関すること
工事及び測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等委託業務の執行に関
する入札・契約に係る事務に関すること
総務第二課 関係機関調整に関すること
（各行政機関及びその他の地方機関の連絡調整／
地域における連絡調整を含む3）
災害・危機事案への対応に関すること
工事及び測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等委託業務の執行に関
する入札・契約に係る事務に関すること

障害の内容・備考

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
西 部 県 税 事 税務管理課
務所
地方税特別滞納
整理班
滞納整理第一課
滞納整理第二課

法人課税課
個人課税課
不動産税課
自動車税課

業務内容
県税窓口領収・納税証明発行に関すること
還付金支払事務に関すること

障害の内容・備考

滞納処分（倒産事案 や実 施時 期が 限定 され る事
案）に関すること
※通常の滞納整理事 務は 人員 体制 の余 力に 応じ
て，優先事案について実施。
申告書・申請書等の受付業務及びこれらに付随す
る事務に関すること

納税通知書・申告用紙等の通知（発送）に関する
こと
自動車二税（証紙徴収分）の申告書受付に関する
委託業務従事者の欠勤
こと
呉分室
県税窓口領収・納税証明発行に関すること
廿日市分室
申告書・申請書等の受付業務及びこれらに付随す
東広島分室納税課 る事務に関すること
滞納処分（倒産事案 や実 施時 期が 限定 され る事
案）に関すること
※通常の滞納整理事 務は 人員 体制 の余 力に 応じ
て，優先事案について実施。
東 不動産評価課 申告書・申請書等の受付及びこれに付随する事務
広 軽油調査課
に関すること
島
分
申告書用紙等の発送に関すること
室
東 部 県 税 事 税務管理課
県税窓口領収・納税証明発行に関すること
務所
還付金支払事務に関すること
地方税特別滞納
滞納処分（倒産事案 や実 施時 期が 限定 され る事
整理班
案）に関すること
滞納整理課
※通常の滞納整理事 務は 人員 体制 の余 力に 応じ
て，優先事案について実施。
申告書・申請書等の受付業務及びこれらに付随す
課税第一課
る事務に関すること
課税第二課
納税通知書・申告用紙等の通知(発送)に関すること
自動車二税(証紙徴収分)の申告書受付に関すること 委託業務従事者の欠勤
尾道分室
県税窓口領収・納税証明発行に関すること
申告書・申請書等の受付業務及びこれらに付随す
る事務に関すること
滞納処分（倒産事案 や実 施時 期が 限定 され る事
案）に関すること
※通常の滞納整理事 務は 人員 体制 の余 力に 応じ
て，優先事案について実施。
北 部 県 税 事 収納管理課
県税窓口領収・納税証明発行に関すること
務所
還付金支払事務に関すること
滞納処分（倒産事案 や実 施時 期が 限定 され る事
案）に関すること
※通常の滞納整理事 務は 人員 体制 の余 力に 応じ
て，優先事案について実施。
申告書・申請書等の受付業務及びこれらに付随す
課税課
る事務に関すること
納税通知書・申告用紙等の通知（発送）に関する
こと
各省庁・団体等との連絡・情報発信業務に関する
東京事務所
こと
自治総合研修センター
－
文書館
－
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所属
総 合 技 術 研 企画部
究所
保健環境セン
ター

食品工業技術セ
ンター
西部工業技術セ
ンター
東部工業技術セ
ンター
農業技術セン
ター
畜産技術セン
ター

水産海洋技術セ
ンター

林業技術セン
ター
地域政策局

地域政策総務課

地域力創造課

業務内容
－
緊急を要する依頼試験，設備利用，技術的課題解
決支援事業，技術相談に関すること（使用料・手
数料納入事務含む）
人の健康に関わる細菌，ウィルス等の検査(新型
ウィルスに係るもの以外) に関すること
食品中の有害物質等の検査に関すること
環境汚染事故の対応に係る検査に関すること
緊急を要する依頼試験，設備利用，技術的課題解
決支援事業，技術相談に関すること（使用料・手
数料納入事務含む）
緊急を要する依頼試験，設備利用，技術的課題解
決支援事業，技術相談に関すること（使用料・手
数料納入事務含む）
緊急を要する依頼試験，設備利用，技術的課題解
決支援事業，技術相談に関すること（使用料・手
数料納入事務含む）
緊急を要する依頼試験，設備利用，技術的課題解
決支援事業，技術相談に関すること（使用料・手
数料納入事務含む）
緊急を要する依頼試験，設備利用，技術的課題解
決支援事業，技術相談に関すること（使用料・手
数料納入事務含む）
家畜の飼養管理（肉牛，乳牛）に関すること
生乳の管理・処分に関すること
緊急を要する依頼試験，設備利用，技術的課題解
決支援事業，技術相談に関すること（使用料・手
数料納入事務含む）
危機管理事案（魚病診断，防疫対策，赤潮・貝毒
調査）に関すること
かき・魚類種苗生産に関すること
緊急を要する依頼試験，設備利用，技術的課題解
決支援事業，技術相談に関すること（使用料・手
数料納入事務含む）
局内の総合調整，総括（庶務，法規例規，広報広
聴，災害・危機管理対応，局内の連絡調整等）に
関すること

障害の内容・備考

専門職職員の欠勤
専門職職員の欠勤
専門職職員の欠勤
専門職職員の欠勤
専門職職員の欠勤

専門職職員の欠勤

専門職職員の欠勤

専門職職員の欠勤

専門職職員の欠勤

専門職職員の欠勤
専門職職員の欠勤

専門職職員の欠勤

－

都市圏魅力づく
－
り推進課
中山間地域振興
－
課
市町行財政課
住民基本台帳ネットワークシステムに関すること
スポーツ推進課 －
国際課

外国人に対する情報提供・相談に関すること（翻
職員，相談員の欠勤
訳・通訳業務を含む）
米軍及び米軍基地問題に関すること
旅券作成業務に関すること
委託業務従事者の欠勤

平和推進ﾌﾟﾛｼﾞｪ
－
ｸﾄ・ﾁｰﾑ
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所属
業務内容
環境県民総務課 局内の総合調整，総括（庶務，法規例規，広報広
聴，災害・危機管理対応，局内の連絡調整等）に
関すること
土地取引規制に関すること
公有地の拡大の推進に関する法律第２章に係る届
出，申出に関すること
文化芸術課
－
消費生活課
誇大広告等の事業者指導に関すること
商品事故の発生等による事業者への立入検査等に
関すること
消費者被害拡大防止のための情報提供等広報活動
（ＨＰ，メルマガ等）に関すること
不当な事業活動の是正指導等に関すること
県民相談及び消費生活相談に関すること
人権男女共同参 －
画課
県民活動課
－
学事課
－
大学教育振興担
－
当
環境政策課
－
事故等(水質事故，大気汚染事故，オキシダント等)
環境保全課
への緊急時対応に関すること
公共用水域健康項目超過時の追跡調査等に関する
こと
瀬戸法の許可等，法及び条例等で処理期間，縦覧
期間などが定められた事務に関すること
自然公園等施設管理（災害事案への対応・緊急的
自然環境課
な施設修繕等）に関すること
狩猟免許試験，狩猟者登録事務に関すること
死亡野鳥・傷病鳥獣への対応に関すること
循環型社会課 広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の
施行に関すること
産業廃棄物対策
不法投棄監視業務に関すること
課
産業廃棄物処理業の許可申請，届出業務に関する
こと
廃棄物排出事業者責任強化対策事業（医療機関の
監視）に関すること
産業廃棄物処理業者（医療廃棄物処理業者）監視
業務に関すること
美術館
施設･設備維持管理業務に関すること
特別展開催準備に関すること
縮景園
施設･設備維持管理業務に関すること
主催行事等開催準備に関すること
健康福祉局 健康福祉総務課 局内の総合調整，総括（庶務，法規例規，局内の
連絡調整等）に関すること
広報・広聴に関すること
災害対策業務に関すること
健康危機管理業務に関すること
子育て・少子化
－
対策課

障害の内容・備考

環境県民局

相談員の欠勤

職員の確保が困難
職員の確保が困難
委託業者からの報告遅延
職員の確保が困難

感染性廃棄物の投棄による
感染拡大
感染性廃棄物の不適正処理
による感染拡大
感染性廃棄物の不適正処理
による感染拡大
指定管理者職員の欠勤
担当学芸員の欠勤
指定管理者職員の欠勤

健康福祉局

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
業務内容
障害の内容・備考
安心保育推進課 災害・危機管理事案（放課後児童クラブ関係）へ
の対応に関すること
放課後児童クラブでの問題発生への対応に関する
こと（災害対応含む）
災害・危機管理事案（保育所関係）への対応に関
すること
保育所等での問題発生への対応に関すること（災
害対応含む）
こども家庭課 災害・危機管理事案（児童養護施設等関係）への
対応に関すること
児童養護施設等での問題発生への対応に関するこ
と（災害対応含む）
医務課
医療法等に関すること
医師法その他医療従事者等関係法規に関すること
（免許事務を含む）
広島県医療安全支援センターに関すること
相談員の不足
災害・危機管理事案への対応に関すること
がん対策課
－
被爆者支援課 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に関す
ること（手当認定，手帳交付等）
二世健診に関すること
毒ガス障害者の援護に関すること
訴訟に関すること
新型インフルエンザ以外の感染症の事案対応に関
健康対策課
専門スタッフの不足
すること
新型インフルエンザ以外の感染症の発生動向調査
に関すること
措置入院関係事務に関すること
医師の不足
難病対策事業に関すること
光化学スモッグによる健康被害発生時の緊急措置
に関すること
調理師・栄養士・管理栄養士免許事務に関すること
食品生活衛生課 生活衛生関係営業・水道事業に関する災害・健康
危機管理事案への対応に関すること
水道事業の認可等に関すること
食中毒等健康危機管理事案対応に関すること
水産食品の輸出に係る証明事務に関すること
麻薬等に係る司法警察員としての職務に関するこ
薬務課
と
麻薬取扱者等の許可，免許，届出関係事務に関す
ること
薬剤師免許関係事務に関すること
医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の
確保等に関する法律の許可に関すること
毒物及び劇物取締法の登録に関すること
献血の推進（血液の確保）に関すること
ワクチン等（新型インフル以外）の需給調整に関
すること
薬物中毒治療薬備蓄事業関係業務に関すること
災害救急用医薬品等の需給調査及び安定供給に関
する業務に関すること
認定審査会委員（医師）の
肝炎治療受給者証交付事務に関すること
不足
医療介護計画課 救急医療の確保に関すること
医療従事者の欠勤
災害医療体制の確保に関すること
医療従事者の欠勤
介護支援専門員資格管理事務に関すること

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
業務内容
医療介護人材課
准看護師試験に関すること
自治医科大学入学試験に関すること
地域包括ケア・
高齢者支援課 －
医療介護保険課 －
地域福祉課
災害・危機管理事案への対応に関すること
社会福祉施設等に係る災害・事故等への対応に関
すること
介護保険事業者の指定・報酬等事務に関すること
社会援護課
医療機関・介護機関の指定等に関すること
医療決定に関すること
診療報酬・介護報酬の審査決定に関すること
特別給付金国庫債券の買上償還に関すること
障害者支援課 特別児童扶養手当支給事業に係る電算処理に関す
ること
心身障害者扶養共済制度に係る審査等に関するこ
と
事業者の指定に関すること
自立支援医療に係る指定医療機関の指定に関する
こと
西 部 厚 生 環 厚生課
災害対策業務に関すること
境事務所・
病院，診療所等の開設・運営に関すること
保健所
老人居宅生活支援事業等の届出に関すること
介護保険事業者の指定等に関すること
障害者総合支援法による事業者指定等に関すること
母子父子寡婦福祉資金の貸付業務に関すること
新型インフルエンザ以外の感染症の事案対応に関
保健課
すること
新型インフルエンザ以外の感染症発生動向調査に
関すること
新型インフルエンザ以外の感染症診査協議会業務
に関すること
感染症患者医療費公費負担申請事務に関すること
結核患者接触者健診に関すること
結核患者療養支援に関すること
入院措置・勧告関係事務（精神・感染症・結核）
に関すること
精神科病院の指導・監督に関すること（緊急対応
分のみ）
特定医療費（指定難病）に係る支給認定手続に関
すること
小児慢性特定疾病医療費の支給認定の手続に関す
ること
ＨＩＶ・肝炎ウイルスに関する相談業務に関する
こと
肝炎治療費助成事業に関すること
光化学スモッグによる健康被害発生時の緊急措置
対応に関すること
不妊治療支援事業，広島県不妊検査・一般不妊治
療費助成事業に関すること
母体保護法に基づく指定，届出の受理に関するこ
と

障害の内容・備考
実施について，国及び関係
機関との調整が必要
実施について，大学との調
整が必要

該当施設等の職員の欠勤

専門スタッフの不足

委員（医師）の対応
委託医療機関の体制確保
専門スタッフの不足
医師の不足

保健所長(医師)の対応が必
須

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
生活衛生課

環境管理課

試験検査課

西 部 厚 生 環 厚生課
境事務所・
保健所 広
島支所

保健課

業務内容
水道事業に関する災害・健康危機管理事案への対
応に関すること
水道事業に関する許認可等に関すること
食中毒等健康危機管理事案対応に関すること
食品衛生法・条例に関する許認可等に関すること
麻薬取扱者等の許可，免許，届出関係事務に関す
ること
医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の
確保等に関する法律の許可に関すること
毒物及び劇物取締法の登録に関すること
献血の推進（血液の確保）に関すること
災害救急用医薬品等の需給調査及び安定供給に関
する業務に関すること
事故等（水質汚染事故，大気汚染事故，オキシダ
ント等）の緊急時対応業務に関すること
公共用水域の水質等常時監視の健康項目超過時の
追跡調査業務に関すること
不法投棄監視業務（廃棄物の投棄による感染拡大
防止）に関すること
廃棄物排出事業者， 処理 業者 の監 視・ 指導 業務
（廃棄物による感染拡大防止）に関すること
公害苦情への対応業務に関すること（健康被害等
を伴う苦情相談の場合）
危機事案（感染症・食中毒・水質汚染等）の検査
に関すること
危機事案の検査実施に必要な最小限の管理業務に
関すること
災害対策業務に関すること
病院,診療所等の開設・運営に関すること（原則と
して，郵送等による申請等の受理や電話等による
相談等のみ）
母子父子寡婦福祉資 金の 貸付 業務 に関 する こと
（原則として貸付金の支出，郵送等による届出等
の受理や電話等による相談等のみ）
新型インフルエンザ以外の感染症の事案対応に関
すること
新型インフルエンザ以外の感染症発生動向調査に
関すること
新型インフルエンザ以外の感染症診査協議会業務
に関すること
感染症患者医療費公費負担申請事務に関すること
（原則として,郵送等による申請等の受理や電話等
による相談等のみ）
結核患者接触者健診に関すること
結核患者療養支援に関すること
入院措置・勧告関係事務（精神・感染症・結核）
に関すること
精神科病院の指導・監督に関すること（緊急対応
分のみ）
特定医療費（指定難病）に係る支給認定手続に関
すること（原則として，郵送等による申請等の受
理や電話等による相談等のみ）
小児慢性特定疾病医療費の支給認定の手続に関す
ること（原則として，郵送等による申請等の受理
や電話等による相談等のみ）
ＨＩＶ・肝炎ウイルスに関する相談業務に関する
こと（原則として，電話等による相談等のみ）
肝炎治療費助成事業に関すること（原則として，
郵送等による申請等の受理や電話等による相談等
のみ）

障害の内容・備考

専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
常時監視業務委託先からの
報告遅延
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）

専門スタッフの不足

委員（医師）の対応

委託医療機関の体制確保
専門スタッフの不足
医師の不足

保健所長(医師)の対応が必
須

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属

衛生環境課

西 部 厚 生 環 厚生保健課
境事務所・
保健所 呉
支所

業務内容
光化学スモッグによる健康被害発生時の緊急措置
対応に関すること
不妊治療支援事業，広島県不妊検査・一般不妊治
療費助成事業に関すること（原則として，郵送等
による申請等の受理や電話等による相談等のみ）
母体保護法に基づく指定,届出の受理に関すること
（原則として，郵送等による申請等の受理や電話
等による相談等のみ）
食中毒等健康危機管理事案対応に関すること
食品衛生法・条例に関する許認可等に関すること
（原則として,郵送等による申請等の受理や電話等
による指導のみ）
麻薬取扱者等の許可，免許，届出関係事務に関す
ること（原則として,郵送等による申請等の受理や
電話等による指導のみ）
医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の
確保等に関する法律の許可に関すること（原則と
して,郵送等による申請等の受理や電話等による指
導のみ）
毒物及び劇物取締法の登録に関すること（原則と
して，郵送等による申請等の受理や電話等による
指導のみ）
献血の推進（血液の確保）に関すること
災害救急用医薬品等の需給調査及び安定供給に関
する業務に関すること
事故等（水質汚染事故，大気汚染事故，オキシダ
ント等）の緊急時対応業務に関すること
公共用水域の水質等常時監視の健康項目超過時の
追跡調査業務に関すること（水道原水への支障や
水産物への影響が懸念される等の場合のみ）
不法投棄監視業務（廃棄物の投棄による感染拡大
防止）に関すること
廃棄物排出事業者， 処理 業者 の監 視・ 指導 業務
（廃棄物による感染拡大防止）に関すること（苦
情事案や生活環境保全上の支障のおそれがある場
公害苦情への対応業務に関すること（健康被害等
を伴う苦情相談の場合）
災害対策業務に関すること
病院,診療所等の開設・運営に関すること
母子父子寡婦福祉資金の貸付業務に関すること
新型インフルエンザ以外の感染症の事案対応に関
すること
新型インフルエンザ以外の感染症発生動向調査に
関すること
新型インフルエンザ以外の感染症診査協議会業務
に関すること
感染症患者医療費公費負担申請事務に関すること
結核患者接触者健診に関すること
結核患者療養支援に関すること
入院措置・勧告関係事務（精神・感染症・結核）
に関すること
精神科病院の指導・監督に関すること（緊急対応
分のみ）
特定医療費（指定難病）に係る支給認定手続に関
すること
小児慢性特定疾病医療費の支給認定の手続に関す
ること
ＨＩＶ・肝炎ウイルスに関する相談業務に関する
こと
肝炎治療費助成事業に関すること

障害の内容・備考

専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
常時監視業務委託先からの
報告遅延
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）

専門スタッフの不足

委託医療機関の体制確保
専門スタッフの不足
医師の不足

保健所長(医師)の対応が必
須

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属

衛生環境課

西 部 東 厚 生 厚生課
環 境 事 務
所・保健所

保健課

業務内容
光化学スモッグによる健康被害発生時の緊急措置
対応に関すること
不妊治療支援事業，広島県不妊検査・一般不妊治
療費助成事業に関すること
母体保護法に基づく指定，届出の受理に関するこ
と
食中毒等健康危機管理事案対応に関すること
食品衛生法・条例に関する許認可等に関すること
麻薬取扱者等の許可，免許，届出関係事務に関す
ること
医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の
確保等に関する法律の許可に関すること
毒物及び劇物取締法の登録に関すること
献血の推進（血液の確保）に関すること
災害救急用医薬品等の需給調査及び安定供給に関
する業務に関すること
事故等（水質汚染事故，大気汚染事故，オキシダ
ント等）の緊急時対応業務に関すること
公共用水域の水質等常時監視の健康項目超過時の
追跡調査業務に関すること
不法投棄監視業務（廃棄物の投棄による感染拡大
防止）に関すること
廃棄物排出事業者， 処理 業者 の監 視・ 指導 業務
（廃棄物による感染拡大防止）に関すること
公害苦情への対応業務に関すること（健康被害等
を伴う苦情相談の場合）
災害対策業務に関すること
病院,診療所等の開設・運営に関すること
老人居宅生活支援事業等の届出に関すること
介護保険事業者の指定等に関すること
母子父子寡婦福祉資金の貸付業務に関すること
新型インフルエンザ以外の感染症の事案対応に関
すること
新型インフルエンザ以外の感染症発生動向調査に
関すること
新型インフルエンザ以外の感染症診査協議会業務
に関すること
感染症患者医療費公費負担申請事務に関すること
結核患者接触者健診に関すること
結核患者療養支援に関すること
入院措置・勧告関係事務（精神・感染症・結核）
に関すること
精神科病院の指導・監督に関すること（緊急対応
分のみ）
特定医療費（指定難病）に係る支給認定手続に関
すること

障害の内容・備考

専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
常時監視業務委託先からの
報告遅延
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）

専門スタッフの不足

委員（医師）の対応
委託医療機関の体制確保
専門スタッフの不足
医師の不足

小児慢性特定疾病医療費の支給認定の手続に関す
ること
ＨＩＶ・肝炎ウイルスに関する相談業務に関する 保健所長(医師)の対応が必
こと
須
肝炎治療費助成事業に関すること
光化学スモッグによる健康被害発生時の緊急措置
対応に関すること
不妊治療支援事業，広島県不妊検査・一般不妊治
療費助成事業に関すること
母体保護法に基づく指定，届出の受理に関するこ
と

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
生活衛生課

環境管理課

東 部 厚 生 環 厚生課
境事務所・
保健所

保健課

業務内容
水道事業に関する災害・健康危機管理事案への対
応に関すること
水道事業に関する許認可等に関すること
食中毒等健康危機管理事案対応に関すること
食品衛生法・条例に関する許認可等に関すること
麻薬取扱者等の許可，免許，届出関係事務に関す
ること
医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の
確保等に関する法律の許可に関すること
毒物及び劇物取締法の登録に関すること
献血の推進（血液の確保）に関すること
災害救急用医薬品等の需給調査及び安定供給に関
する業務に関すること
事故等（水質汚染事故，大気汚染事故，オキシダ
ント等）の緊急時対応業務に関すること
公共用水域の水質等常時監視の健康項目超過時の
追跡調査業務に関すること
不法投棄監視業務（廃棄物の投棄による感染拡大
防止）に関すること
廃棄物排出事業者， 処理 業者 の監 視・ 指導 業務
（廃棄物による感染拡大防止）に関すること
公害苦情への対応業務に関すること（健康被害等
を伴う苦情相談の場合）
災害対策業務に関すること
病院，診療所等の開設・運営に関すること
老人居宅生活支援事業等の届出に関すること
介護保険事業者の指定等に関すること
母子父子寡婦福祉資金の貸付業務に関すること
新型インフルエンザ以外の感染症の事案対応に関
すること
新型インフルエンザ以外の感染症発生動向調査に
関すること
新型インフルエンザ以外の感染症診査協議会業務
に関すること
感染症患者医療費公費負担申請事務に関すること
結核患者接触者健診に関すること
結核患者療養支援に関すること
入院措置・勧告関係事務（精神・感染症・結核）
に関すること
精神科病院の指導・監督に関すること（緊急対応
分のみ）
特定医療費（指定難病）に係る支給認定手続に関
すること
小児慢性特定疾病医療費の支給認定の手続に関す
ること
ＨＩＶ・肝炎ウイルスに関する相談業務に関する
こと
肝炎治療費助成事業に関すること
光化学スモッグによる健康被害発生時の緊急措置
対応に関すること
不妊治療支援事業，広島県不妊検査・一般不妊治
療費助成事業に関すること
母体保護法に基づく指定，届出の受理に関するこ
と

障害の内容・備考

専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
常時監視業務委託先からの
報告遅延
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）

専門スタッフの不足

委員（医師）の対応
委託医療機関の体制確保
専門スタッフの不足
医師の不足

保健所長(医師)の対応が必
須

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
生活衛生課

環境管理課

東 部 厚 生 環 厚生課
境事務所・
保健所福山
支所
保健課

業務内容
水道事業に関する災害・健康危機管理事案への対
応に関すること
水道事業に関する許認可等に関すること
食中毒等健康危機管理事案対応に関すること
食品衛生法・条例に関する許認可等に関すること
麻薬取扱者等の許可，免許，届出関係事務に関す
ること
医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の
確保等に関する法律の許可に関すること
毒物及び劇物取締法の登録に関すること
献血の推進（血液の確保）に関すること
災害救急用医薬品等の需給調査及び安定供給に関
する業務に関すること
事故等（水質汚染事故，大気汚染事故，オキシダ
ント等）の緊急時対応業務に関すること
公共用水域の水質等常時監視の健康項目超過時の
追跡調査業務に関すること
不法投棄監視業務（廃棄物の投棄による感染拡大
防止）に関すること
廃棄物排出事業者， 処理 業者 の監 視・ 指導 業務
（廃棄物による感染拡大防止）に関すること
公害苦情への対応業務に関すること（健康被害等
を伴う苦情相談の場合）
災害対策業務に関すること
病院，診療所等の開設・運営に関すること
母子父子寡婦福祉資金の貸付業務に関すること
新型インフルエンザ以外の感染症の事案対応に関
すること
新型インフルエンザ以外の感染症発生動向調査に
関すること
新型インフルエンザ以外の感染症診査協議会業務
に関すること
感染症患者医療費公費負担申請事務に関すること
結核患者接触者健診に関すること
結核患者療養支援に関すること
入院措置・勧告関係事務（精神・感染症・結核）
に関すること
精神科病院の指導・監督に関すること（緊急対応
分のみ）
特定医療費（指定難病）に係る支給認定手続に関
すること
小児慢性特定疾病医療費の支給認定の手続に関す
ること
ＨＩＶ・肝炎ウイルスに関する相談業務に関する
こと
肝炎治療費助成事業に関すること
光化学スモッグによる健康被害発生時の緊急措置
対応に関すること
不妊治療支援事業，広島県不妊検査・一般不妊治
療費助成事業に関すること
母体保護法に基づく指定，届出の受理に関するこ
と

障害の内容・備考

専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
常時監視業務委託先からの
報告遅延
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）

専門スタッフの不足
医療機関からの報告遅延
委員（医師）の対応
委託医療機関の体制確保
専門スタッフの不足
医師の不足

保健所長(医師)の対応が必
須

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
衛生環境課

業務内容
食中毒等健康危機管理事案対応に関すること
食品衛生法・条例に関する許認可等に関すること
麻薬取扱者等の許可，免許，届出関係事務に関す
ること
医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の
確保等に関する法律の許可に関すること
毒物及び劇物取締法の登録に関すること
献血の推進（血液の確保）に関すること
災害救急用医薬品等の需給調査及び安定供給に関
する業務に関すること
事故等（水質汚染事故，大気汚染事故，オキシダ
ント等）の緊急時対応業務に関すること
公共用水域の水質等常時監視の健康項目超過時の
追跡調査業務に関すること

障害の内容・備考

専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
常時監視業務委託先からの
報告遅延

不法投棄監視業務（廃棄物の投棄による感染拡大 専門スタッフの不足（通報
防止）に関すること
時の調査要員）

試験検査課

北 部 厚 生 環 厚生課
境事務所・
保健所

保健課

廃棄物排出事業者， 処理 業者 の監 視・ 指導 業務
（廃棄物による感染拡大防止）に関すること
公害苦情への対応業務に関すること（健康被害等
を伴う苦情相談の場合）
危機事案（感染症・食中毒・水質汚染等）の
検査に関すること
危機事案の検査実施に必要な最小限の管理業務に
関すること
災害対策業務に関すること
病院，診療所等の開設・運営に関すること
老人居宅生活支援事業等の届出に関すること
介護保険事業者の指定等に関すること
母子父子寡婦福祉資金の貸付業務に関すること
新型インフルエンザ以外の感染症の事案対応に関
すること
新型インフルエンザ以外の感染症発生動向調査に
関すること
新型インフルエンザ以外の感染症診査協議会業務
に関すること
感染症患者医療費公費負担申請事務に関すること
結核患者接触者健診に関すること
結核患者療養支援に関すること
入院措置・勧告関係事務（精神・感染症・結核）
に関すること
精神科病院の指導・監督に関すること（緊急対応
分のみ）
特定医療費（指定難病）に係る支給認定手続に関
すること
小児慢性特定疾病医療費の支給認定の手続に関す
ること
ＨＩＶ・梅毒・肝炎ウイルスに関する相談業務に
関すること
肝炎治療費助成事業に関すること
光化学スモッグによる健康被害発生時の緊急措置
対応に関すること
不妊治療支援事業，広島県不妊検査・一般不妊治
療費助成事業に関すること
母体保護法に基づく指定，届出の受理に関するこ
と

専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（検査
結果の遅延）

専門スタッフの不足

委員（医師）の対応
委託医療機関の体制確保
専門スタッフの不足
医師の不足

保健所長(医師)の対応が必
須

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
生活衛生課

環境管理課

西部こども家庭センター

業務内容
水道事業に関する災害・健康危機管理事案への対
応に関すること
水道事業に関する許認可等に関すること
食中毒等健康危機管理事案対応に関すること
食品衛生法・条例に関する許認可等に関すること
麻薬取扱者等の許可，免許，届出関係事務に関す
ること
医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の
確保等に関する法律の許可に関すること
毒物及び劇物取締法の登録に関すること
献血の推進（血液の確保）に関すること
災害救急用医薬品等の需給調査及び安定供給に関
する業務に関すること
事故等（水質汚染事故，大気汚染事故，オキシダ
ント等）の緊急時対応業務に関すること
公共用水域の水質等常時監視の健康項目超過時の
追跡調査業務に関すること
不法投棄監視業務（廃棄物の投棄による感染拡大
防止）に関すること
廃棄物排出事業者， 処理 業者 の監 視・ 指導 業務
（廃棄物による感染拡大防止）に関すること
公害苦情への対応業務に関すること（健康被害等
を伴う苦情相談の場合）
児童福祉施設，指定医療機関及び里親への措置等
に関すること

障害の内容・備考

専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
常時監視業務委託先からの
報告遅延
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）
専門スタッフの不足（通報
時の調査要員）

児童虐待に関すること

東部こども家庭センター

児童養護施設等での問題発生への対応に関するこ
と（災害対応を含む）
当直専門員（緊急対応）に関すること
家庭支援相談等事業(電話相談事業)に関すること
ＤＶ被害者等の相談・支援等に関すること
療育手帳交付業務に関すること
要保護児童等一時保護業務（日中・夜間・休日）
に関すること
児童福祉施設，指定医療機関及び里親への措置等
に関すること

非常勤職員の欠勤
非常勤職員の欠勤
非常勤職員の不足
非常勤職員の欠勤

児童虐待に関すること

北部こども家庭センター

県立広島学園
三次看護専門学校

児童養護施設等での問題発生への対応に関するこ
と（災害対応を含む）
家庭支援相談等事業(電話相談事業)に関すること
ＤＶ被害者等の相談・支援等に関すること
療育手帳交付業務に関すること
要保護児童等一時保護業務（日中・夜間・休日）
に関すること
児童福祉施設，指定医療機関及び里親への措置等
に関すること
児童虐待に関すること
児童養護施設等での問題発生への対応に関するこ
と（災害対応を含む）
ＤＶ被害者等の相談・支援等に関すること
療育手帳交付業務に関すること
入所児童生活支援業務（平日・夜間・休日）に関
すること
授業運営に関すること

非常勤職員の欠勤
非常勤職員の不足
非常勤職員の欠勤

婦人相談員等職員の不足
非常勤職員の欠勤
専任教員，講師の不足

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
総合精神保健福祉センター

業務内容
精神保健福祉相談に関すること
医療審査会事務に関すること

障害の内容・備考
専門スタッフの不足
スタッフの不足，
審査会委員(医師)の不足

精神保健福祉手帳，自立支援医療事務に関するこ
審査スタッフ(医師)の不足
と
診療（相談関連）に関すること

医療スタッフの不足

人畜共通伝染病等に関する危機管理事案対応に関
すること
食鳥検査の実施に関すること
食鳥処理場の認定事務に関すること
緊急性を要する咬傷事故等への対応業務に関する
動物愛護センター
こと
動物取扱業の新規登録手続き業務に関すること
特定動物の新規飼養許可手続き業務に関すること
収容動物の飼養管理業務(餌やり，清掃)に関するこ
と
狂犬病発生時の対応業務に関すること
自立支援医療（更生医療）の判定事務に関するこ
身体障害者更生相談所
嘱託医の欠勤
と
補装具の判定事務等に関すること（巡回相談は休
嘱託医の欠勤
止）
障害者総合支援法に係る施設入所の調整に関する
こと
商工労働局 商工労働総務課 局内の総合調整，総括（庶務，法規例規，広報広
聴，災害・危機管理対応，局内の連絡調整等）に
関すること
東部産業支援担
―
当
中小企業等復興
支援プロジェク ―
ト・チーム
食肉衛生検査所

雇用労働政策課
働き方改革推
進・働く女性応
援課
職業能力開発課
イノベーション
推進チーム

―
―
技能検定合格証書の発行に関すること
計量器の検定・検査に関すること
計量関係事業者の登録等に関すること
商品量目等計量制度に係る相談等に関すること
電気工事士免状の交付等に関すること
電気工事業者の登録等に関すること
―

産業人材課
医工連携推進プ
ロジェクト・ ―
チーム
経営革新課
中小企業事業者等からの融資相談に関すること
各種融資制度の承認に関すること
貸金業者への苦情相談に関すること
貸金業の登録等に関すること
県内投資促進課 ―
海外ビジネス課 ―
ひろしまブラン
―
ド推進課
観光課
旅行業者・通訳案内士の登録等に関すること

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
大阪情報センター
広島高等技術専門校・技術短
期大学校

業務内容
―
施設管理業務，職業訓練業務に関すること（状況
に応じ校閉鎖等を検討）
訓練手当事務（受講状況確認）に関すること
施設管理業務，職業訓練業務に関すること（状況
呉高等技術専門校
に応じ校閉鎖等を検討）
訓練手当事務（受講状況確認）に関すること
施設管理業務，職業訓練業務に関すること（状況
福山高等技術専門校
に応じ校閉鎖等を検討）
訓練手当事務（受講状況確認）に関すること
施設管理業務，職業訓練業務に関すること（状況
三次高等技術専門校
に応じ校閉鎖等を検討）
訓練手当事務（受講状況確認）に関すること
施設管理業務，職業訓練業務に関すること（状況
広島障害者職業能力開発校
に応じ校閉鎖等を検討）
訓練手当事務（受講状況確認）に関すること
農林水産局 農林水産総務課 局内の総合調整，総括（庶務，法規例規，局内の
連絡調整等）に関すること
広報・広聴に関すること
災害・危機管理に関すること
団体検査課
農業協同組合等団体の指導監督(許認可・命令等)に
関すること
就農支援課
制度資金事務に関すること
被災農業者に対する災害資金等の融資に関するこ
と
農業経営発展課 主要農作物種子対策（種子生産事務）に係る許認
可等に関すること
経営安定対策等の実施に伴う次年度の対応事務に
関すること
販売・連携推進
主要食料の確保のための支援に関すること
課
農業技術課
農薬販売届の受理に関すること
農業情報システムによる緊急情報等に関すること
病害虫発生予察対応に関すること

障害の内容・備考

「安心！広島ブランド」特栽認証制度に関すること

畜産課

水産課

林業課

森林保全課

肥料取締法（登録，届出）に関すること
制度資金事務（畜産関係資金）に関すること
動物薬事(監視指導)に係る許認可等に関すること
家畜病性鑑定，死亡牛のＢＳＥ検査及び家畜伝染
病防疫体制に関すること
制度資金事務（漁業金融）に関すること
漁業の許認可，漁船登録，遊漁船業登録に関する
こと
赤潮・貝毒対策，コイ疾病及び漁業災害情報・調
査への対応に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自 工事請負等業務従事者の欠
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
勤
森林計画制度に係る認定等に関すること
林業・木材産業関係制度資金事務に関すること
森林災害，林道災害及び林業労働災害対応等に関
すること
民有林の開発規制に関する許可等に関すること
保安林及び保安施設地区に係る許可等に関するこ
と
土砂の適正処理に関する許可等に関すること
林野火災及び山地災害対応等に関すること

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
業務内容
農林整備管理課 災害・危機事案への対応に関すること
農業土木工事及び森林土木工事の技術管理及び進
行管理に関すること
農業基盤課
農地及び農業用施設等の災害に関すること
西 部 農 林 水 参事（技術指導
工事・業務の検査及び成績評定に関すること
産事務所
検査担当）
参事（ＡＰ担
農林漁業の災害情報対応に関すること
当）
「安心！広島ブランド」特栽認証制度に関するこ
農村振興課
と
農業経営基盤強化促進法基本構想（市町策定）の
同意に関すること
経営所得安定対策の実施に伴う次年度の対応事務
に関すること
農作物等災害情報対応に関すること
漁業の許認可，漁船登録等，遊漁船業登録等に関
水産課
すること
赤潮・貝毒対策，コイ疾病，水質汚染事故及び漁
業災害情報・調査への対応に関すること
漁業の許認可，漁船登録等，遊漁船業登録等に関
水産第二課
すること
赤潮・貝毒対策，コイ疾病，水質汚染事故及び漁
業災害情報・調査への対応に関すること
農村整備第一課 農地及び農業用施設等の災害に関すること
用地関係事務に関すること
農村整備第二課 公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
林務第一課
民有林の開発規制に関する許可等に関すること
保安林及び保安施設地区に係る許可等に関するこ
と
土砂の適正処理に関する許可等に関すること
有害鳥獣捕獲の許可に関すること
狩猟免許更新事務に関すること
狩猟者登録事務に関すること
死亡野鳥・傷病鳥獣への対応に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
林野火災，森林災害，山地災害及び自然公園施設
災害対応等に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
林務第二課
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
林野火災，森林災害及び山地災害対応等に関する
こと
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
林務第三課
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
林野火災，森林災害，林道災害及び林業労働災害
対応等に関すること
西 部 農 林 水 参事（技術指導
工事・業務の検査及び成績評定に関すること
産 事 務 所 検査担当）
呉 農 林 事 業 参 事 （ Ａ Ｐ 担 農林漁業の災害情報対応に関すること
当）
所
「安心！広島ブランド」特栽認証制度に関するこ
農村振興課
と
農業経営基盤強化促進法基本構想（市町策定）の
同意に関すること
経営所得安定対策の実施に伴う次年度の対応事務
に関すること
農作物等災害情報対応に関すること

障害の内容・備考
委託業務従事者の欠勤

工事請負等業務従事者の欠
勤

工事請負等業務従事者の欠
勤
工事請負等業務従事者の欠
勤
工事請負等業務従事者の欠
勤

所

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
農村整備課

林務課

西部農林水
産 事 務 所
東広島農林
事業所

東部農林水
産事務所

業務内容
農地及び農業用施設等の災害に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
用地関係事務に関すること
海岸管理（各種協議・事故等）に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
保安林及び保安施設地区に係る許可等に関するこ
と
死亡野鳥・傷病鳥獣への対応に関すること
林野火災，森林災害，山地災害，林道災害，自然
公園施設災害及び林業労働災害対応等に関するこ

参事（技術指導
工事・業務の検査及び成績評定に関すること
検査担当）
参事（ＡＰ担
農林漁業の災害情報対応に関すること
当）
「安心！広島ブランド」特栽認証制度に関するこ
農村振興課
と
農業経営基盤強化促進法基本構想（市町策定）の
同意に関すること
経営所得安定対策の実施に伴う次年度の対応事務
に関すること
農作物等災害情報対応に関すること
農村整備課
農地及び農業用施設等の災害に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
用地関係事務に関すること
海岸管理（各種協議・事故等）に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
林務課
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
民有林の開発規制に関する許可等に関すること
保安林及び保安施設地区に係る許可等に関するこ
と
土砂の適正処理に関する許可等に関すること
死亡野鳥・傷病鳥獣への対応に関すること
林野火災，森林災害，山地災害，林道災害，自然
公園施設災害及び林業労働災害対応等に関するこ
参事（技術指導
工事・業務の検査及び成績評定に関すること
検査担当）
参事（ＡＰ担
農林漁業の災害情報対応に関すること
当）
「安心！広島ブランド」特栽認証制度に関するこ
農村振興課
と
農業経営基盤強化促進法基本構想（市町策定）の
同意に関すること
経営所得安定対策の実施に伴う次年度の対応事務
に関すること
農作物等災害情報対応等に関すること
漁業の許認可，漁船登録等，遊漁船業登録等に関
水産課
すること
赤潮・貝毒対策，コイ疾病，水質汚染事故及び漁
業災害情報・調査への対応に関すること
農村整備課
農地及び農業用施設等の災害に関すること
用地関係事務に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
海岸管理（各種協議・事故等）に関すること
農地保全に係る地すべり防止区域の管理（各種協
議）に関する事

障害の内容・備考
工事請負等業務従事者の欠
勤

工事請負等業務従事者の欠
勤

工事請負等業務従事者の欠
勤

工事請負等業務従事者の欠
勤

工事請負等業務従事者の欠
勤

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
林務課

業務内容
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
保安林及び保安施設地区に係る許可等に関するこ
と
保安林の指定・解除等に関すること
狩猟免許更新事務に関すること
有害鳥獣捕獲の許可に関すること
狩猟者登録事務に関すること
死亡野鳥・傷病鳥獣への対応に関すること
林野火災，森林災害，山地災害，林道災害，自然
公園施設災害及び林業労働災害対応等に関するこ
三川ダム管理事 放流・利水調整に関すること
務所
ダム管理（警報・事故対応等）に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
東 部 農 林 水 参事（技術指導
工事・業務の検査及び成績評定に関すること
産事務所
検査担当）
尾 道 農 林 事 参 事 （ Ａ Ｐ 担 農林漁業の災害情報対応に関すること
当）
業所
「安心！広島ブランド」特栽認証制度に関するこ
農村振興課
と
農業経営基盤強化促進法基本構想（市町策定）の
同意に関すること
経営所得安定対策の実施に伴う次年度の対応事務
に関すること
農作物等災害情報対応に関すること
農村整備課
農地及び農業用施設等の災害に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
用地関係事務に関すること
海岸管理（各種協議・事故等）に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
林務課
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
保安林及び保安施設地区に係る許可等に関するこ
と
死亡野鳥・傷病鳥獣への対応に関すること
林野火災，森林災害，山地災害，林道災害，自然
公園施設災害及び林業労働災害対応等に関するこ
北 部 農 林 水 参事（技術指導
工事・業務の検査及び成績評定に関すること
産事務所
検査担当）
参事（ＡＰ担
農林漁業の災害情報対応に関すること
当）

障害の内容・備考
工事請負等業務従事者の欠
勤

工事請負等業務従事者の欠
勤

工事請負等業務従事者の欠
勤

工事請負等業務従事者の欠
勤

コイ疾病及び水質汚染事故への対応に関すること
「安心！広島ブランド」特栽認証制度に関するこ
と
農業経営基盤強化促進法基本構想（市町策定）の
同意に関すること
経営所得安定対策の実施に伴う次年度の対応事務
に関すること
農作物等災害情報対応に関すること
農村整備第一課 農地及び農業用施設等の災害に関すること
用地関係事務に関すること
農村整備第二課 公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自 工事請負等業務従事者の欠
勤
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
農村振興課

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
林務第一課

業務内容
保安林及び保安施設地区に係る許可等に関するこ
と
狩猟免許更新事務に関すること
有害鳥獣捕獲の許可に関すること
狩猟者登録事務に関すること
死亡野鳥・傷病鳥獣への対応に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
林野火災，森林災害，山地災害，自然公園施設災
害対応等に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
林務第二課
粛要請に応じられない最低限の工事に限る)
林野火災，森林災害，林道災害，林業労働災害対
応等に関すること
病害虫防除所・農業技術指導 主要作物種子対策事業（ほ場審査・生産物審査）
に関すること
所
病害虫発生予察対応に関すること
災害・危機事案への対応に関すること
農業技術大学校
学生及び研修生に対する教育に関すること
寮の運営に関すること
動植物の飼養・栽培管理に関すること
災害・危機事案への対応に関すること
畜産事務所・家畜保健衛生所 制度資金（畜産関係資金）事務に関すること
動物薬事（動物医薬品の製造・販売）に係る許認
可等に関すること
危機事案への対応に関すること
・家畜病性鑑定，死亡牛の届出の受理及びＢＳＥ
検査
・畜産関係災害情報対応
広島和牛対策経営発展促進事業（血統和牛増産）
及び家畜人工授精事業（実施計画により処置を開
始したもの）に関すること
土木建築局 土木建築総務課 局内の総合調整，総括（庶務，法規例規，災害・
危機管理対応，局内の連絡調整等）に関すること
庁舎管理に関すること（地方単独庁舎のみ）
災害復旧工事等の入札・契約業務の制度支援に関
建設産業課
すること
建設業許可に関すること
経営事項審査に関すること
浄化槽法に関すること
解体工事業に関すること
用地課
―
技術企画課
採石法に関すること
砂利採取法に関すること
災害復旧事業に関すること
災害時における執行応援体制に関すること
土木積算ｼｽﾃﾑ，電子入札ｼｽﾃﾑ，建設事業事務管理
総合ｼｽﾃﾑ及び災害情報共有ｼｽﾃﾑの保守・管理に関
すること
道路河川管理課 道路管理瑕疵に係る損害賠償に関すること
河川法の許可等に関すること
普通河川保全条例の許可等に関すること
広島県水防計画に基づく水防に関すること
広島県砂防指定地管理条例の許可等に関すること
急傾斜地崩壊防止法の許可等に関すること
軌道法の許可等に関すること
公物占使用システムの保守管理に関すること

障害の内容・備考

工事請負等業務従事者の欠
勤
工事請負等業務従事者の欠
勤

生活指導監員の欠勤（夜間
警備者の配置）

獣医師の欠勤

採卵・移植実務者の欠勤

委託業務従事者の欠勤

委託業務従事者の欠勤

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
道路企画課

業務内容
広島県道路公社及び広島高速道路公社の事業運営
に関すること（ライフライン確保のための情報提
供及び情報収集に関すること）
道路整備課
道路情報システムの保守管理に関すること
危機管理に関すること（災害・事故情報収集）
河川課
河川管理情報システムの保守管理に関すること
河川防災情報システムの保守管理に関すること
広島県水防テレメータシステムの保守管理に関す
ること
危機管理に関すること（災害報告の取りまとめ，
水防勤務等）
河川法の許認可に関すること
普通河川保全条例の許認可に関すること
災害・危機事案に関すること
小瀬川ダム管理 洪水調整に関すること
事務所
ダムの計測管理に関すること
ダムの巡視・パトロール等に関すること
危機管理への対応に関すること
砂防課・土砂法 土砂災害情報相互通報システム（メール通知）の
指定推進担当 保守管理に関すること
砂防関係システム（砂防ＧＩＳシステム）の保守
管理に関すること
危機管理事案への対応に関すること
砂防指定地管理条例の許可等に関すること
広島空港，広島ヘリポート及びその周辺の管理に
空港振興課
関すること
危機管理に関するこ と（ 広島 空港 ビル ディ ング
㈱）
広島空港Webの運営に関すること
港湾施設及び漁港施設の使用許可（目的外使用許
港湾振興課
可，減免）に関すること
港湾施設及び漁港施設の管理・運営に関すること
（指定管理者・関係地方機関・関係市町との調整
を含む）
契約，協定締結業務に関すること（締結期限の定
まった更新契約等に限る）
契約業務に関すること（契約締結期日が決まって
いるものに限る）
土地売却料もしくは土地貸付料の徴収に関するこ
と（徴収期日が決まっているものに限る）
港湾漁港整備課 危機管理に関すること（水防・災害対応）
河川管理情報システ ムの 保守 管理 に関 する こと
（潮位）
都市計画課
公園の休園等運営に関すること
休園中の施設の管理に関すること
開発許可，宅造許可業務に関すること
土地区画整理事業に係る許認可及び指導監督に関
すること
市街地再開発事業に係る許認可及び指導監督に関
すること
都市災害に関すること
下水道公園課 流域下水道の運転管理に関すること（下水道公社
との連絡・調整を含む）
建築課
建築基準法に基づく建築申請等に関すること
長期優良住宅認定業務に関すること
宅地建物取引業免許，宅地建物取引主任者登録事
務に関すること
耐震改修促進法に関すること

障害の内容・備考

委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤

委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤

委託業務従事者の欠勤

指定管理者・委託業務従事
者の欠勤

委託業務従事者の欠勤
指定管理者業務従事者の欠勤

委託業務従事者の欠勤

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
住宅課
営繕課

西部建設事
務所

業務内容
県営住宅管理に関すること
災害・危機管理事案への対応に関すること

障害の内容・備考
指定管理者業務従事者の欠勤

県庁舎，地方機関事務所及び県公舎の維持管理・ 専門職員の欠勤
補修に関すること
委託業務従事者の欠勤

県庁舎及び広島地区の県公舎の保守管理委託に関 専門職員の欠勤
すること
委託業務従事者の欠勤
事業調整・土砂 災害復旧事業に関すること
工事執行業務従事者の欠勤
法指定推進班 公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
工事執行業務従事者の欠勤
要請に応じられない最低限の工事に限る)
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
工事執行業務従事者の欠勤
繕)
建設総務課
防災業務に関すること
入札・契約事務に関すること（工期変更契約・災
害復旧事業に限る）
危機管理への対応に関すること
建設業課
経営事項審査に関すること
建設業許可等に関すること（更新の審査は除く）
宅地建物取引業に関すること
浄化槽工事業に関すること
解体工事業に関すること
用地第一課
登記事務に関すること
用地第二課
登記事務に関すること
管理第一課
採石法に係る認可等に関すること
砂利採取法に係る認可等に関すること
災害復旧に関すること
道路の占用許可に関すること
特殊車両の通行許可に関すること
道路施設損傷，道路管理瑕疵に関すること
道路パトロールに関すること
河川法等に係る許可等に関すること
普通河川等保全条例に係る許可等に関すること
砂防指定地管理条例等に係る許可等に関すること
急傾斜地崩壊防止法等に係る許可等に関すること
防潮扉・陸閘の開閉に関すること
委託業務従事者の欠勤
危機管理への対応に関すること
海岸法に係る許可等に関すること
水域占用許可等に関すること
海岸巡視業務に関すること
委託業務従事者の欠勤
公有水面埋立法に関すること
河川巡視業務に関すること
委託業務従事者の欠勤
管理第二課
災害復旧に関すること
道路の占用許可に関すること
特殊車両の通行許可に関すること
道路施設損傷，道路管理瑕疵に関すること
道路パトロールに関すること
河川法等に係る許可等に関すること
普通河川等保全条例に係る許可等に関すること
砂防指定地管理条例等に係る許可等に関すること
急傾斜地崩壊防止法等に係る許可等に関すること
危機管理への対応に関すること
河川巡視業務に関すること
委託業務従事者の欠勤

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
維持第一課

業務内容
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
道路パトロールに関すること
道路巡視に関すること
危機管理への対応に関すること（緊急補修・応急
修繕）
各種許認可事務の技術審査に関すること
水門・排水機場に関すること
維持第二課
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
道路パトロールに関すること
道路巡視に関すること
危機管理への対応に関すること（緊急補修・応急
修繕）
各種許認可事務の技術審査に関すること
除雪に関すること
建築課
建築基準法に基づく確認・検査等に関すること
開発許可，宅造許可に関すること
優良宅地・優良住宅の認定に関すること
バリアフリー法の認定に関すること
耐震改修促進法の認定に関すること
災害関連融資に関すること
省エネ法の届出に関すること
建設リサイクル法の届出に関すること
工務第一課
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
工務第二課
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
東部連続立体交 災害復旧事業に関すること
差事業課
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
災害復旧チーム 災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
要請に応じられない最低限の工事に限る)
魚切ダム管理事 洪水調整に関すること
務所
ダムの計測管理に関すること
ダムの巡視・パトロール等に関すること
危機管理への対応に関すること

障害の内容・備考
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤

工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

（別表２・最低限継続すべき通常業務）

西部建設事
務所呉支所

西部建設事
務所廿日市
支所

所属
支所全体

業務内容
防災業務に関すること
防潮扉・陸閘の開閉に関すること
危機管理への対応に関すること
災害復旧事業に関すること
事業調整・土砂 公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
法指定推進班 要請に応じられない最低限の工事に限る)
管理課
建設業許可等に関すること（更新の審査は除く）
経営事項審査に関すること
浄化槽工事業に関すること
解体工事業に関すること
宅地建物取引業に関すること
道路法等に係る許可等に関すること
特殊車両の通行許可に関すること
道路施設損傷，道路管理瑕疵に関すること
道路パトロールに関すること
河川法等に係る許可等に関すること
普通河川等保全条例に係る許可等に関すること
海の管理に関する条例等に係る許可等に関するこ
と
水域占用許可等に関すること
砂防指定地管理条例等に係る許可等に関すること
急傾斜地崩壊防止法等に係る許可等に関すること
海岸法等に係る許可等に関すること
港湾施設の使用許可等に関すること（管理委託先
の市町との調整を含む）
漁港漁場整備法等に係る許可等に関すること
公有水面埋立法に係る同意に関すること
登記事務に関すること
用地課
公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
維持課
要請に応じられない最低限の工事)
道路パトロールに関すること
道路巡視に関すること
除雪に関すること
各種許認可事務の技術審査に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
工務課
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
各種許認可事務の技術審査に関すること
アセットマネジメントに関すること
野呂川ダム管理 洪水調整に関すること
事務所
ダムの計測管理に関すること
ダムの巡視・パトロール等に関すること
事業調整・土砂 災害復旧事業に関すること
法指定推進班 公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
要請に応じられない最低限の工事に限る)
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
繕)

障害の内容・備考
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

委託業務従事者の欠勤

工事執行業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

西部建設事
務所廿日市
支所

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
管理用地課

西部建設事
務所安芸太
田支所

業務内容
防災業務に関すること
採石法に係る許可等に関すること
砂利採取法に係る認可等に関すること
道路の占用許可に関すること
特殊車両の通行許可に関すること
道路施設損傷，道路管理瑕疵に関すること
道路パトロールに関すること
河川法等に関する許可等に関すること
普通河川等保全条例に係る許可等に関すること
海岸法に係る許可等に関すること
砂防指定地管理条例等に係る許可等に関すること
急傾斜地崩壊防止法等に係る許可等に関すること
防潮扉・陸閘の開閉に関すること
危機管理への対応に関すること
港湾施設の使用許可等に関すること（管理委託先
の市町との調整を含む）
港湾区域,海岸保全区域等の許可等に関すること
漁港法に係る許可等に関すること
海岸巡視業務に関すること
登記事務に関すること
土木課
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
道路パトロールに関すること
道路巡視に関すること
除雪に関すること
危機管理への対応に関すること（緊急補修・応急
修繕）
各種許認可事務の技術審査に関すること
厳島港整備課 災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
要請に応じられない最低限の工事に限る)
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
繕)
各種許認可事務の技術審査に関すること
防潮扉・陸閘の開閉に関すること
事業調整・土砂 災害復旧事業に関すること
法指定推進班 公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
要請に応じられない最低限の工事に限る)
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
繕)
建設総務課
危機管理への対応に関すること
防災業務に関すること
入札・契約事務に関すること(工期変更契約・災害
復旧事業に限る)
道路パトロールに関すること

障害の内容・備考

委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤

工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
管理用地課

業務内容
採石法に関すること
砂利採取法に係る認可等に関すること
災害復旧に関すること
道路の占用許可に関すること
特殊車両の通行許可に関すること
道路施設損傷，道路管理瑕疵に関すること
道路パトロールに関すること
河川法等に関する許可等に関すること
普通河川等保全条例に関する許可等に関すること
砂防指定地管理条例等に係る許可等に関すること
急傾斜地崩壊防止法等に係る許可等に関すること
危機管理への対応に関すること
登記事務に関すること
土木課
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
道路パトロールに関すること
道路巡視に関すること
除雪に関すること
危機管理への対応に関すること（緊急補修・応急
修繕を含む）
各種許認可事務の技術審査に関すること
西 部 建 設 事 事業調整・土砂 災害復旧事業に関すること
務 所 東 広 島 法指定推進班 公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
支所
要請に応じられない最低限の工事に限る)
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
管理課
災害復旧に関すること
防災業務に関すること
建設業許可等に関すること（更新の審査は除く）
経営事項審査に関すること
浄化槽工事業に関すること
解体工事業に関すること
宅地建物取引業に関すること
砂利採取法に係る認可等に関すること
道路の占用許可に関すること
特殊車両の通行許可に関すること
道路施設損傷，道路管理瑕疵に関すること
道路パトロールに関すること
河川法等に係る許可等に関すること
普通河川等保全条例に係る許可等に関すること
海岸法に係る許可等に関すること
砂防指定地管理条例等に係る許可等に関すること
急傾斜地崩壊防止法等に係る許可等に関すること
防潮扉・陸閘の開閉に関すること
港湾区域,海岸保全区域等の許可等に関すること
港湾施設の使用許可に関すること（管理委託先の
市町との調整を含む）
漁港法に係る許可等に関すること
海岸巡視業務に関すること
公有水面埋立法に関すること
河川巡視業務に関すること
危機管理への対応に関すること
用地課
登記事務に関すること

障害の内容・備考

工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
維持課

東部建設事
務所

業務内容
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
要請に応じられない最低限の工事)
道路パトロールに関すること
道路巡視に関すること
除雪に関すること
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
繕)
各種許認可事務の技術審査に関すること
工務第一課
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
危機管理への対応に関すること（緊急補修・応急
修繕）
工務第二課
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
危機管理への対応に関すること（緊急補修・応急
修繕）
各種許認可事務の技術審査に関すること
仁賀ダム管理事 ダムの計測管理に関すること
務所
ダムの巡視・パトロール等に関すること
危機管理への対応に関すること
椋梨ダム管理事 洪水調整に関すること
務所
ダムの計測管理に関すること
ダムの巡視・パトロール等に関すること
危機管理への対応に関すること
事業調整・土砂 災害復旧事業に関すること
法指定推進班 公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
要請に応じられない最低限の工事に限る)
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
繕)
管理課
防災業務に関すること
経営事項審査に関すること
建設業許可等に関すること(更新の審査は除く)
宅地建物取引業に関すること
浄化槽工事業に関すること
解体工事業に関すること
道路の占用許可に関すること
特殊車両の通行許可に関すること
道路施設損傷，道路管理瑕疵に関すること
道路パトロールに関すること
河川法等に関する許可等に関すること
普通河川等保全条例に係る許可等に関すること
砂防指定地管理条令等に係る許可等に関すること
急傾斜地崩壊防止法等に係る許可等に関すること
採石法に係る許可等に関すること
砂利採取法に係る認可等に関すること
危機管理への対応に関すること
用地課
登記事務に関すること

障害の内容・備考
工事執行業務従事者の欠勤
工事執業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
維持第一課

維持第二課

工務第一課

工務第二課

港湾課

建築課

業務内容
災害復旧事業に関すること
公共事業の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
道路パトロールに関すること
道路巡視に関すること
除雪に関すること
危機管理への対応に関すること（緊急補修・応急
修繕）
各種許認可事務の技術審査に関すること
ダムの計測管理に関すること
ダムの巡視・パトロール等に関すること
水門・排水機場に関すること
災害復旧事業に関すること
公共事業の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
道路パトロールに関すること
道路巡視に関すること
除雪に関すること
危機管理への対応に関すること（緊急補修・応急
修繕）
各種許認可事務の技術審査に関すること
ダムの計測管理に関すること
ダムの巡視・パトロール等に関すること
水門・排水機場に関すること
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
危機管理への対応に関すること（緊急補修・応急
修繕）
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
危機管理への対応に関すること（緊急補修・応急
修繕）
港湾施設の使用許可に関すること(管理委託先の市
町及び港湾管理ｾﾝﾀｰとの調整に関すること）
漁港法に係る許可等に関すること
港湾区域,海岸保全区域等の許可等に関すること
港湾保安対策に関すること
防潮扉・陸閘の管理，開閉に関すること
港湾施設の管理に関すること（管理委託先の市町
及び港湾管理センターとの調整を含む）
災害復旧に関すること
危機管理への対応に関すること（緊急補修・応急
修繕）
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
建築基準法に基づく確認・検査等に関すること
開発許可，宅造許可に関すること
優良宅地・優良住宅の認定に関すること
バリアフリー法の認定に関すること
耐震改修促進法の認定に関すること
災害関連融資に関すること
省エネ法の届出に関すること
建設リサイクル法の届出に関すること
県営住宅の管理に関すること

障害の内容・備考
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
指定管理者・委託業務従事
者の欠勤

委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
指定管理者・委託業務従事
者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

指定管理者業務従事者の欠勤

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
業務内容
福山幹線道路建 公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
設事業課
危機管理への対応に関すること（緊急補修・応急
修繕）
鞆地区まちづく 公共工事執行に関すること(発注済の最低限の工
り推進事業所 事)
浸水対策班
緊急浸水対策工事執行に関すること(発注済の最低
限の工事)
東部建設事 事業調整・土砂 災害復旧事業に関すること
務所三原支 法指定推進班 公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
所
要請に応じられない最低限の工事に限る)
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
繕)
建設総務課
防災業務に関すること
入札・契約事務に関すること（工期変更契約・災
害復旧事業に限る）
用地課
登記事務に関すること
管理課
採石法に係る許可等に関すること
砂利採取法に係る認可等に関すること
災害復旧に関すること
道路の占用許可に関すること
特殊車両の通行許可に関すること
道路施設損傷，道路管理瑕疵に関すること
道路パトロールに関すること
河川法等に関する許可等に関すること
普通河川等保全条例に係る許可等に関すること
防災業務に関すること
海岸法に係る許可等に関すること
砂防指定地管理条例等に係る許可等に関すること
急傾斜地崩壊防止法等に係る許可に関すること
防潮扉・陸閘の開閉に関すること
危機管理への対応に関すること
港湾施設の使用許可等に関すること（管理委託先
の市町との調整を含む）
港湾区域,海岸保全区域等の許可等に関すること
公有水面埋立法に関すること
海岸巡視業務に関すること
維持課
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
要請に応じられない最低限の工事に限る)
道路パトロールに関すること
道路巡視に関すること
除雪に関すること
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
繕)
各種許認可事務の技術審査に関すること
ダムの計測管理に関すること
ダムの巡視・パトロール等に関すること
水門・排水機場に関すること
工務第一課
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
要請に応じられない最低限の工事に限る)
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
繕)
工務第二課
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
要請に応じられない最低限の工事に限る)

障害の内容・備考
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤

工事執行業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
工務第二課
所属

北部建設事
務所

北部建設事
務所庄原支
所

業務内容
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
繕)
事業調整・土砂 災害復旧事業に関すること
法指定推進班 公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
要請に応じられない最低限の工事に限る)
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
繕)
管理課
防災業務に関すること
災害復旧に関すること
道路の占用許可に関すること
特殊車両の通行許可に関すること
道路施設損傷，道路管理瑕疵に関すること
道路パトロールに関すること
河川法等に関する許可等に関すること
普通河川等保全条例に係る許可等に関すること
砂防指定地管理条例等に係る許可等に関すること
急傾斜地崩壊防止法等に係る許可等に関すること
樋門等の開閉に関すること
危機管理への対応に関すること
経営事項審査に関すること
建設業許可等に関すること(更新の審査を除く)
宅地建物取引業に関すること
浄化槽工事業に関すること
解体工事業に関すること
採石法に係る許可等に関すること
砂利採取法に係る認可等に関すること
用地課
登記事務に関すること
維持課
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
道路・河川パトロールに関すること
道路巡視に関すること
除雪・凍結防止に関すること
危機管理への対応に関すること（緊急補修・応急
修繕）
各種許認可事務の技術審査に関すること
工務課
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
危機管理への対応に関すること（緊急補修等）
建築課
建築基準法に基づく確認・検査等に関すること
開発許可，宅造許可に関すること
優良宅地・優良住宅の認定に関すること
バリアフリー法の認定に関すること
耐震改修促進法の認定に関すること
災害関連融資に関すること
省エネ法の届出に関すること
建設リサイクル法の届出に関すること
県営住宅の管理に関すること
事業調整・土砂 災害復旧事業に関すること
法指定推進班 公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
要請に応じられない最低限の工事に限る)
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
繕)

障害の内容・備考
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

委託業務従事者の欠勤

工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

指定管理者業務従事者の欠勤

工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

北部建設事
務所庄原支
所

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
管理用地課

広島港湾振
興事務所

業務内容
特殊車輌の通行許可に関すること
道路パトロールに関すること
道路施設損傷，道路管理瑕疵に関すること
河川法等に関する許可等に関すること
普通河川等保全条例に係る許可等に関すること
防災業務に関すること
砂防指定地管理条例等に係る許可等に関すること
急傾斜地崩壊防止法等に係る許可等に関すること
危機管理への対応に関すること
登記事務に関すること
採石法に係る許可等に関すること
砂利採取法に係る認可等に関すること
土木課
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
要請に応じられない最低限の工事に限る)
道路パトロールに関すること
道路巡視に関すること
除雪に関すること
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
繕)
各種許認可事務の技術審査に関すること
庄原ダム管理事 公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
務所
要請に応じられない最低限の工事に限る)
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
繕)
事業調整特別班 災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること(発注済の工事で自粛
要請に応じられない最低限の工事に限る)
危機管理への対応に関すること(緊急補修・応急修
繕)
総務課
防災業務に関すること
入札・契約事務に関すること（工期変更契約・災
害復旧事業に限る）
防潮扉・陸閘の開閉に関すること
港営課
危機管理への対応に関すること
港湾施設の使用許可等に関すること（管理委託先
の市町及び港湾管理ｾﾝﾀｰとの調整を含む）
漁港法に係る許可等に関すること
港湾区域,海岸保全区域等の許可等に関すること
港湾保安対策に関すること
港湾施設等の管理に関すること(管理委託先の市町
及び港湾管理センターとの調整を含む)
海岸巡視業務に関すること
宇品港湾ビルの管理に関すること
公有水面埋立法に関すること
工務課
災害復旧事業に関すること
公共工事の執行に関すること（発注済の工事で自
粛要請に応じられない最低限の工事に限る）
水門・排水機場に関すること
防潮扉・陸閘の開閉に関すること
危機管理への対応に関すること（緊急補修・応急
修繕）
各種許認可事務の技術審査に関すること

障害の内容・備考

工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

委託業務従事者の欠勤
指定管理者・委託業務従事
者の欠勤

委託業務従事者の欠勤
指定管理者・委託業務従事
者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
委託業務従事者の欠勤
工事執行業務従事者の欠勤

（別表２・最低限継続すべき通常業務）

企業局

所属
企業総務課

土地整備課
水道課

業務内容
局内の総合調整，総括（庶務，法規例規，災害・
危機管理対応，局内の連絡調整等）に関すること
財務会計オンラインシステムの運用，管理に関す
ること
出納取扱金融機関への資金交付及びデータ伝送に
関すること
起債及び資金調達に関すること
防災対策に関すること
防災体制に関すること
完成団地の防災・維持に関すること
県営水道事業の運営に関すること
災害発生対応等危機管理に関すること
水質事故への復旧対策等に関すること
施設事故への復旧対策等に関すること
工事の検査に関すること

水道広域連携推
防災体制に関すること
進担当
広島水道事務所
ライフライン（県営水道）の継続に関すること
水質管理センター
ライフライン（県営水道）の継続に関すること
病院事業局

県立病院課

県議会事務
局

秘書課
総務課

局内の総合調整，総括（庶務，法規例規，災害・
危機管理対応，局内の連絡調整等）に関すること
正副議長の秘書に関すること
事務局内の総合調整，総括（庶務，法規例規，災
害・危機管理対応，議員・局内の連絡調整等）に
関すること
議会棟等及び公用車の管理に関すること
収入支出及び物品に関すること
議員及び職員（臨時職員，非常勤職員を含む）の
任免，服務管理，安全衛生管理に関すること

議事課

本会議の運営に関すること
各派代表者会議の運営に関すること
議会運営委員会の運営に関すること
常任委員会・特別委員会の運営に関すること
請願及び陳情に関すること

政策調査課

国等への要望事項の取りまとめに関すること
政務調査に関すること
議会広報に関すること

障害の内容・備考
保守委託先のシステムエン
ジニアの欠勤

復旧対策のための要員の不
足
検査のための要員の不足
水供給継続，事故等復旧対
応のための要員の不足
委託業務従事者の欠勤
水供給継続，事故等復旧対
応のための要員の不足
委託業務従事者の欠勤

（別表２・最低限継続すべき通常業務）
所属
教 育 委 員 会 総務課
事務局

業務内容
局内の総合調整，総括（庶務，法規例規，災害・
危機管理対応，局内の連絡調整等）に関すること
争訟に関すること
Heiwaネット（情報通信網）の運営に関すること
秘書広報室
教育委員会ホームページの管理運営に関すること
報道機関等との連絡調整に関すること
教職員免許状の授与，失効及び更新等への対応に
教職員課
関すること
職員給与室
給与・報酬の支払事務に関すること
社会保険の資格取得・喪失に係る手続きに関する
こと
県立学校施設の災害・危機管理事案への対応に関
施設課
すること
職員公舎の災害・危機管理事案への対応に関する
こと
市町立学校施設等の災害等の取りまとめに関する
こと
健康福利課
安全衛生管理に関すること
学校経営支援課 県立学校の指導に関すること
市町教育委員会の指導に関すること
学びの変革推進
―
課
県立学校改革担
―
当
義務教育指導課 ―
幼児教育担当 ―
高校教育指導課 高等学校修学奨励事業に関すること
高等学校等奨学金に関すること
特別支援教育課 就学関係事務に関すること
豊かな心育成課 －
生涯学習課
高等学校卒業程度認定試験に関すること

障害の内容・備考

保守委託業務従事者の欠勤
担当者の欠勤

業務従事者の欠勤
業務従事者の欠勤

災害等の場合，応急工事等
の請負業者従事者の欠勤

実施主体が国であり，全国
同一の日程で行われる。

文化財課
－
西部教育事務所・西部教育事 防災に関すること
務所芸北支所・北部教育事務
図書館，生涯学習センター，
福山少年自然の家，歴史博物
館，歴史民俗資料館・みよし ―
風土記の丘，教育センター
選挙管理委員会事務局
監査委員事務局
人 事 委 員 会 合同総務課
事務局
公務員課
労働委員会事務局

政治資金規正法に基づく閲覧対象文書等の交付に
関すること
選挙の執行に関すること
住民監査請求の受理（停止勧告をすべきものを除
き，監査は休止）に関すること
局内の総合調整，総括（庶務，法規例規，災害・
危機管理対応，局内の連絡調整等）に関すること
委員との連絡調整（採用試験，給与報告・勧告に
係る対応協議等）
労働関係調整法第３７条の規定による通知の受理
に関すること
緊急調整に係る県労委のあっせんに関すること
あっせん員の欠勤
あっせん等に関すること
緊急性を伴うあっせんに関すること
不当労働行為事件の審査に関すること
審査事件に伴う相談業務に関すること

あっせん員の欠勤

