
（１）優先度の考え方等について

区分 考え方 主な業務例

優先 新たに発生する業務 １　感染拡大防止・被害軽減のための業務

２　危機管理体制上必要となる業務

１　感染拡大防止策の周知及び国や県との連携

など

２　対策本部の設置、案内窓口の運営など

継続 通常業務（継続） １　町民の生命、身体、財産を守るための業務

２　町民生活の維持に係る業務

３　法令上継続しなければならない業務

４　役場機能の維持のための業務

１　福祉、介護、社会的弱者への支援など

２　戸籍住民事務、ごみの収集など

３　選挙、法定上の事務など

４　連絡調整、システム維持管理など

縮小 通常業務（縮小） １　感染が拡大する中でも中止は出来ないが、縮小はでき

る業務

２　工夫して業務を継続できる業務

１　内部的な業務、道路管理等の業務

２　許認可、届出、交付等の窓口業務

中止等 通常業務（中止・中断） １　多くの人が集まる業務（施設、イベント）

２　その他、緊急性がなく感染症の終息後に先送りできる

業務

１　イベント、会議、集会、研修など

２　緊急性を要しない、管理、調査、制作立

案、地域振興等の業務



（２）事業の優先度を踏まえた感染症の発生段階による町の体制について

流行の時期に応じて、町の事業について縮小、中止または中断し、町として事業の継続を図る。

今後発生が予想される流行の第２波についても、同様の体制とする。

体制等

職員間の感染拡大を防止するための対策を周知徹底委す

る。「中止等」の事務について、可能であれば中止または

中断する。

職員間の感染拡大を防止するため、また職員の感染により

欠勤者の増大が予測されるが、町民生活・地域経済の影響

を最小限に抑えるため、必要なライフライン等の事業活動

を継続する。限られた職員で対応するため、「縮小」また

は「中止等」の事務について、可能であれば縮小、中止ま

たは中断する。

職員間の感染拡大を防止するため、また職員の感染により

欠勤者の増大が予測されるが、町民生活・地域経済の影響

を最小限に抑えるため、必要なライフライン等の事業活動

を継続する。限られた職員で対応するため、「縮小」また

は「中止等」の事務について、可能であれば縮小、中止ま

たは中断する。

緊急事態解除後は、町対策本部を解散する。また、縮小、

中断した業務について、状況を確認しつつ通常に戻す。

時期

国内発生期

　国内で新型インフルエンザ等が発生した状態

県内発生早期

　埼玉県内で新型インフルエンザ等が発生して

いるが全ての患者の接触歴を疫学調査で追える

段階

県内感染拡大期

　埼玉県内で新型インフルエンザ等の感染被害

が拡大し、患者の接触歴が疫学調査で追えなく

なった事例が生じた状態

小康期

　新型インフルエンザ等の患者の発生が減少



課名 担当名 事務分掌 優先度

新型コロナウイルス感染症感染拡大時における全庁一体的な応援体制に関すること 優先

(1)　町長及び副町長の秘書に関すること。 継続

(2)　儀式、交際、栄典及び表彰に関すること。 中止等

(3)　町長会及び副町長会に関すること。 縮小

(4)　行政会議に関すること。 継続

(5)　広報に関する刊行物の編集及び発行に関すること。 縮小

(6)　行政施策の普及、啓蒙及び宣伝に関すること。 中止等

(7)　広聴に関すること。 継続

(8)　報道機関との連絡調整に関すること。 継続

(9)　町民からの要望に係る事務の窓口に関すること。 継続

(10)　指定統計その他諸統計に関すること。 縮小

(11)　ホームページのコンテンツの管理に関すること。 継続

(1)　公印の管理に関すること。 継続

(2)　認可地縁団体に関すること。 中止等

(3)　自治会等に関すること。 縮小

(4)　コミュニティ施策の総合調整に関すること。 中止等

(5)　コミュニティ組織の育成及びコミュニティ活動の振興に関すること。 中止等

(6)　松伏町コミュニティ推進協議会との連絡調整に関すること。 中止等

(7)　行政相談に関すること。 縮小

(8)　町に対する請願及び陳情に関すること。 縮小

(9)　漂流物の拾得に関すること。 縮小

(10)　自衛官の募集に関すること。 中止等

(11)　庁内案内に関すること。 縮小

(12)　町の境界区域に関すること。 縮小

(13)　公用自動車及び町有建物の管理並びに損害保険に関すること。 継続

総務課 秘書広報担当

庶務防災担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

(14)　庁内の取締に関すること。 継続

(15)　庁舎の設備機械及び庁用共通機器等の管理に関すること。 縮小

(16)　庁舎の維持管理に関すること。 縮小

(17)　物品の購入及び記録管理に関すること。 縮小

(18)　公有財産に関すること(他課の所管に係るものを除く。)。 中止等

(19)　松伏会館の維持管理に関すること。 中止等

(20)　外前野記念会館の維持管理に関すること。 中止等

(21)　越谷・松伏水道企業団との連絡調整に関すること。 縮小

(22)　公益社団法人松伏町シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。 縮小

(23)　消防施設に関すること。 縮小

(24)　吉川松伏消防組合との連絡調整に関すること。 縮小

(25)　江戸川水防事務組合との連絡調整に関すること。 縮小

(26)　防災会議及び防災計画に関すること。 中止等

(27)　松伏町及び埼玉県防災行政無線に関すること。 継続

(28)　自主防災組織に関すること。 縮小

(29)　災害対策に関すること。 継続

(30)　埼玉県市町村総合事務組合との連絡調整(災害に対する補償に関する事務に係るものに限る。)

に関すること。

継続

(31)　武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関す

ること。

縮小

(32)　交通安全対策に関すること。 縮小

(33)　埼玉県市町村総合事務組合との連絡調整(住民に対する交通災害共済に関する事務に係るもの

に限る。)に関すること。

継続

(34)　防犯対策に関すること。 縮小

(35)　防犯灯の設置及び維持管理に関すること。 縮小

(36)　他の課に属しない事項に関すること。 中止等

(37)　課の庶務に関すること。 縮小

(38)　主席工事検査員等の庶務に関すること。 中止等

(1)　職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。 縮小

総務課

庶務防災担当

職員文書担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

(2)　職員の団体に関すること。 縮小

(3)　職員の任用試験及び選考に関すること。 中止等

(4)　職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。 縮小

(5)　職員の研修事務に関すること。 中止等

(6)　職員の被服等の貸与に関すること。 中止等

(7)　埼玉県市町村職員共済組合との連絡調整に関すること。 縮小

(8)　埼玉県市町村総合事務組合との連絡調整(常勤の職員に対する退職手当に関する事務に係るもの

に限る。)に関すること。

縮小

(9)　特別職報酬等審議会に関すること。 中止等

(10)　人事管理制度の調査及び研究に関すること。 中止等

(11)　行政委員会等の委員の任免に関すること。 縮小

(12)　不当要求行為等及び公益通報に関すること。 縮小

(13)　議会の招集及び議案に関すること。 継続

(14)　公告式に関すること。 縮小

(15)　文書事務の指導に関すること。 中止等

(16)　文書の編さん及び整理保存の指導に関すること。 中止等

(17)　条例等の立案指導及び審査に関すること。 縮小

(18)　町例規集の整備に関すること。 中止等

(19)　訴訟等に係る事務の総括に関すること。 縮小

(20)　顧問弁護士に関すること。 縮小

(21)　行政手続法(平成5年法律第88号)及び松伏町行政手続条例(平成11年松伏町条例第2号)に関する

こと(他課の所管に係るものを除く。)。

縮小

(22)　行政不服審査会に関すること。 中止等

(23)　情報公開及び個人情報保護に関すること。 縮小

(24)　情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 中止等

総務課

職員文書担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

新型コロナウイルス感染症対策に関する施策の検討調整に関すること 優先

新型コロナウイルス感染症感染拡大時における全庁一体的な応援体制に関すること 優先

(1)　総合振興計画の策定及び進行管理に関すること。 縮小

(2)　重要施策の立案及び総合調整に関すること。 縮小

(3)　政策の情報収集、調査及び研究に関すること。 縮小

(4)　広域行政に関すること。 縮小

(5)　行政事務の能率化に関すること。 縮小

(6)　国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地利用計画の策定に関すること。 中止等

(7)　バス交通網の整備に関すること。 縮小

(8)　指名競争入札参加資格審査申請の受付及び資格審査に関すること。 縮小

(9)　建設工事等指名業者選定委員会に関すること。 継続

(10)　建設工事等の契約に係る指名停止等の措置に関すること。 継続

(11)　建設工事等の契約に係る指名除外等の措置に関すること。 継続

(12)　入札の執行及び契約に関すること。 継続

(13)　情報化の推進に関すること。 縮小

(14)　高速鉄道東京8号線の延伸に関すること。 中止等

(15)　市町村合併の調査及び研究に関すること。 中止等

(16)　組織機構及び職員の定員管理に関すること。 縮小

(17)　特命事項に関すること。 縮小

(18)　町民のボランティア活動等に関する施策の総合的企画及び調整に関すること。 縮小

(19)　特定非営利活動に関すること。 縮小

(20)　総合教育会議に関すること。 縮小

(21)　社会保障・税番号制度に関すること。 縮小

(22)　課の庶務に関すること。 縮小

(1)　予算編成及び配当に関すること。 継続

(2)　予算の流用及び予備費の充用に関すること。 継続

企画財政課 総合政策担当

財政担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

(3)　町債及び一時借入金に関すること。 継続

(4)　地方交付税に関すること。 継続

(5)　財務計画及び財務統計に関すること。 継続

(6)　財政事情の作成及び公表に関すること。 継続

(7)　寄附金の受領に関すること。 継続

(8)　土地開発基金の運用計画の作成に関すること。 中止等

(9)　決算に添付する関係調書の作成に関すること。 継続

(10)　松伏町土地開発公社に関すること。 縮小

(1)　人権総合調整に関すること。 継続

(2)　男女共同参画に関すること。 継続

(3)　同和対策に関すること。 継続

(4)　人権擁護委員との連絡に関すること。 継続

(5)　国際交流に関すること。 縮小

企画財政課

財政担当

人権推進担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

国民健康保険税の減免に関すること。 優先

国民年金保険料の減免に関すること。 優先

新型コロナウイルス感染症感染拡大時における全庁一体的な応援体制に関すること 優先

(1)　戸籍関係諸届、申請等の受付及び謄写本の作成、交付に関すること。 継続

(2)　戸籍関係諸届、申請等の受付による諸台帳の記載及び整理保管に関すること。 継続

(3)　住民登録関係の諸届、申請等の受付及び謄写本の作成、交付に関すること。 継続

(4)　住民登録関係の諸届、申請等の受付による諸台帳の記載及び整理保管に関すること。 継続

(5)　印鑑に関する届の受付及び証明書の交付に関すること。 継続

(6)　印鑑証明の作成及び印鑑簿の整理保管に関すること。 継続

(7)　中長期在留者及び特別永住者の住居地届出等の事務に関すること。 継続

(8)　人口動態に関すること。 継続

(9)　相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。 継続

(10)　死体埋葬許可書の交付に関すること。 継続

(11)　斎場に関すること。 継続

(12)　一般旅券の発給申請等の受理及び交付に関すること。 継続

(13)　個人番号カード及び通知カードの交付等に関すること。 継続

(14)　課の庶務に関すること。 継続

(1)　国民健康保険の諸届及び申請の受付に関すること。 継続

(2)　国民健康保険特別会計予算及び決算に関すること。 継続

(3)　国民健康保険給付に関すること。 継続

(4)　国民健康保険の諸台帳の整理保管に関すること。 継続

(5)　国民健康保険の趣旨の普及に関すること。 継続

(6)　国民健康保険運営協議会に関すること。 継続

(7)　国民健康保険団体連合会との連絡調整に関すること。 継続

(8)　保健事業に関すること。 継続

(9)　特定健康診査及び特定保健指導（動機付け支援に係るものを除く。）に関すること。 縮小

(10)　国民健康保険税の調査及び賦課調定に関すること。 継続

住民ほけん課 戸籍住民担当

国保年金担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

(11)　過誤納金の還付及び充当に関すること。 継続

(12)　診療報酬の点検に関すること。 継続

(13)　国民年金に関する諸届及び申請の受付に関すること。 継続

(14)　国民年金の趣旨の普及に関すること。 継続

(1)　後期高齢者医療制度に関すること。 継続

(2)　後期高齢者医療特別会計予算及び決算に関すること。 継続

住民ほけん課

国保年金担当

後期高齢者医療担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

新型コロナウイルス感染症感染拡大時における全庁一体的な応援体制に関すること 優先

(1)　町民税(県民税を含む。以下この項において同じ。)の賦課調定に関すること。 継続

(2)　町民税の課税台帳作成及び整理保管に関すること。 継続

(3)　町民税の申告指導に関すること。 縮小

(4)　町民税の減免に関すること。 継続

(5)　町民税の諸証明(納税証明を除く。)に関すること。 継続

(6)　軽自動車税の賦課調定に関すること。 継続

(7)　軽自動車税の課税台帳作成及び整理保管に関すること。 継続

(8)　原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。 継続

(9)　過誤納金の還付充当に関すること。 継続

(10)　町たばこ税の賦課調定に関すること。 継続

(11)　町たばこ税の課税台帳作成及び整理保管に関すること。 継続

(12)　課の庶務に関すること。 縮小

(1)　固定資産税の調査及び評価に関すること。 縮小

(2)　固定資産税の賦課調定に関すること。 継続

(3)　固定資産税の課税台帳作成及び整理保管に関すること。 継続

(4)　土地台帳、家屋台帳、名寄帳及び附属地図の整理保管に関すること。 縮小

(5)　固定資産税の減免に関すること。 継続

(6)　固定資産税の証明(納税証明を除く。)に関すること。 継続

(7)　過誤納金の還付及び充当に関すること。 継続

(8)　国有資産所在市町村交付金及び納付金に関すること。 中止等

(9)　特別土地保有税の賦課調定に関すること。 中止等

(10)　特別土地保有税に係る課税台帳作成及び整理保管に関すること。 中止等

(1)　町税及び国民健康保険税の徴収に関すること。 縮小

(2)　町税及び国民健康保険税の滞納処分に関すること。 縮小

税務課 町民税担当

資産税担当

徴収担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

(3)　町税及び国民健康保険税の徴収猶予に関すること。 継続

(4)　町税及び国民健康保険税の納付受託に関すること。 継続

(5)　町税及び国民健康保険税の徴収の嘱託及び受託に関すること。 継続

(6)　町税及び国民健康保険税の収納管理に関すること。 継続

(7)　町税及び国民健康保険税の督促に関すること。 継続

(8)　過誤納金の還付及び充当に関すること。 継続

(9)　町税及び国民健康保険税の口座振替に関すること。 継続

(10)　納税証明書の交付に関すること。 継続

(11)　町税及び国民健康保険税の不納欠損処分に関すること。 継続

(12)　土地改良区賦課金の収納管理に関すること。 継続

(13)　納税思想の普及に関すること。 縮小

税務課

徴収担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う措置入所（介護施設・障害福祉施設）に関すること 優先

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う介護サービス費の独自減免に関すること 優先

新型コロナウイルス感染症感染拡大時における全庁一体的な応援体制に関すること 優先

(1)　生活保護に関すること。 継続

(2)　旧軍人等の恩給に関すること。 縮小

(3)　引揚者援護事務に関すること。 継続

(4)　行旅病人及び死亡人に関すること。 継続

(5)　民生委員及び児童委員に関すること。 継続

(6)　保護司に関すること。 継続

(7)　日赤事務に関すること。 継続

(8)　福祉団体等に関すること。 縮小

(9)　松伏町社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 継続

(10)　罹災者の援護に関すること。 継続

(11)　女性の福祉相談に関すること。 縮小

(12)　その他社会福祉に関すること。 縮小

(13)　課の庶務に関すること。 縮小

(1)　知的障がい者福祉に関すること。 継続

(2)　身体障がい者福祉に関すること。 継続

(3)　精神障がい者福祉に関すること。 継続

(4)　介護給付費等支給審査会に関すること。 継続

(5)　重度心身障がい者医療費支給に関すること。 継続

(6)　心身障害者地域デイケア施設に関すること。 継続

(7)　かるがもセンターに関すること。 継続

(8)　心身障害者福祉タクシーに関すること。 継続

(9)　特別児童扶養手当に関すること。 継続

(10)　在宅重度心身障害者手当に関すること。 継続

(11)　自立支援医療費の支給に関すること。 継続

社会福祉担当

障がい福祉担当

いきいき福祉課



課名 担当名 事務分掌 優先度

(12)　その他障がい福祉に関すること。 縮小

(1)　介護保険の諸届及び申請の受付に関すること。 継続

(2)　介護保険特別会計予算及び決算に関すること。 継続

(3)　介護保険の資格得喪に関すること。 継続

(4)　介護保険給付に関すること。 継続

(5)　介護保険の趣旨の普及に関すること。 縮小

(6)　介護認定審査会に関すること。 継続

(7)　介護保険事業計画に関すること。 継続

(8)　介護保険料の調査及び賦課調定に関すること。 継続

(9)　介護保険料の徴収及び督促に関すること。 縮小

(10)　介護保険サービス事業者等の指定等に関すること。 継続

(11)　地域支援事業に関すること。 継続

(12)　その他介護保険に関すること。 継続

(13)　北部サービスセンターに関すること。 縮小

(14)　老人福祉計画に関すること。 縮小

(15)　ホームヘルプ事業に関すること。 継続

(16)　デイサービス事業に関すること。 継続

(17)　在宅福祉事業に関すること。 継続

(18)　緊急時通報システムに関すること。 継続

(19)　老人保護措置事業に関すること。 継続

(20)　敬老祝金の支給に関すること。 縮小

(21)　ふれあいセンターに関すること。 継続

(22)　高齢者の移動手段の確保に関すること。 縮小

(23)　その他高齢者福祉に関すること。 縮小

(1)　町民の福祉の増進及び文化の向上に関すること。 縮小

(2)　高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの実施に関すること。 中止等

(3)　本人又は同一世帯に属する者の請求による住民票の写しの交付に関すること。 中止等

(4)　本人又は同一世帯に属する者の請求による住民票記載事項証明書の交付に関すること。 中止等

(5)　印鑑登録証明書の交付に関すること。 中止等

障がい福祉担当

高齢介護担当

北部サービスセンター

いきいき福祉課



課名 担当名 事務分掌 優先度

(6)　個人の町民税(県民税を含む。)の諸証明(納税証明を除く。)の交付に関すること。 中止等

(7)　センターの施設及び設備の提供に関すること。 縮小

(8)　その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。 縮小

北部サービスセンター

いきいき福祉課



課名 担当名 事務分掌 優先度

児童館及び支援センターの電話相談業務 優先

保育所及び学童の自粛要請・閉鎖の事務 優先

子育て臨時給付金支給事務 優先

新型コロナウイルス感染症感染拡大時における全庁一体的な応援体制に関すること 優先

(１)　児童扶養手当に関すること。 継続

(２)　棄児及び迷子の保護に関すること。 縮小

(３)　青少年健全育成及び青少年相談員に関すること。 中止等

(４)　里親及び里子に関すること。 縮小

(５)　母子及び父子家庭等の福祉に関すること。 縮小

(６)　こども医療費支給に関すること。 継続

(７)　保育所に関すること。 継続

(８)　保育の利用及び利用調整に関すること。 縮小

(９)　次世代育成に関すること。 中止等

(10)　児童手当に関すること。 継続

(11)　ひとり親家庭等医療費支給に関すること。 継続

(12)　放課後児童健全育成事業に関すること。 継続

(13)　児童館に関すること。 継続

(14)　児童虐待対応及び要保護児童対策地域協議会に関すること。 継続

(15)　子育て援助活動支援事業に関すること。 縮小

(16)　地域子育て支援センターに関すること。 縮小

(17)　未熟児に対する養育医療の給付等に関すること。 継続

(18)　子ども・子育て支援審議会に関すること。 中止等

(19)　子ども・子育て支援事業計画の策定及び進行管理に関すること。 中止等

(20)　教育・保育施設、地域型保育事業所及び子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。 中止等

(21)　子どものための教育・保育給付の認定及び支給に関すること。 継続

(22)　子育てのための施設等利用給付の認定及び支給に関すること。 継続

(23)　家庭的保育事業等を行う事業所の認可に関すること。 中止等

(24)　一時預かり事業に関すること。 縮小

すこやか子育て課 子育て支援・児童福祉担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

(25)　認可外保育施設に対する報告の徴収、立入調査及び命令に関すること。 中止等

(26)　利用者支援事業に関すること。 中止等

(27)　少子化対策に関すること。 中止等

(28)　その他子育て支援、児童福祉等に関すること。 縮小

(29)　課の庶務に関すること。 継続

(1)　健康増進の立案に関すること。 中止等

(2)　地域医療に関すること。 継続

(3)　医師会との連絡調整に関すること。 継続

(4)　休日当番医に関すること。 継続

(5)　献血に関すること。 縮小

(6)　食品衛生に関すること。 中止等

(7)　予防接種健康被害調査委員会に関すること。 中止等

(8)　感染症予防に関すること。 継続

(9)　防疫活動に関すること。 継続

(10)　予防接種に関すること。 縮小

(11)　家族計画に関すること。 中止等

(12)　生活習慣病予防に関すること。 縮小

(13)　精神保健に関すること。 継続

(14)　乳幼児の虐待の予防及び早期発見に関すること。 継続

(15)　母子保健に関すること。 縮小

(16)　外国人未払医療費に関すること。 中止等

(17)　口腔衛生に関すること。 中止等

(18)　栄養指導に関すること。 中止等

(19)　健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく保健事業に関すること。 中止等

(20)　国民健康保険被保険者に対する特定保健指導(動機付け支援に係るものに限る。)の実施に関す

ること。

中止等

(21)　保健センターに関すること。 縮小

(1)　母子、乳幼児及び老人の保健指導に関すること。 縮小

(2)　成人病予防に関すること。 中止等

すこやか子育て課 子育て支援・児童福祉担当

健康増進担当

保健センター



課名 担当名 事務分掌 優先度

(3)　健康相談に関すること。 継続

(4)　予防接種に関すること。 縮小

(5)　その他保健センター設置の目的を達成するために町長が必要と認めたこと。 中止等

(1)　条例第3条第1項各号に掲げる業務に関すること。 中止等

ア　子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

イ　子育て等に関する相談及び援助の実施に関すること。

ウ　地域の子育て関連情報の提供に関すること。

エ　子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

オ　子育て支援を行う団体への援助等の地域支援活動の実施に関すること。

カ　地域で子育て等に関する問題を抱える家庭への重点的支援に関すること。

キ　前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な業務に関する

こと。

(2)　条例第3条第2項に規定する業務に関すること。 中止等

(3)　センターの利用に関すること。 中止等

(4)　センターの庶務に関すること。 中止等

(5)　備品の管理に関すること。 中止等

(6)　予算及び経理に関すること。 縮小

(7)　施設、設備の維持管理に関すること。 縮小

(8)　その他センターの管理運営に関すること。 中止等

地域子育て支援センター

すこやか子育て課

保健センター



課名 担当名 事務分掌 優先度

仮）小規模事業者支援交付事業に関すること 優先

仮）農業者支援事業に関すること 優先

新型コロナウイルス感染症感染拡大時における全庁一体的な応援体制に関すること 優先

(1)　空き地の適正な管理に関すること。 継続

(2)　鳥獣保護及び狩猟に関すること。 中止等

(3)　自然保護及び美化に関すること。 中止等

(4)　水環境の保全に関すること。 継続

(5)　大気の保全に関すること。 継続

(6)　騒音の規制に関すること。 継続

(7)　振動の規制に関すること。 継続

(8)　悪臭の防止に関すること。 継続

(9)　地盤沈下に関すること。 中止等

(10)　土砂等による土地の埋立て等の規制に関すること。 継続

(11)　その他生活環境を阻害する行為の規制に関すること。 縮小

(12)　特定事業所における管理責任者に関すること。 継続

(13)　犬の登録及び狂犬病予防に関すること。 継続

(14)　環境審議会に関すること。 中止等

(15)　環境保全協定の締結に関すること。 中止等

(16)　墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可に関すること。 継続

(17)　浄化槽の普及及び設置等に関すること。 継続

(18)　一般廃棄物の処理計画に関すること。 縮小

(19)　一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。 縮小

(20)　一般廃棄物収集運搬業及び処分業の許可に関すること。 継続

(21)　浄化槽清掃業の許可に関すること。 継続

(22)　動物死体処理に関すること。 継続

(23)　東埼玉資源環境組合との連絡調整に関すること。 縮小

(24)　中間処理場の管理に関すること。 継続

環境経済課 生活環境担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

(25)　廃棄物減量等推進審議会に関すること。 中止等

(26)　空き缶等の散乱防止に関すること。 継続

(27)　不法投棄の規制に関すること。 継続

(28)　課の庶務に関すること。 縮小

(1)　農業、畜産業等の指導奨励に関すること。 縮小

(2)　農産物生産総合調整に関すること。 縮小

(3)　農作物の病害虫駆除に関すること。 縮小

(4)　家畜衛生に関すること。 継続

(5)　農業関係の融資に関すること。 継続

(6)　担い手育成支援に関すること。 継続

(7)　農業団体に関すること。 縮小

(8)　農政審議会に関すること。 縮小

(9)　農業振興地域整備促進に関すること。 継続

(10)　農村センター及び農村トレーニングセンターの維持管理に関すること。 縮小

(11)　町営農園の維持管理に関すること。 縮小

(12)　その他農政に関すること。 縮小

(13)　農業土木に関すること。 継続

(14)　農業集落排水事業の推進に関すること。 継続

(15)　農業集落排水事業特別会計予算及び決算に関すること。 縮小

(16)　農道整備及び舗装事業に関すること。 継続

(17)　農業用水路及び排水路事業に関すること。 継続

(18)　国営、県営及び団体営土地改良事業に関すること。 継続

(19)　水利及び水路に関すること。 継続

(20)　土地改良団体との連絡調整に関すること。 縮小

(1)　商工業に関すること。 継続

(2)　商工業団体に関すること。 継続

(3)　商工業対策審議会に関すること。 中止等

(4)　中小企業及び勤労者の融資に関すること。 継続

(5)　工業団地に関すること。 縮小

環境経済課 生活環境担当

農政担当

商工担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

(6)　町民まつりの実施に関すること。 中止等

(7)　観光に関すること。 縮小

(8)　計量器に関すること。 縮小

(9)　消費者保護に関すること。 継続

(10)　消費者団体に関すること。 縮小

(11)　消費生活相談に関すること。 継続

(12)　労働相談に関すること。 継続

(13)　労働及び雇用対策に関すること。 縮小

(14)　事業者が取り扱う個人情報の保護等に関すること。 継続

(15)　その他労政に関すること。 継続

環境経済課

商工担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

新型コロナウイルス感染症感染拡大時における全庁一体的な応援体制に関すること 優先

(1)　都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の許可等に関すること。 縮小

(2)　宅地開発指導要綱に関すること。 縮小

(3)　優良宅地の認定に関すること。 縮小

(4)　地区計画の届出の審査に関すること。 縮小

(5)　建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく各種申請書、届出書等の受付及び進達並びに各通知

書の交付に関すること。

縮小

(6)　建築基準法に基づく確認申請書及び許可申請書の審査並びに現場検査に関すること。 縮小

(7)　道路位置指定に関すること。 縮小

(8)　違反建築物の調査、是正指導及び措置に関すること。 縮小

(9)　建築統計事務に関すること。 縮小

(10)　埼玉県建築審査会との連絡調整に関すること。 縮小

(11)　優良住宅新築の認定に関すること。 縮小

(12)　建築相談に関すること。 縮小

(13)　空家等の適正な管理に関すること。 縮小

(14)　屋外広告物の許可及び指導に関すること。 縮小

(15)　電波障害の防止に関すること。 縮小

(16)　その他建築指導に関すること。 縮小

(17)　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出に関する

こと。

縮小

(18)　町有建築物の営繕に関すること。 縮小

(19)　町有建築物及び附属施設工事の設計及び監督に関すること。 縮小

(20)　課の庶務に関すること。 縮小

(1)　都市計画法に基づく都市計画施設内等の建築の許可に関すること。 縮小

(2)　都市計画区域に関すること。 縮小

新市街地整備課 開発建築担当

新市街地整備・公園担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

(12)　町の境界区域に関すること。 縮小

(4)　市街化区域及び市街化調整区域に関すること。 縮小

(5)　用途地域に関すること。 縮小

(6)　地域計画に関すること。 縮小

(7)　都市施設に関すること(他課の所管に係るものを除く。)。 縮小

(8)　地区計画の実施に関すること。 縮小

(9)　国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地の権利移転等の届出に関すること。 縮小

(10)　地価公示及び地価調査に関すること。 縮小

(11)　首都圏整備法(昭和31年法律第83号)に関すること。 縮小

(12)　駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。 縮小

(13)　住宅及び宅地に係る調査及び研究に関すること。 縮小

(14)　住環境整備に関すること。 縮小

(15)　都市計画審議会に関すること。 縮小

(16)　土地区画整理に関すること。 縮小

(17)　土地利用に関すること。 縮小

(18)　都市計画道路その他公共事業に係る用地買収に関すること(他課の所管に係るものを除く。)。 縮小

(19)　都市計画道路その他公共事業に係る移転物等の調査及び積算に関すること(他課の所管に係る

ものを除く。)。

縮小

(20)　都市計画道路、公園、緑地等の事業の実施に関すること(他課の所管に係るものを除く。)。 縮小

(21)　都市公園法(昭和31年法律第79号)に関すること。 縮小

(22)　公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出に関すること。 縮小

(23)　公園、緑地等の管理に関すること。 縮小

(24)　県営公園の調整に関すること。 縮小

(25)　樹木の保存及び緑化の推進に関すること。 縮小

(1)　企業誘致に係る総合調整に関すること。 縮小

(2)　企業との連絡調整に関すること。 縮小

(3)　企業用地の調整に関すること。 縮小

新市街地整備課

新市街地整備・公園担当

企業誘致推進担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

新型コロナウイルス感染症感染拡大時における全庁一体的な応援体制に関すること 優先

(1)　公有財産の登記に関すること(他課の所管に係るものを除く。)。 継続

(2)　道路台帳及び橋梁台帳の整備保管に関すること。 中止等

(3)　町道認定、変更及び廃止処分に関すること。 縮小

(4)　町道の占有に関すること。 継続

(5)　特殊車両の通行許可に関すること。 継続

(6)　道路等の境界確認に関すること。 縮小

(7)　街区基準点に関すること。 縮小

(8)　総合治水に関すること。 継続

(9)　国土交通省が所管する国有財産の管理に関すること。 中止等

(10)　国土交通省が所管する国有財産の登記嘱託に関すること(他課の所管に係るものを除く。)。 中止等

(11)　道路その他公共事業に係る用地買収に関すること(他課の所管に係るものを除く。)。 継続

(12)　道路その他公共事業に係る移転物等の調査及び積算に関すること(他課の所管に係るものを除

く。)。

継続

(13)　用地買収及び移転補償の庶務に関すること。 継続

(14)　放置車両の措置に関すること。 中止等

(15)　道路、橋梁及び排水路の維持管理に関すること。 継続

(16)　道路、橋梁及び排水路の新設工事並びに維持修繕工事の設計並びに監督に関すること。 縮小

(17)　その他土木工事に関すること。 継続

(18)　課の庶務に関すること。 縮小

(1)　下水道施設の維持管理に関すること。 継続

(2)　下水道台帳の作成及び保管に関すること。 継続

(3)　受益者負担金事務に関すること。 継続

(4)　区域外流入に係る分担金事務に関すること。 継続

(5)　下水道使用料に関すること 継続

まちづくり整備課 土木担当

下水道担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

(6)　水洗便所改造資金の貸付に関すること。 縮小

(7)　下水道の普及促進に関すること。 中止等

(8)　公共下水道事業特別会計予算及び決算に関すること。 継続

(9)　排水設備指定工事店の指定及び指導、監督に関すること。 縮小

(10)　排水設備の指導及び検査に関すること。 継続

(11)　下水道事業に係る町債に関すること。 縮小

(12)　都市下水路の維持管理に関すること。 継続

(13)　下水道事業審議会に関すること。 中止等

(14)　下水道事業の調査、計画及び認可に関すること。 縮小

(15)　下水道事業の設計施行及び監督に関すること。 縮小

まちづくり整備課

下水道担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

新型コロナウイルス感染症感染拡大時における全庁一体的な応援体制に関すること 優先

1　教育委員会の会議に関すること。 継続

2　教育委員会規則、規程等の制定及び改廃に関すること。 継続

3　条例の制定及び改廃の申し出に関すること。 継続

4　請願及び陳情に関すること。 継続

5　教育長の秘書に関すること。 継続

6　教育行政施策の企画、調整に関すること。 継続

7　教育関係の調査、統計に関すること。 継続

8　職員の任免その他の人事に関すること。 継続

9　職員の研修及び福利厚生に関すること。 縮小

10　公印の管理及び文書の収受に関すること。 継続

11　教育要覧の編集及び広報に関すること。 縮小

12　表彰及び叙勲(教職員を除く。)に関すること。 継続

13　教育予算の編成及び経理に関すること。 継続

14　教材費等の補助金に関すること。 継続

15　教育施設の補助金及び起債に係る資料の調整に関すること。 継続

16　教育財産の取得及び処分の申し出に関すること。 中止等

17　教育施設に係る調査、統計に関すること。 継続

18　教育施設の建設計画に関すること。 中止等

19　学校管理用備品及び教材教具等備品の整備に関すること。 縮小

20　進学融資資金利子補給に関すること。 縮小

21　他の担当の所掌に属さない事項に関すること。 縮小

22　課の庶務に関すること。 縮小

1　児童生徒の就学及び転学に関すること。 継続

2　学齢簿の編成保管に関すること。 中止等

総務担当

学務担当

教育総務課



課名 担当名 事務分掌 優先度

3　学校教職員の任免その他の人事に関すること。 継続

4　学校教職員の勤務評定に関すること。 継続

5　学級編制に関すること。 継続

6　教科用図書の支給及び教材の取り扱いに関すること。 継続

7　学校管理規則に定められた報告、届出、承認、許可に関すること。 継続

8　通学区域の設定、改廃に関すること。 中止等

9　表彰及び叙勲に関すること。 中止等

10　小中学校学区審議会に関すること。 中止等

11　学校教育の調査及び統計に関すること。 継続

12　学齢児童生徒の就学援助に関すること。 継続

13　医療費の補助に関すること。 継続

14　学校教職員の福利厚生に関すること。 縮小

15　学校の設置、廃止に関すること。 中止等

16　学校保健の指導助言に関すること。 縮小

17　児童、生徒及び教職員の健康診断並びに健康管理に関すること。 継続

18　就学児の健康診断に関すること。 中止等

19　学校環境衛生に関すること。 継続

20　学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 縮小

21　日本体育・学校健康センターに関すること。 継続

22　給食センターとの連絡調整に関すること。 縮小

23　その他学校保健に関すること。 縮小

1　学校経営の指導助言に関すること。 縮小

2　教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。 継続

3　学校教職員の研修、指導助言に関すること。 縮小

4　心身障害児教育指導に関すること。 継続

5　学校教育における人権教育に関すること。 縮小

6　安全教育に関すること。 継続

7　児童生徒の体力向上に関すること。 縮小

8　語学指導助手に関すること。 縮小

学務担当

指導担当

教育総務課



課名 担当名 事務分掌 優先度

9　教育相談及び就学相談に関すること。 継続

10　教育研究団体の指導助言に関すること。 中止等

11　教科用図書の採択及び副読本に関すること。 継続

12　学校教育に係る専門的事項に関すること。 中止等

13　教育の広報活動に関すること。 中止等

14　適応指導教室との連絡調整に関すること。 縮小

(1)　給食センターの庶務に関すること。 縮小

(2)　物品、見積及び契約に関すること。 継続

(3)　搬送に関すること。 継続

(4)　施設、設備及び器具の維持管理に関すること。 縮小

(5)　予算及び経理に関すること。 縮小

(6)　給食人員及び給食費に関すること。 継続

(7)　学校給食運営委員会に関すること。 中止等

(8)　献立作成に関すること。 縮小

(9)　給食賄い材料の購入及び保管に関すること。 継続

(10)　調理業務に関すること。 継続

(11)　給食用食器、食缶の管理及び洗浄に関すること。 継続

(12)　栄養指導に関すること。 縮小

指導担当

給食センター

教育総務課



課名 担当名 事務分掌 優先度

新型コロナウイルス感染症感染拡大時における全庁一体的な応援体制に関すること 優先

1　生涯学習推進に関すること。 縮小

2　生涯学習推進会議に関すること。 中止等

3　学習情報の提供に関すること。 縮小

4　国内地域間交流に関すること。 中止等

5　社会教育の企画及び調査統計に関すること。 縮小

6　公民館その他社会教育施設、管理連絡調整に関すること。 継続

7　幼児教育、青少年教育及び成人教育に関すること。 中止等

8　視聴覚教育に関すること。 中止等

9　社会教育における人権教育に関すること。 中止等

10　社会教育関係団体の指導育成に関すること。 中止等

11　社会教育委員会に関すること。 縮小

12　成人を祝う会に関すること。 中止等

13　町史編さん委員会に関すること。 縮小

14　町史編集委員等に関すること。 縮小

15　町史の調査及び研究に関すること。 縮小

16　文化財保護審議委員会に関すること。 中止等

17　町史及び文化財の普及啓発に関すること。 中止等

18　その他社会教育に関すること。 縮小

19　課の庶務に関すること。 継続

1　社会体育の企画、調整に関すること。 縮小

2　体育関係団体の指導、育成に関すること。 縮小

3　体育行事及びレクリエーションに関すること。 中止等

4　スポーツ推進委員に関すること。 縮小

5　体育指導者の育成に関すること。 縮小

教育文化振興課 社会教育担当

社会体育担当



課名 担当名 事務分掌 優先度

6　社会体育施設の整備、管理及び運営に関すること。 縮小

7　学校体育施設の開放に関すること。 中止等

8　体育関係備品の貸し出し、保管に関すること。 中止等

9　スポーツ協会に関すること。 継続

10　その他社会体育に関すること。 縮小

(1)　各種学級、講座、講習会、展示会等の開催に関すること。 中止等

(2)　体育、レクリエーション等に関すること。 中止等

(3)　各種団体の育成及び連絡調整に関すること。 縮小

(4)　図書、記録、資料等の整備及び活用に関すること。 縮小

(5)　公民館の使用に関すること。 中止等

(6)　使用料の徴収に関すること。 縮小

(7)　公印の管理及び文書の収受に関すること。 縮小

(8)　公民館の庶務に関すること。 縮小

(9)　備品の管理に関すること。 縮小

(10)　予算及び経理に関すること。 縮小

(11)　施設、設備の維持管理に関すること。 縮小

(12)　文化芸術の振興に関すること。 縮小

(13)　文化芸術の情報提供に関すること。 中止等

(14)　文化芸術の鑑賞事業に関すること。 縮小

(15)　音楽によるまちづくりに関すること。 縮小

(16)　その他公民館の管理運営に関すること。 縮小

(1)　各種学級、講座、講習会、展示会等の開催に関すること。 中止等

(2)　体育、レクリエーション等に関すること。 中止等

(3)　多世代交流事業に関すること。 中止等

(4)　各種団体の育成及び連絡調整に関すること。 中止等

(5)　図書、記録、資料等の整備及び活用に関すること。 縮小

(6)　学習館の使用に関すること。 中止等

(7)　使用料の徴収に関すること。 縮小

(8)　公印の管理及び文書の収受に関すること。 縮小

教育文化振興課

社会体育担当

中央公民館

多世代交流学習館



課名 担当名 事務分掌 優先度

(9)　学習館の庶務に関すること。 縮小

(10)　備品の管理に関すること。 縮小

(11)　予算及び経理に関すること。 縮小

(12)　施設、設備の維持管理に関すること。 縮小

(13)　その他学習館の管理運営に関すること。 縮小

(1)　体育及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。 中止等

(2)　センターの使用に関すること。 中止等

(3)　使用料の徴収に関すること。 縮小

(4)　公印の管理及び文書の収受に関すること。 縮小

(5)　センターの庶務に関すること。 縮小

(6)　備品の管理に関すること。 縮小

(7)　予算及び経理に関すること。 縮小

(8)　施設、設備の維持管理に関すること。 縮小

(9)　その他センターの管理運営に関すること。 縮小

教育文化振興課

多世代交流学習館

B&G海洋センター



課名 担当名 事務分掌 優先度

新型コロナウイルス感染症感染拡大時における全庁一体的な応援体制に関すること 優先

(1)　議会の会議に関すること。 継続

(2)　議事日程及び諸報告に関すること。 継続

(3)　議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。 継続

(4)　会議記録の調製及び保管に関すること。 継続

(5)　議会運営委員会に関すること。 継続

(6)　常任委員会及び特別委員会に関すること。 継続

(7)　全員協議会及び各種協議会に関すること。 継続

(8)　公聴会に関すること。 継続

(9)　傍聴に関すること。 継続

(10)　議案の審議に必要な資料の調整に関すること。 継続

(11)　諸法規の調査研究に関すること。 継続

(12)　各種調査及び情報の収集に関すること。 継続

(13)　議決謄本及び抄本の交付に関すること。 継続

(14)　その他議事一般に関すること。 縮小

(15)　文書の収受、発送及び保管に関すること。 縮小

(16)　情報公開・個人情報保護に関すること。 継続

(17)　公印の保管に関すること。 継続

(18)　議員の身分に関すること。 継続

(19)　予算、決算及び経理に関すること。 継続

(20)　関係条例、規則等の整備に関すること。 継続

(21)　儀式、交際及び接待に関すること。 縮小

(22)　慶弔に関すること。 継続

(23)　議長会に関すること。 縮小

(24)　議員共済会及び互助会に関すること。 縮小

議会事務局 議会事務局



課名 担当名 事務分掌 優先度

(25)　政務調査費に政務活動費に関すること。 継続

(26)　議員の公務災害に関すること。 継続

(27)　職員の任免、給与、厚生及び賞罰に関すること。 継続

(28)　職員の服務及び規律に関すること。 継続

(29)　議員の議員報酬及び費用弁償等に関すること。 継続

(30)　議会図書室に関すること。 継続

(31)　備品及び消耗品の管理に関すること。 縮小

(32)　議場その他会議室等の管理及び取締りに関すること。 継続

(33)　その他庶務に関すること。 縮小

議会事務局 議会事務局



課名 担当名 事務分掌 優先度

新型コロナウイルス感染症感染拡大時における全庁一体的な応援体制に関すること 優先

会計管理者 審査・出納担当 (1)　現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。 継続

(2)　収支日計表の作成に関すること。 継続

(3)　歳入歳出予算に係る出納及び記録に関すること。 継続

(4)　歳入歳出外現金の出納及び記録に関すること。 継続

(5)　会計諸帳簿の管理保管に関すること。 継続

(6)　歳入歳出決算の調製に関すること。 継続

(7)　会計監査資料の作成に関すること。 継続

(8)　支出負担行為の確認に関すること。 継続

(9)　支出命令の審査に関すること。 継続

(10)　前渡資金、概算払、前金払及び精算調整に関すること。 継続

(11)　指定金融機関に関すること。 縮小

(12)　財産（公有財産及び物品を除く。）の記録管理に関すること。 縮小

(13)　保証金及び担保物件の出納及び保管に関すること。 縮小

(14)　有価証券及び基金の出納及び保管に関すること。 縮小

(15)　室の庶務に関すること。 縮小

(16)　その他出納事務に関すること。 縮小


