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1　次に掲げる情報については，各担当所属において閲覧をすることができます。
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担当所属名 番号 情報の内容 担当課で公開する範囲等 県以外のホームページの掲載場所等

各所属共通事項
1 各所属の業務概要 　

各所管所属共通事項
2
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
等に定める行政庁への提出書類

徳島県が所管する公益法人及び移行法人の
一覧表に記載の所管課室で閲覧可

国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト
公益法人information

危機管理政策課
3 危機管理会議開催結果

とくしまゼロ作戦課
4 徳島県石油コンビナート等防災計画

とくしまゼロ作戦課
事前復興室 5 徳島県地震防災緊急事業五箇年計画

6 徳島県津波浸水想定
以下の所属で閲覧可
とくしまゼロ作戦課，県庁ふれあいセンター，県立防災セン
ター，南部総合県民局津波減災部（南部圏域のみ）

7
1/25,000徳島県中央構造線活断層帯（讃岐山脈南縁）
活断層図

以下の所属で閲覧可
とくしまゼロ作戦課，県庁ふれあいセンター，県立防災セン
ター，西部総合県民局企画振興部（美馬庁舎、三好庁舎）

8 徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第１次）

9 徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第２次）

10
中央構造線・活断層地震による震度分布図及び液状化
危険度分布

11 徳島県中央構造線・活断層地震被害想定

消防保安課
12 徳島県消防年報

13 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準

14 「徳島県消防団応援の店」制度

15 消防防災航空隊コーナー

グリーン社会推進課
16 徳島県環境白書 　

17 入札情報

18 入札結果

19 発注見通し

20 竹ヶ島海域公園自然再生事業実施計画

21 徳島県エコショップ事業所一覧

環境指導課
22 産業廃棄物処理業許可業者名簿

23 産廃多量排出事業者の処理計画書等の公表

24 ＰＣＢ廃棄物の保管等の届出

25 「自動車リサイクル法」フロン類回収業者登録簿

26 「自動車リサイクル法」引取業者登録簿

27 「自動車リサイクル法」解体業許可業者名簿

28 「自動車リサイクル法」破砕業許可業者名簿

29 徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定について

30 第一種フロン類充填回収業者登録簿

31 徳島県産業廃棄物処理指導要綱

32 廃棄物最終処分場跡地の指定区域

環境管理課
33 公害審査委員候補者名簿 氏名等法令の規定事項に限る

34 ダイオキシン類の測定結果（常時監視結果）

35 ダイオキシン類の測定結果(自主測定結果)

36 大気汚染の状況についての測定結果

37
公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況についての
測定結果

38
特定事業の許可地一覧（建設残土等の受け入れを行う
箇所（残土処分場等））

生活環境保全条例第６２条の規定により許
可を受けた特定事業（3000平方メートル以
上の土砂等の埋立て等をする事業）の事業
箇所、埋立量、事業者の連絡先等

https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shakaikoken/2009030500045
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shakaikoken/2009030500045
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
http://anshin.pref.tokushima.jp/bunya/kikikanri-conference/
http://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2013012300059/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/bosai/kikikanri/5033538
https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2012121000010/
https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2012091200380/
https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2012091200380/
https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2013071900016/
https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2013112100023/
https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2017032800308/
https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2017032800308/
https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2017072500091/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/tokei/7205307/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/iryo/5027171/
http://shouboudan-ouennomise.jp/
https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2012082900343/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/jouhou/ankens/front?dantai_code=360000
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/kekka/ankens/front?dantai_code=360000
http://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/5008142
https://www.pref.tokushima.lg.jp/recyclenet
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/recycling/2016061700122/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/recycling/2004043000032/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/recycling/2009052100025/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/recycling/2004122900017/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/recycling/2004122900017/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/recycling/2004122900017/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/recycling/2004122900017/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/recycling/5003943/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/recycling/2012041000145
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/recycling/2015103100012/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/recycling/2016010700067/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/kankyoumondai/water/chemical/dioxin/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/kankyoumondai/water/chemical/dioxin/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/kankyoumondai/air_quality/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/kankyoumondai/water/water/groundwater.html
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/kankyoumondai/water/water/groundwater.html
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2011012100143
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2011012100143


保健製薬環境セン
ター 39 徳島県の大気汚染監視情報 　

40 年報・出版物のご案内

41 県内感染症発生動向情報

42 環境大気測定局測定結果報告書

43 試験研究評価委員会評価結果
徳島県立保健製薬環境センターのホーム
ページの表紙ページ「試験研究評価委員会
について」の項目に情報を掲載している。

消費者政策課
44 消費者被害防止緊急情報 徳島県消費者情報センターHP

45 相談状況 徳島県消費者情報センターHP

安全衛生課
46 リスクコミュニケーション実施状況

47 理容師法に基づく理容所開設関連情報 各保健所で閲覧可

48 美容師法に基づく美容所開設関連情報 各保健所で閲覧可

49 食品衛生法に基づく営業許可関連情報 各保健所で閲覧可

50
徳島県の「食の安全・安心」に係る公表基準に基づき
公表する「食中毒の発生」に係る情報

「1 事案の内容、2 経過状況、3 対応策」
以上の内容を公表

51 牛肉の放射性物質の検査結果

52 食品中の放射性物質検査結果

53 クリーニング師試験過去問題
随時掲載

54 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録

55 徳島県ＨＡＣＣＰ認証施設等名簿

56 「徳島県食品衛生監視指導計画」実施結果

57 適正表示推進事業者認定制度

動物愛護管理セン
ター 58

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく動物取扱業
登録者名簿

総合政策課
59 徳島発の政策提言

万博推進課

60 全国知事会要望書 全国知事会のＨＰ

61 四国知事会要望書

62 近畿ブロック知事会要望書

63 中四国サミット要望書

統計データ課
64 徳島県推計人口 徳島県オープンデータポータルサイトに掲載

65 徳島県年齢別推計人口 徳島県オープンデータポータルサイトに掲載

66 徳島県人口移動調査結果報告書 徳島県オープンデータポータルサイトに掲載

67 毎月勤労統計調査(地方調査)(徳島県公表分) 徳島県オープンデータポータルサイトに掲載

68 工業統計調査結果(徳島県の工業)

69 商業統計調査結果(徳島県公表分)

70 徳島県鉱工業生産指数 徳島県オープンデータポータルサイトに掲載

県立総合大学校本部
71 高等教育機関の長と知事との懇談会

72 大学連携・地方創生推進費補助金交付要綱

73 徳島県奨学金返還支援制度関係補助金交付要綱

市町村課
74 徳島県各市町村公共施設等総合管理計画

75 徳島県内市町村の財政状況資料集

76 地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況

77 徳島県内の市町村公営企業の経営比較分析表

78 市町村税務統計書

79 徳島県内市町村における地方行政サービス改革の取組
状況等について

80 徳島県内市町村の給与情報等

81 市町村におけるテレワーク導入マニュアル

http://www.tokushima-hokancenter.jp/taiki/pc/top/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kenko/2003062300048/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kansensho/2004062300038/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2014101000171/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kenko/2014111200080/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/shohi/merumaga/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/shohi/soudan/
https://anshin.pref.tokushima.jp/bunya/syoku-riscomi/
http://anshin.pref.tokushima.jp/bunya/syoku/
http://anshin.pref.tokushima.jp/bunya/syoku/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shokunoanzen/2011081200041
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shokunoanzen/2012011900178
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/seikatsueisei/5041318
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/seikatsueisei/5046226/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shokunoanzen/2016051900129
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shokunoanzen/2015070100169
https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2015100800038/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/seikatsueisei/5040974
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/seikatsueisei/5040974
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kenseisogo/seisakuteigen
http://www.nga.gr.jp/data/document/index.html
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/2012121400087
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/nogyo/2014021300429
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shohiseikatsu/5022682
https://www.pref.tokushima.lg.jp/statistics/month/jinkou
https://ouropendata.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/statistics/year/nenrei
https://ouropendata.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/statistics/year/idou
https://ouropendata.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/statistics/month/5013275/
https://ouropendata.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/statistics/year/industry/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/statistics/year/commerce/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/statistics/month/iip
https://ouropendata.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/7205028/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/7202540/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/shushokushien/5008226
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/5008073
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/2013041700035
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/5042047/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/5034641/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/zeikin/2009060500046
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/7205530/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/7205530/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/5008090
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/2016032800073


82 県内の過疎地域一覧

83 県内の振興山村一覧

84 県内の辺地一覧

とくしまぐらし応援
課 85 とくしま人口ビジョン

86 ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略

87 地方創生“挙県一致”協議会

88
徳島県権限移譲推進要綱（平成18年3月策定）に基づく
権限移譲

デジタルとくしま推
進課 89

「徳島県無料公衆無線ＬＡＮサービスとくしま無料Wi-
Fi」スポット一覧 とくしま無料Wi-Fiポータルサイト

90 デジタルとくしま推進プラン

91 ＥＢＰＭ報告書

秘書課
92 知事交際費の執行状況

総務課
93 徳島県内の私立学校

94 私立学校関係申請等事務の手引き

95 私立高等学校等の授業料軽減制度

96 高等学校等就学支援金制度

97 高等学校等奨学のための給付金制度

98 宗教法人名簿
県庁ふれあいセンターでの閲覧,写しの交
付

人事課
99 職員の再就職状況

100 贈与等報告書等 県庁ふれあいセンターで閲覧可

人事課
101 ネーミング･ライツ制度導入施設一覧

102 指定管理者導入施設一覧

管財課
103 物品調達情報

104 予定価格 物品等の入札に係る予定価格を事後公表

105
物品購入等の契約に係る一般競争入札（指名競争入
札）参加資格者名簿

　
106 工事の入札結果表  

107 工事の発注見通し

108 県有未利用地及び県有地の売却及び貸付情報

109 県有地売払い状況（結果）

110 未利用財産の売却計画

111 県有庁舎等維持管理における委託契約指針

112
自動販売機を設置するための県有財産の賃貸借に係る
公募結果

随時掲載

113
令和2-4年度「県有庁舎等の清掃業務及び設備運転管理
業務の委託契約に係る一般（指名）競争入札参加資格
者」の名簿について

114 入札結果表

115 見積結果表

116 契約結果表

117 徳島県公有財産有効活用リスト

税務課
118 徳島県税務統計書

119 地方税のしおり

120 不動産と税金

121 県税申請書等ダウンロード

スマート県庁推進課
122 徳島県の情報化戦略

未来創生政策課
123 ＮＰＯ法人認証順一覧

124 ＮＰＯ法人50音順一覧

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/2010110400148/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/2008120400043/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/2013022600095/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/2015013000013/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/2015013000013/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/2015013000013/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/2016032500034/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/2016032500034/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/2016032500034/
http://tokushima-wifi.jp/
http://tokushima-wifi.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ict/5042707/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/tokei/5049784/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor/cost/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/5021002
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kyoiku/gakkokyoiku/5027446
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/2009021800079
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/5025670
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/7206646/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/tokei/5030918/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kenseisogo/gyozaiseikaikaku/5001610
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kenseisogo/gyozaiseikaikaku/2013072600175
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/nyusatsu/buppin/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/nyusatsu/baikyaku/2014122500070/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/nyusatsu/baikyaku/5050735/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/nyusatsu/baikyaku/5039325/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/nyusatsu/itaku/5012380/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/nyusatsu/sonotanyusatsu/5045140
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/nyusatsu/sonotanyusatsu/5045140
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/nyusatsu/sonotanyusatsu/5009225/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/nyusatsu/sonotanyusatsu/5009225/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/nyusatsu/sonotanyusatsu/5009225/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/kigyoyuchi/2017060100173
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/zeikin/5012078/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/zeikin/5012064/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/zeikin/5012077/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/zeikin/2016011800162/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ict
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shakaikoken/5019888
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shakaikoken/5019888


125 ＮＰＯ法人の事業報告書等

事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び
財産目録等
※以下の所属で閲覧可
未来創生政策課、NPO法人の主たる事務所
を管轄する総合県民局各庁舎

内閣府NPOホームページ
（https://www.npo-homepage.go.jp/）

男女参画・人権課
126 教材資料一覧

あいぽーと徳島：徳島県人権教育啓発推進センターのペー
ジ

127
[徳島県人権教育・啓発に関する基本計画」に係る事業
実施状況報告

128 人権問題派遣講師一覧
あいぽーと徳島：徳島県人権教育啓発推進センターのペー
ジ

129
地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女
性に関する施策の推進状況

内閣府男女共同参画局HP

130 フレアキャンパス情報
ときわプラザ：徳島県立男女共同参画総合支援センターの
ページ

131 貸出資料一覧
ときわプラザ：徳島県立男女共同参画総合支援センターの
ページ

次世代育成・青少年
課 132

社会福祉施設等の整備について国庫補助等協議を行っ
た場合及び内示のあった場合の施設に係る設置主体の
名称、施設種別

133
国庫補助等により整備する社会福祉施設等に係る入札
結果表

 

134 子育て支援情報 はぐくみネット

135 県が所管する社会福祉法人の決算書（平成28年度以降） 貸借対照表及び収支計算書

136 とくしま子ども・若者支援機関マップ

137 教育・保育情報

文化・未来創造課
138 企業メセナ情報（文化）

文化資源活用課
139 徳島の文化財

140 メセナ（企業助成）

141 特別天然記念物「カモシカ」について

142 徳島県文化財マイスター

文化の森振興セン
ター 143 美術品等の価格等 公表は、３ヶ月間

144 文化の森各館協議会の議事録概要

保健福祉政策課
145

県が所管する社会福祉法人の決算書（平成２４年度～
平成２７年度）

貸借対照表及び収支計算書 平成２８年度以降(独)福祉医療機構HP

146 徳島県社会福祉施設名簿

147 福祉避難所の指定状況について

148 徳島県福祉避難所運営マニュアル作成指針

149 徳島県災害時保健衛生活動マニュアル

150 保健福祉行政の概要

151 徳島県福祉サービス評価基準

152
社会福祉施設整備工事に係る契約等事務手続きについ
て

153 後期高齢者医療事業状況報告書（事業年報）  厚生労働省HPに掲載

154 国民健康保険事業状況

医療政策課
155 医療機関開設状況  

156 小児救急・臓器移植に関する情報

157 医療機関情報（医療とくしま）

158
医療施設等の整備について国庫補助協議を行った場合
及び内示のあった場合の、施設に係る設置主体の名称
及び施設種別等の一覧

159 医療法人の定款、監事の監査報告書、事業報告書等

健康づくり課

160
社会福祉施設等の整備について国庫補助協議を行った
場合及び内示のあった場合の施設に係る設置主体の名
称、施設種別

 随時掲載

161
国庫補助により整備する社会福祉施設等に係る入札結
果表

 随時掲載

162 難病指定医療機関の指定について

163 難病指定医の指定について

164
指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定につい
て

165 徳島県がん検診精度管理調査結果 県のホームページに掲載

国保自立支援課

https://www.aiport.jp/shiryo/page01.html
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/jinken/2004122800010
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/jinken/2004122800010
https://www.aiport.jp/katsudo/haken/page02.html
https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
https://www.pref.tokushima.lg.jp/flair/event/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/flair/book/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kosodateshien/5049973
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kosodateshien/5049973
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kosodateshien/5049973
https://www.tokushima-hagukumi.net/
https://www.wam.go.jp/wamnet/zaihyoukaiji/pub/PUB0200000E00.do
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/seishonenikusei/5050556/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kosodateshien/5042680
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/bunka/5047002
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/bunka/5020073
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/bunka/2002031800053
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/bunka/2016042700134
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kyoiku/bunka/2010051300118
https://art.bunmori.tokushima.jp/pr/hodo/pr.html
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/miraisouseibunkabu/bunkanomorishinkoucenter/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/chiikifukushi/5007448/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/chiikifukushi/5007448/
http://www.wam.go.jp/wamnet/zaihyoukaiji/pub/PUB0200000E00.do
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/chiikifukushi/5033765/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/chiikifukushi/5018344/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/chiikifukushi/5027321/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kenko/5045712/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kenko/5031511/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/chiikifukushi/5043088
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/chiikifukushi/2014052900100/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/chiikifukushi/2014052900100/
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450390&tstat=000001044948
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/2017060500119/
http://anshin.pref.tokushima.jp/med/
http://anshin.pref.tokushima.jp/med/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5014645
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5014645
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/shogaifukushi/2006113000010
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/shogaifukushi/2006113000010
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kenko/2015042700151/


166 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定について

167 小児慢性特定疾病指定医の指定について

薬務課
168 温泉成分登録分析機関登録簿

長寿いきがい課
169

養護老人ホームの一覧表（住所、定員数、電話番号
等）

170
特別養護老人ホームの一覧表（住所、定員数、電話番
号等）

171
軽費老人ホーム（Ａ型・ケアハウス）の一覧表（住
所、定員数、電話番号等）

172 県が所管する社会福祉法人の決算書 貸借対照表及び収支計算書 (独)福祉医療機構HP

173 地域包括支援センター設置状況

174 有料老人ホームの一覧表

175 介護老人保健施設の一覧表

176 介護医療院の一覧表

障がい福祉課
177 指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）の指定

について
 

178 工賃（賃金）実績について

179 障がい者施設の利用状況 徳島県オープンデータポータルサイト

180 ガイドヘルパー養成研修について
ガイドヘルパー養成研修事業徳島県指定事
業者一覧及び研修日程

181
指定障がい福祉サービス事業所等（訪問系除く）の指
定状況について

徳島県オープンデータポータルサイト

182
県が所管する社会福祉法人の決算書（平成２４年度～
平成２７年度）

貸借対照表及び収支計算書 平成２８年度以降(独)福祉医療機構HP

183 行動援護従業者養成研修徳島県指定事業者一覧
行動援護従業者養成研修事業徳島県指定事
業者一覧及び研修日程

184 同行援護従業者養成研修について
同行援護従業者養成研修事業徳島県指定事
業者一覧及び研修日程

商工政策課
185 徳島県企業ＢＣＰ認定企業一覧

186 徳島県企業ＢＣＰ認定審査要領（R3年度申請用）

187
徳島県企業ＢＣＰ認定審査要領（更新分）（令和3年度
申請用）

188
「令和3年度　徳島県企業ＢＣＰ認定制度」に関するＱ
＆Ａ

企業支援課
189 大規模小売店舗立地法の規定による届出

190 貸金業者登録簿
登録貸金業者の代表者名、本店の住所、電
話番号を公開

金融庁のＨＰ（登録貸金業者情報で検索）

新未来産業課
191

電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく電気
工事業の登録関連情報

労働雇用戦略課
192 はぐくみ支援企業・認証企業名簿

193 はぐくみ支援企業・表彰企業名簿

194
障がい者雇用優良企業（団体）名簿

観光政策課
195 入札情報

196 入札結果

197 発注見通し

もうかるブランド推
進課 198 『とくしま特選ブランド』登録商品

199 野菜生産指針 所属及び各農業支援センターで閲覧可

200 果樹生産指針 所属及び各農業支援センターで閲覧可

201 花き生産指針 所属及び各農業支援センターで閲覧可

鳥獣対策・ふるさと
創造課 202 徳島県の鳥獣保護区等位置図

203 農作物被害状況

204 中山間地域等直接支払制度の実施状況 　

畜産振興課

205
徳島県の「食の安全・安心」に係る公表基準に基づき
公表する「高病原性鳥インフルエンザ発生時」・「死
亡牛ＢＳＥ検査における確認検査陽性時」に係る情報

「1 事案の内容、2 経過状況、3 対応策」
以上の内容を公表

スマート林業課
206 県内の特用林産物生産状況（56表，57表）

207 徳島県の森林気象被害の推移（69表）

208 徳島県の間伐実施面積（39表）

209 木材価格の推移（15表，16表）

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5014645
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5014553
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5040798
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/koreishafukushi/5007760
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/koreishafukushi/5007760
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/koreishafukushi/5011981
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/koreishafukushi/5011981
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/koreishafukushi/5007746
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/koreishafukushi/5007746
http://www.wam.go.jp/wamnet/zaihyoukaiji/pub/PUB0200000E00.do
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/koreishafukushi/5008409
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/koreishafukushi/5035976
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/koreishafukushi/2014041000033/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/FAQ/docs/5019057
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/shogaifukushi/5040841
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/shogaifukushi/5040841
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/shogaifukushi/5013325
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/2015031700223
http://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/2006042400066/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/shogaifukushi/5008297
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/shogaifukushi/5008297
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/chiikifukushi/2013071700135
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/chiikifukushi/2013071700135
http://www.wam.go.jp/wamnet/zaihyoukaiji/pub/PUB0200000E00.do
http://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/shogaifukushi/2015012200032/
http://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/shogaifukushi/2013011600099
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/7204897
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5048423/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5048423/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5048427/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5048427/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5048423/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5048423/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5001036/
http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/2009040600025
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/2009040600025
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/rodokankei/2017051800112
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/rodokankei/5036005
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/rodokankei/5045388
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/jouhou/ankens/front?dantai_code=360000
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/kekka/ankens/front?dantai_code=360000
http://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/nogyo/5049884
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/5051497/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/chouju/higai/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/nogyo/5049770/
http://anshin.pref.tokushima.jp/bunya/syoku/
http://anshin.pref.tokushima.jp/bunya/syoku/
http://anshin.pref.tokushima.jp/bunya/syoku/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ringyo/2012030500052
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ringyo/2012030500052
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ringyo/2012030500052
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ringyo/2012030500052


210 木材需給実績（17表）

211 林業機械保有台数の推移（59表）

水産振興課
212

徳島県の「食の安全・安心」に係る公表基準に基づき
公表する「貝毒発生」に係る情報

「1 事案の内容、2 経過状況、3 対応策」
以上の内容を公表

随時掲載

213 経営指標 各農業支援センターでも閲覧可

214
徳島県の「食の安全・安心」に係る公表基準に基づき
公表する「農薬使用」に係る情報

「1 事案の内容、2 経過状況、3 対応策」
以上の内容を公表

随時掲載

農山漁村振興課
215 入札情報

216 入札結果

217 発注見通し 東部農林水産局及び総合県民局でも閲覧可

218
徳島県入札・契約情報公表要綱に公表を規定されてい
る事項

219 土地改良工事積算基準（単価編） 東部農林水産局及び総合県民局でも閲覧可

220 工事及び委託業務に係る設計書の積算内訳 監督員が所属する各機関で閲覧可

221 徳島県の土地改良区の概要

生産基盤課
222 工事及び委託業務に係る設計書の積算内訳 監督員が所属する各機関で閲覧可

223 入札情報  

224 入札結果

225 発注見通し 東部農林水産局及び総合県民局でも閲覧可

226 海岸保全区域台帳（農林水産基盤整備局所管分のみ）

227
地すべり防止区域の指定（農林水産基盤整備局所管分
のみ）

228 特定漁港漁場整備事業 事業実施市町村で閲覧可

229 海岸保全区域台帳 南部総合県民局(美波）でも閲覧可

230 漁港整備の事業評価 　 水産庁のＨＰ（漁場の整備）

森林整備課
231 山地災害危険地区情報 総合県民局等でも閲覧可

232 治山林道工事の事業評価結果  

233 入札情報

234 入札結果  

235 発注見通し ＨＰ掲載は、工事のみ

236 森林土木事業積算資料（単価編） 総合県民局等でも閲覧可

237 森林整備事業設計標準歩掛 東部農林水産局及び総合県民局でも閲覧可

238 農山漁村地域整備交付金に係る整備計画・評価

239 徳島県農林土木工事共通仕様書

240 徳島県農林土木工事施行管理基準（案）

241 徳島県農林土木業務共通仕様書

建設管理課
242 入札情報 公共入札室、総合県民局等で閲覧可

243 入札結果 公共入札室、総合県民局等で閲覧可

244 入札参加資格業者名簿（ランク） 総合県民局等でも閲覧可

245 建設業許可業者一覧

246 発注見通し 総合県民局等でも閲覧可
四国内の工事・業務発注見通し情報
http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prosp
ect.html

247 入札契約に係る各種要綱等  

248 入札参加者資格停止業者  

　
249 建設業者監督処分簿

250
建設業許可申請書類（変更届出書，決算変更届出書を
含む）

県知事許可業者は総合県民局等で閲覧可

251 経営事項審査結果通知書 建設業情報管理センターのＨＰ
http：//www.ciic.or.jp/

252 特例浄化槽工事業届出
県外業者分は本庁
県内業者は総合県民局等

農林水産総合技術支
援センター
経営推進課

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ringyo/2012030500052
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ringyo/2012030500052
http://anshin.pref.tokushima.jp/bunya/syoku/
http://anshin.pref.tokushima.jp/bunya/syoku/
http://anshin.pref.tokushima.jp/bunya/syoku/
http://anshin.pref.tokushima.jp/bunya/syoku/
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/jouhou/ankens/front?dantai_code=360000
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/kekka/ankens/front?dantai_code=360000
https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/
https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/
https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/kensetsugyo/5009172
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/nogyo/5036455
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/jouhou/ankens/front?dantai_code=360000
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/kekka/ankens/front?dantai_code=360000
http://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ringyo/2010102100087
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kenseisogo/shingikai/chijibukyoku/2009102600505
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/jouhou/ankens/front?dantai_code=360000
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/kekka/ankens/front?dantai_code=360000
http://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/tb/jigyoshanokata/sangyo/kensetsugyo/5009172
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ringyo/2013122400083
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/nogyo/5035714
https://www.pref.tokushima.lg.jp/tb/jigyoshanokata/sangyo/kensetsugyo/5009172
https://www.pref.tokushima.lg.jp/tb/jigyoshanokata/sangyo/kensetsugyo/5009172
https://www.pref.tokushima.lg.jp/tb/jigyoshanokata/sangyo/kensetsugyo/5009172
https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/
https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/
https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/kensetsu/2017040900038/
https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/
http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html
http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html
http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/cm_engi/shinsa/prospect.html
https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/
https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/
http://www.ciic.or.jp/
http://www.ciic.or.jp/
http://www.ciic.or.jp/
http://www.ciic.or.jp/


253
徳島県における特定建設資材に係る分別解体等及び特
定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関す
る指針

総合県民局等でも閲覧可

254 土木工事標準積算基準書（１）（２） 総合県民局等でも閲覧可

255 設計業務等標準積算基準書 総合県民局等でも閲覧可

256 建設機械等損料算定表 総合県民局等でも閲覧可

257
県土整備部発注の工事及び委託業務に係る設計書の積
算内訳

総合県民局等でも閲覧可

258 土木工事設計材料単価 総合県民局等でも閲覧可

259 土木工事設計労務単価 総合県民局等でも閲覧可

260 設計業務委託等技術者単価 総合県民局等でも閲覧可

261 既存地盤情報データ 徳島県地盤情報検索サイト「AwaJiban」

用地対策課
262 不動産鑑定業者登録簿 所属で閲覧可

263 不動産鑑定業者事業実績等 所属で閲覧可

　
264 地価調査書 県内図書館、総合県民局等でも閲覧可

265 徳島県内不動産鑑定業者一覧 類似情報が県不動産鑑定士協会HPに掲載(会員一覧）

266 地価公示（徳島県分）標準地別価格及び変動率一覧表

267 測量業者の登録簿等 所属で閲覧

道路整備課

268 道路の区域変更・供用開始平面図 総合県民局等で閲覧可

269 道路台帳 総合県民局等で閲覧可

都市計画課
270 都市計画事業の認可等の関係図書

271 都市計画決定図書 　

272 徳島県景観形成指針

273 開発許可の手引

274
旧住造法（旧住宅地造成事業に関する法律（昭和39年
法律第160号）関係簿冊）

275 徳島県震災復興都市計画指針

住宅課
276 宅地建物取引業者名簿・免許申請書・変更届出書 所属で閲覧可

277 建築計画概要書 総合県民局等で閲覧可

278 築造計画概要書 総合県民局等で閲覧可

279 定期調査報告概要書 総合県民局等で閲覧可

280 定期検査報告概要書 総合県民局等で閲覧可

281 建築基準法令による処分等の概要書 総合県民局等で閲覧可

282 全体計画概要書 総合県民局等で閲覧可

283 宅地建物取引士資格試験問題と正解番号表
（一財）不動産適正取引推進機構HPに掲載
https://www.retio.or.jp/past/past_ques_ans.html

284 指定構造計算適合性判定機関

285 指定確認検査機関
日本建築行政会議HPに掲載
http://www.jcba-net.jp

286 サービス付き高齢者向け住宅一覧

287 県営住宅一覧及び県営住宅マップ

営繕課
288 入札情報

289 入札結果  

290 発注見通し 工事は、県のホームページに掲載

291 営繕課発注の工事の設計書の積算内訳 所属で閲覧可

292
建設工事（営繕課・住宅課発注）の入札参加者選定の
手引き（県内業者）

公共入札検査課でも閲覧可

河川整備課
293 河川の洪水浸水想定区域図 県のホームページに掲載

294 徳島県高潮浸水想定区域図について 県のホームページに掲載

砂防・気候防災課
295 災害復旧事業国庫負担申請の目論見書 所属で閲覧可能

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009082402830/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009082402830/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009082402830/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009082402847/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009082402847/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009082402847/
https://e-awajiban.pref.tokushima.lg.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/tochi/5049908/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/tochi/2012032700054/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/tochi/5013772/
http://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/toshikeikaku/2009082501144
http://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/toshikeikaku/2012041000138
http://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/toshikeikaku/5012757/
https://www.retio.or.jp/past/past_ques_ans.html
https://www.retio.or.jp/past/past_ques_ans.html
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/2013032500026/
http://www.jcba-net.jp/
http://www.jcba-net.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/2011101200051/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/2015032500198/
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/jouhou/ankens/front?dantai_code=360000
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/kekka/ankens/front?dantai_code=360000
http://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/kasen/2011050600025
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/kasen/5034011


296 土砂災害警戒区域等 水防・砂防情報マップシステムにより公表

297
要配慮者利用施設における「(洪水・土砂災害)避難訓
練の手引き」

県のホームページに掲載

298
要配慮者利用施設の避難確保計画作成の手引き（洪水
編）（土砂災害編）（高潮編）

県のホームページに掲載

水・環境課
299 汚水処理人口の普及状況

300 浄化槽保守点検業者登録簿 所属及び総合県民局で閲覧可

301 徳島県浄化槽保守点検業者一覧

302 下水道台帳（旧吉野川流域下水道幹線管渠） 所属で閲覧可

高規格道路課
303 入札情報

304 入札結果  

305 発注見通し

運輸政策課
306 入札情報

307 入札結果  

　
308 発注見通し 工事は、県のホームページに掲載

309 港湾台帳
東部県土整備局（徳島），鳴門総合サービ
スセンター，南部総合県民局（阿南，美
波）で閲覧可

310 海岸保全区域台帳                 〃

東部県土整備局
311 入札情報

312 入札結果  

313 発注見通し 工事は、県のホームページに掲載

314 道路の区域変更・供用開始に関する資料・道路台帳
閲覧・写しの交付（ただし，写しの交付の
場合は即日交付できないことがあります）

監察評価課
315 文書ファイル管理表 各所属分は各所属でも閲覧可

316 三十年保存文書目録 各所属分は各所属でも閲覧可

317 電磁的記録管理表 各所属分は各所属でも閲覧可

318 個人情報取扱事務登録簿 各所属分は各所属でも閲覧可

319 情報公開制度の運用状況

320 個人情報保護制度の運用状況

321 情報公開審査会答申

322 個人情報保護審査会答申

323
徳島県が公表している特定個人情報保護評価書一覧及
び特定個人情報保護評価書

324 各所属が行うパブリックコメントに関する結果資料

325
県庁ふれあいセンター（万代庁舎）に設置している行
政機関が発行した資料・冊子等

※ただし，複写不可の資料等については，
写しの交付はできません。

326 オープンとくしまｅ－モニターアンケート調査結果

327 徳島県情報公開条例の解釈運用基準 県庁ふれあいセンターで閲覧可

328 徳島県公文書公開事務取扱要綱 〃

329 徳島県個人情報保護条例の解釈運用基準 〃

330 徳島県個人情報保護事務取扱要綱 〃

331 とくしま目安箱に寄せられた提言と回答

法人検査課
332 徳島県が所管する公益法人及び移行法人の一覧表

法制文書課
333 徳島県報 　

334 徳島県例規集 県のホームページに掲載

出納局会計課
335 徳島県公金管理指針 県のホームページに掲載

336 徳島県金融機関経営分析マニュアル 県のホームページに掲載

337 公金保全のための徳島県緊急対応マニュアル 県のホームページに掲載

338 被災者支援に関する相談の手引き 県のホームページに掲載

https://maps.pref.tokushima.lg.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/kasen/5025198
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/kasen/5025198
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/kasen/2016122600101
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/kasen/2016122600101
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/5015969
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2013052700062
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/jouhou/ankens/front?dantai_code=360000
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/kekka/ankens/front?dantai_code=360000
http://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.jp/
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/jouhou/ankens/front?dantai_code=360000
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/kekka/ankens/front?dantai_code=360000
http://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.jp/
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/jouhou/ankens/front?dantai_code=360000
https://e-ppi.pref.tokushima.lg.jp/kekka/ankens/front?dantai_code=360000
http://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.jp/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/johokokai/5001114
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/johokokai/5001669
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/johokokai/5001531
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/johokokai/5001675
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/johokokai/2015072800081
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/johokokai/2015072800081
https://www.pref.tokushima.lg.jp/public_comment/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kocho/tokushimameyasubako/5007921
https://www.pref.tokushima.lg.jp/opinion/index/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shakaikoken/2009030500045
https://www.pref.tokushima.lg.jp/tokushimakenhou/
https://reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_menu.html
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/zaisei/2013041700080
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/zaisei/2013041700080
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/zaisei/2013041700080
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/bosai/saigai/5028299


339 出納局版業務継続計画（BCP） 県のホームページに掲載

340 歳入歳出決算の概要 県のホームページに掲載

341 徳島県収入証紙売りさばき所一覧表 県のホームページに掲載

出納局公共入札検査
課 342 徳島県工事検査規程 県のホームページに掲載

343 徳島県工事検査基準 県のホームページに掲載

344 工事成績評定通知書 各工事発注機関での閲覧

345 徳島県工事成績評定要領 県のホームページに掲載

346 工事成績表の考査項目別運用表 県のホームページに掲載

347 入札情報 県のホームページに掲載

348 入札結果 県のホームページに掲載

南部総合県民局
349 文書ファイル管理表 各所属分は各所属でも閲覧可

地域創生防災部
350 三十年保存文書目録 各所属分は各所属でも閲覧可

351 電磁的記録管理表 各所属分は各所属でも閲覧可

352 個人情報取扱事務登録簿 各所属分は各所属でも閲覧可

353 徳島県例規集

354 ＮＰＯ法人の事業報告書等

事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び
財産目録等
※NPO法人の主たる事務所を管轄する南部
県民局各庁舎

内閣府NPOホームページ
（https://www.npo-homepage.go.jp/）

西部総合県民局
355 文書ファイル管理表 各所属分は各所属でも閲覧可

地域創生観光部
356 三十年保存文書目録 各所属分は各所属でも閲覧可

357 電磁的記録管理表 各所属分は各所属でも閲覧可

358 個人情報取扱事務登録簿 各所属分は各所属でも閲覧可

359 徳島県例規集

360 ＮＰＯ法人の事業報告書等

事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び
財産目録等
※NPO法人の主たる事務所を管轄する西部
総合県民局各庁舎

内閣府NPOホームページ
（https://www.npo-homepage.go.jp/）

南部県民局
県土整備部 361 道路の区域変更・供用開始に関する資料

閲覧・写しの交付（ただし，写しの交付の
場合は即日交付できないことがあります）

362 道路台帳
閲覧・写しの交付（ただし，写しの交付の
場合は即日交付できないことがあります）

西部県民局
県土整備部 363 道路の区域変更・供用開始に関する資料

閲覧・写しの交付（ただし，写しの交付の
場合は即日交付できないことがあります）

364 道路台帳
閲覧・写しの交付（ただし，写しの交付の
場合は即日交付できないことがあります）

（公営企業）
365 入札情報

企業局
366 入札結果  

　
367 発注見通し ＨＰ掲載は、工事のみ

368
企業局発注の工事及び委託業務に係る設計書の積算内
訳

病院局経営改革課
369 入札情報

370 入札結果

371 発注見通し

教育政策課
372 入札情報

373 入札結果

　
374 発注見通し

375 とくしま教育の日について

376 教育委員会会議録

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進室
377 教育委員会の公益通報受付・処理状況

教育創生課
378 教育統計情報

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/bosai/saigai/2013111300073
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379
徳島県公立高等学校・県立中学校及び県立中等教育
学校入学者選抜情報

教職員課
380

徳島県公立学校教員採用候補者選考審査　筆記審査問
題及び正答

県庁ふれあいセンターで閲覧可

学校教育課
381 研究指定校（園）等一覧

382 使用教科用図書（小学校・中学校）

383 学校評価に関する情報

384 県内の学校所在地等

385 あわ文化教育

特別支援教育課
386 徳島県教育支援委員会委員

387 「徳島の特別支援教育」

人権教育課
388 人権教育・啓発パネルの貸出しについて

389 社会教育における人権教育資料について

390
「徳島県人権教育推進方針」と「“あわ”人権学習ハ
ンドブックプラス」について

391
「性の多様性を理解するために」（教職員用ハンド
ブック，社会教育用資料）について

392
「人権教育資料を活用した同和問題に関する学習指導
案事例集」について

体育健康安全課
393

「学校給食用　郷土料理・和食・地場産物活用レシピ
＆調理技術マニュアル集」

394 「学校給食レシピ集～郷土料理・行事食編～」

395 学校給食「旬の食材活用月間」

生涯学習課
396 市町村社会教育状況調査

397 徳島県の生涯学習・社会教育

398 高等学校授業料等減免制度

399 徳島県奨学金

400 高等学校等就学支援金制度
文部科学省HP　高等学校等就学支援金制度

401 徳島県奨学のための給付金制度
文部科学省HP　高校生等奨学給付金

議会事務局

402 県議会会議録
議会図書室・県庁ふれあいセンターでも閲
覧可　県議会ホームページに掲載

403 県議会議案書

議会図書室でも閲覧可・県議会ホームペー
ジに掲載
※ホームページへの掲載は、平成24年6月
定例会以降分

404 県議会委員会記録

平成13年10月１日以後に作成された委員会
記録
※ホームページへの掲載は，平成23年9月
定例会以降の常任・特別委員会

405 議会の概要
議会図書室でも閲覧可・県議会ホームペー
ジに掲載

406 県議会資料
議会図書室・県庁ふれあいセンターでも閲
覧可・県議会ホームページに掲載

407 政策条例検討会議議事録 議会事務局で閲覧可

408 議会と県政 議会図書室でも閲覧可

409 県議会史 議会図書室でも閲覧可

410 議長交際費の執行状況 県議会ホームページに掲載

411 議員の資産等に関する報告書 議会図書室で閲覧，写しの交付

412 政務活動費の収支報告書
議会図書室で閲覧，写しの交付・
一部県議会ホームページに掲載

413 みんなの県議会 県議会ホームページに掲載

414 議会事務局当初予算表 県議会ホームページに掲載

選挙管理委員会事務
局 415 政治団体の収支報告書

416 支部報告書、支部総括文書及び監査意見書

417
選挙運動に関する収入及び支出の報告書
（平成２９年１０月２２日執行の衆議院小選挙区選出
議員選挙①）

告示分
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418
選挙運動に関する収入及び支出の報告書
（平成２９年１０月２２日執行の衆議院小選挙区選出
議員選挙②）

告示分

419
選挙運動に関する収入及び支出の報告書
（平成２９年１０月２２日執行の衆議院小選挙区選出
議員選挙③）

告示分

420
選挙運動に関する収入及び支出の報告書
（平成３１年４月７日執行の徳島県知事選挙）

告示分

421
選挙運動に関する収入及び支出の報告書
（平成３１年４月７日執行の徳島県議会議員一般選
挙）

告示分

422
選挙運動に関する収入及び支出の報告書
（令和元年７月２１日執行の参議院徳島県及び高知県
選挙区選出議員選挙）

告示分

423
選挙運動に関する収入及び支出の報告書
（令和元年１０月２７日執行の徳島県議会議員補欠選
挙（吉野川選挙区））

告示分

424 政治団体名簿

425 選挙人名簿登録者数

426 不在者投票を行うことができる施設一覧

427 徳島県選挙年鑑 所属で閲覧可

人事委員会事務局
428 職員採用試験(大学卒業程度)の例題、論文課題等 県庁ふれあいセンターでも閲覧可

429
警察官Ａ採用試験の例題、論文課題、体力検査の実施
概要

             〃

430 職員採用試験(短期大学卒業程度)の例題、論文課題              〃

431 職員採用試験(高等学校卒業程度)の例題、論文課題              〃

432
警察官Ｂ採用試験の例題、論文課題、体力検査の実施
概要

             〃

433
障がい者を対象とした徳島県職員採用選考考査の例
題、論文課題

             〃

434
職員採用試験（民間企業等職務経験者）の例題、論文
課題等

             〃

435 職員採用試験（就職氷河期世代）の例題、論文課題等              〃

（警察本部）
436

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
等に定める行政庁への提出書類

徳島県が所管する公益法人及び移行法人の
一覧表に記載の所管課室で閲覧可

国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト
公益法人information

情報発信課
437 文書ファイル管理表 各警察署の所管事務は、各警察署で閲覧可

438 ３０年保存文書目録                 〃

439 電磁的記録管理表                 〃

440 県警察の施策を示す規程等 徳島県警察HP→情報公開・個人情報保護

441
許認可等に係る審査基準・標準処理期間等、不利益処
分の処分基準

各警察署の所管事務は、各警察署で閲覧可

　
442 入札結果  

443 工事の発注見通し  

444
｢広く県民に周知を図る必要があると思われるもの（治
安情報等を示す基本的な統計，各種警察活動の紹介
等）｣

445 徳島県公安委員会定例会議の開催概要 警察本部情報公開室で閲覧可

446 文書ファイル管理表 〃

447
公安委員会の施策を示す規定等のうち積極的に公表を
推進すべきもの

〃

労働委員会事務局
448 あっせん員候補者名簿

徳島海区漁業調整委
員会事務局 449 海区委員会の議事録 徳島海区漁業調整委員会事務局で閲覧可

内水面漁場管理委員
会 450 内水面委員会の議事録 内水面漁場管理委員会事務局で閲覧可

徳島県住宅供給公社
451 入札の予告

452 入札の結果

453 事業計画 公社ホームページに掲載

454 業務報告及び財務諸表 公社ホームページに掲載

455 募集物件の概要等 公社ホームページに掲載

徳島県土地開発公社
456 事業計画、事業実績及び財務諸表 公社ホームページに掲載
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