令和3年度
No.

○

○

○

○

○

○

徳島県地方創生推進員
所

部局

属

1 危機管理環境部 環境首都課

2

3

4

政策創造部

政策創造部

政策創造部

とくしま回帰推進課

とくしま回帰推進課

とくしま回帰推進課

5 未来創生文化部 ダイバーシティ推進課

6 未来創生文化部 男女参画・人権課

募集業務一覧

50人
勤務場所

職務内容

業務に必要な資格・経験

募集

勤務日・勤務時間

人員

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者
・デジタルカメラやビデオの撮影ができる者
・普通自動車運転免許を有する者

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）およびＳＮＳの
基本操作（フェイスブック・ツイッターなど）ができる者
・英語又は中国語が日常会話程度以上のレベルであること

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

〒770-8570
徳島市万代町1丁目1番地 県庁４階 環境首都課内

【徳島の自然環境を保全する業務】
・コウノトリをはじめとする県内希少野生生物の保護や、外来生物の駆除・注意喚起などに関する業務。
・剣山や鳴門など自然公園の環境保全に関する現場調査や情報発信に関する業務。

〒７７０－８５７０
徳島市万代町１－１ 県庁７階 とくしま回帰推進課内

【情報発信に関する業務】
・とくしま創生☆若者「絆」プロジェクトや地方創生連携協定締結企業との協同事業など、当課が実施する
イベントや取組に関する業務を行う。
・パソコンの基本操作（エクセル・パワーポイント等）ができる者
○イベントの開催補助
○アンケートの集計作業
○関係機関との連絡調整 など

1

〒770-8570
徳島市万代町1-1 県庁7階 とくしま回帰推進課内

【徳島のＰＲに関する業務】
・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者
・県のマスコットである「すだちくん」の活用など、徳島県の魅力をＰＲするための必要な各種施策につい
・デジタルカメラやビデオの撮影ができる者
て、ソーシャルメディアの更新作業や、画像・動画の撮影、収集を通じて戦略的な情報発信に関する業務
・普通自動車運転免許を有する者
を行う。

〒770-8570
徳島市万代町１－１ 県庁７階 とくしま回帰推進課内

〒770-8570
徳島市万代町１－１ 県庁５階 ダイバーシティ推進課

〒770-8055
徳島市山城町東浜榜示１ アスティとくしま内
ときわプラザ（男女共同参画交流センター）
男女参画・人権課分室

【移住に関する業務】
・移住・交流ウェブサイトやＳＮＳの情報更新
・移住者アンケートの集計
・既移住者へのインタビュー
・移住者交流会の開催等、既移住者へのフォローアップ
・その他、イベント補助など移住促進に関する業務

【国際交流・国際観光に関する業務】
・国際交流や在住外国人支援に関する事業の企画・実施の補助
・ダイバーシティの推進に関する事業の企画・実施の補助
・国際観光に関する事業の企画・実施の補助

【男女共同参画業務】
・講座やイベントのオンライン開催時のWeb会議アプリ「Zoom」「Webex」のテクニカルサポート
・男女共同参画のウェブサイトの情報更新や、SNSでの広報、情報発信

報酬日額

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者
・デジタルカメラやビデオの撮影ができる者
・普通自動車運転免許を有する者

・Web会議アプリ「Zooｍ」「Webex」でミーティングが主催できる者
・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者
・デジタルカメラやビデオの撮影ができる者

①９時３０分から１６時１５分まで
②１０時００分から１６時４５分まで
③１１時１５分から１８時００分まで
①～③のうちローテーションにより割り振られた勤務時間
1 （１日５時間４５分勤務、休憩時間６０分）

備

考

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。
地域おこし協力隊としても
応募可能

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

5,400円程度

休日：毎週火曜日（祝日と重なる場合はその翌日が休日）及びロー
テーションにより割り振られた日
年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）

○

○

7 未来創生文化部 県民文化課

8 未来創生文化部 県民文化課

【文化芸術イベント等に関する業務】
・「阿波藍」「阿波おどり」「阿波人形浄瑠璃」「ベートーヴェン第九」の４大モチーフをはじめとする「あわ文 ・パソコンの基本操作（表計算、ワープロなど）ができる者
化」の魅力を発信するために行う文化芸術イベント等の企画・運営の補助業務

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

〒770-8570
徳島市万代町１丁目１－１ 県庁２階 県民文化課内

【文化の魅力発信に関する業務】
・「音楽文化」の魅力発信業務
・その他「あわ文化」の魅力を発信する業務の補助

・音楽（特に楽器演奏）に関し、広い視野と高い識見を持つ者
・パソコンの基本操作（表計算、ワープロなど）ができる者

1

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

〒770-8570
徳島市万代町１丁目１－１ 県庁２階 県民文化課内

【図書資料や展示に関する業務】
・図書資料の受入、整理補助
・図書資料の郵送貸出事務
・図書館主催の展示やイベントの準備及び企画補助
・新聞記事入力
・リモートを活用した図書館事業の補助

パソコンの基本操作（表計算・ワープロ）ができる者

週５日
1 ※交代制勤務。土日祝の勤務あり。
１０：００～１６：４５（１日５時間４５分）

5,400円程度

※任用中

②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

○

9 未来創生文化部 徳島県立図書館

〒770-8070
徳島市八万町向寺山 文化の森総合公園内

○

10 未来創生文化部 徳島県立博物館

〒770-8070
徳島市八万町向寺山 文化の森総合公園内

・恐竜化石の発掘調査やその準備作業
・産出化石のクリーニング
・古生物に関する展示、普及教育事業の補助

大学又は大学院修士課程において地質学及び古生物学を専攻した者で、化石発掘
の経験を有すること。主に古脊椎動物化石についての調査研究業績を持つことが望
ましい。

週５日
1 ※交替制勤務。土日祝の勤務あり
9:00～15:45（１日５時間４５分）

6,100円程度

○

11 未来創生文化部 徳島県立近代美術館

〒770-8070
徳島市八万町向寺山 文化の森総合公園内

【美術の魅力発信に関する業務】
・美術館の魅力発信業務
・イベント等の企画・運営の補助

・美術に関し広い視野と高い見識を有する者
・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）及びグラフィックデザインソフトの操作
ができる者

週５日
1 ※交替制勤務。土日祝日の勤務あり
9:00～15:45又は10:30～17:15（１日5時間45分）

5,400円程度

○

12 未来創生文化部 徳島県立文書館

〒770-8070
徳島市八万町向寺山 文化の森総合公園内

【公文書の整理等に関する業務】
・公文書・行政資料の収集・整理・調査等
・パソコンへのデータ入力

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロ）ができる者

週５日
2 ※交代制勤務。土日祝の勤務あり
９：００～１５：４５（１日５時間４５分）

5,400円程度
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※任用中

※任用中

No.

○

部局

所

属

13 未来創生文化部 国際スポーツ局スポーツ振興課

勤務場所

職務内容

業務に必要な資格・経験

【スポーツ振興及び国際スポーツ大会に関する業務】
・スポーツイベントやセミナー等の企画・運営補助
・国際スポーツＰＲイベントや交流イベント等の企画・運営補助
（参加者募集補助、資料作成補助、運営補助等）
・その他、スポーツ行政全般に関する補助業務

〒７７０－８５７０
徳島市万代町１－１ 県庁２階

・ホームページやSNSの作成・編集ができる者
・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者

募集

勤務日・勤務時間

人員

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
８：３０～１５：１５（１日５時間４５分）
1 又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

報酬日額

備

考

①5,400円程度
勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

土日祝に勤務の勤務あり。(土日祝に勤務の場合は、平日に振替休)

○

14

保健福祉部

保健福祉政策課

〒770-8570
徳島市万代町１－１ 県庁２階 保健福祉政策課内

【徳島県の保健福祉に関する業務（メインは県の自殺対策事業）】
・研修会，説明会や会議等の企画立案，資料作成，参加案内，講師派遣依頼，記録など
・統計データ，アンケート等の収集，集計，入力，加工，分析など
・一般来庁者への対応や，電話等による問合せ対応，その他の総務事務など

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロ）ができる者

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
８：３０～１５：１５（１日５時間４５分）
又は
1 ②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度
勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

※勤務開始（終了）時刻は要相談

○

○

○

○

15

16

17

18

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

保健福祉部健康づくり課
感染症・疾病対策室

〒770-8570
徳島市万代町１－１ 県庁２階 健康づくり課内

・骨髄ドナー登録促進をはじめとする啓発活動（セミナーや各種イベントの企画・運営補助、啓発資材
（グッズなど）等の作成など）
・骨髄バンク登録応援団の登録事務
・骨髄ドナーに関するアンケート・調査等の集計
・データ処理（統計データ等の集計と分析）

保健福祉部健康づくり課

〒770-8570
徳島市万代町１－１ 県庁２階 健康づくり課内

・がん検診受診促進をはじめとする普及啓発（セミナーや各種イベントの企画・運営補助、啓発資材（グッ
ズなど）等の作成など）
・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者
・がんに関するアンケート・調査等の集計
・データ処理（衛生統計年報関係、各種統計・医療機能調査等の集計と分析）

1

〒770-8570
徳島市万代町１－１ 県庁２階 健康づくり課内

・健康づくりや糖尿病を始めとする生活習慣病対策に関する普及啓発（セミナーや各種イベントの企画・
運営補助、啓発資材（グッズなど）等の作成など）、アンケート・調査の集計
・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者
・受動喫煙防止対策に関する普及啓発（制度の周知・ＰＲ、セミナーや各種イベントの企画・運営補助、啓
発資材等の作成など）

保健福祉部健康づくり課

精神保健福祉センター

〒770-0855
徳島市新蔵町３丁目８０番地 精神保健福祉センター内

【精神障害者福祉手帳に関する業務】
・申請書類の受付，データ入力，手帳の発行等
【自立支援医療（精神通院医療）に関する業務】
・申請書類の受付，データ入力，自立支援医療受給者証の発行等

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロ）ができる者

1

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
10:30～17:15（1日5時間45分以内）
又は
1 ②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

※任用中

②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

①5,400円程度
勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

※勤務開始（終了）時刻は要相談

○

○

○

○

○

○

19

20

21

22

23

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

東部保健福祉局＜徳島保健所＞

〒770-0855
徳島市新蔵町３丁目８０

東部保健福祉局＜徳島保健所＞

〒770-0855
徳島市新蔵町３丁目８０

東部保健福祉局＜徳島保健所＞

〒770-0855
徳島市新蔵町３丁目８０

東部保健福祉局＜徳島保健所＞

東部保健福祉局＜吉野川保健所＞

24 商工労働観光部 工業技術センター

〒770-0855
徳島市新蔵町３丁目８０

東部保健福祉局＜徳島保健所＞

東部保健福祉局＜徳島保健所＞

東部保健福祉局＜徳島保健所＞

東部保健福祉局＜徳島保健所＞

〒776-0010
吉野川市鴨島町鴨島１０６－２

〒７７０－８０２１
徳島市雑賀町西開１１ー２

東部保健福祉局＜吉野川保健所＞

工業技術センター

【受動喫煙防止対策に係る業務の補助】
・窓口業務（相談・届出書等受付）及び電話相談
・台帳へのデータ入力（喫煙可能室設置施設届出書等）
・対象施設への立入検査等への同行
・ファイリング整理等

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロ）ができる者
・窓口業務等、対人サービスの経験がある者
・普通自動車運転免許を有する者

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

【特定医療費（指定難病・小児慢性特定疾病）及び肝炎治療医療費等の給付事業に係る業務の補助】
・受付窓口業務及び電話相談
・個人情報に係るパソコンシステムへのデータ入力
・受給者証の発送
・ファイリング整理等

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロ）ができる者
・窓口業務等、対人サービスの経験がある者

1 原則として月曜日から金曜日の週5日
9:00～15:45（1日5時間45分以内）

【浄化槽に係る事務処理業務】
・浄化槽及び理容美容等に係る法令等の事務処理
①郵便の発送に係る業務全般
②届出等の受付
③台帳整理

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロ）ができる者

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

1

・飲食店営業など食品衛生に関する事務（データ入力、台帳整理など）
・ドラッグストアなど薬事に関する事務（データ入力、台帳整理など）
・その他事務処理（通知発送、書類作成、書類整理など）

・パソコンの基本操作（ワープロ、表計算）ができる者

1 原則として、月曜日から金曜日の週５日
９：００～１５：４５（１日５時間４５分以内）

2 / 5 ページ

（２）パソコンの基本操作（表計算、ワープロソフト等）ができる者。

5,400円程度

①5,400円程度

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロ）ができる者
・普通自動車運転免許を有する者

（１）大学又は大学院修士課程において、つぎの専門分野を専攻した者で、
「地域産業資源」に関する知識（実務経験）を有すること。
・化学あるいは生化学分野
・電気あるいは電子分野

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

【食品衛生法に基づく営業許可等に係る業務の補助】
・窓口業務（相談・届出書等受付）及び電話対応
・システムへのデータ入力
・文書の発送
・食品関係事業者等への配付資料やホームページ作成の補助
・文書整理等

【地域産業資源の製品開発支援】
県内中小企業が実施する「地域産業資源」を活用した製品開発の支援業務（ほか高機能素材、通信環
境、機械器具など）
（例示）
(1)食品の開発及び品質評価
・カンキツ果皮の機能性の評価支援
・LED夢酵母などを活用した日本酒の製造支援
(2)LED応用製品の開発及び評価
・電波規制などの安全性対応支援
・ライフスタイルに合わせた製品開発支援

①5,400円程度

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:30～16:15（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

※任用中

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

5,400円程度

①6,100円程度
勤務条件については➀又は②から選択可。

②7,600円程度

No.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

所

部局

属

25 商工労働観光部 観光政策課

26 商工労働観光部 観光政策課

27 商工労働観光部 にぎわいづくり課

28

29

30

31

32

33

農林水産部

農林水産部

農林水産部

農林水産部

農林水産部

農林水産部

もうかるブランド推進課

畜産振興課

スマート林業課

水産振興課

農林水産総合技術支援センター
農業大学校

農山漁村振興課

勤務場所

職務内容

業務に必要な資格・経験

募集

勤務日・勤務時間

人員

報酬日額

【観光誘客に関する業務】
・観光誘客に関する情報発信用コンテンツ（動画・静止画の撮影、編集）の制作業務
・観光情報サイト（Ｗｅｂ、ＳＮＳ）の更新業務

・デジタルカメラやビデオの撮影ができる者
・パソコンの基本操作（ワープロ、表計算など）ができる者
・普通自動車運転免許を有する者

1

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

〒770-8570
徳島市万代町１丁目１－１ 県庁５階 観光政策課内

【物産振興に関する業務】
・阿波藍製品など伝統工芸品に関する情報発信の企画運営業務
・県産品に関する情報発信用コンテンツ（動画・静止画の撮影、編集）の制作業務
・物産展などの企画運営補助業務

・デジタルカメラやビデオの撮影ができる者
・パソコンの基本操作（ワープロ、表計算など）ができる者
・普通自動車運転免許を有する者

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

〒770-8570
徳島市万代町１丁目１－１ 県庁５階 観光政策課内

〒770-8570
徳島市万代町１丁目１－１ 県庁５階 にぎわいづくり課内

【アニメイベント等に関する業務】
・アニメイベント「マチ★アソビ」の企画・運営や、チラシ等のデザイン各種団体・企業等との折衝、
アニメまつり実行委員会の会計事務、電話応対などアニメイベント等に関する業務。

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者
・イラストレーターの基本操作ができる者
・普通自動車運転免許を有する者
※折衝業務が多いため、対人折衝が得意な方が望ましい。
※にぎわいづくり課が所管するスポーツイベント業務のサポートをする場合もある。

原則として、
①月曜日から金曜日の週５日
9:30～16:15（1日5時間45分）
又は
1 ②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）
※ただしイベント等により土日祝日の勤務ある場合は、勤務の割振り
を変更し、前後の平日を休日とする。
※勤務開始（終了）時刻は要相談

輸出に関する業務
・輸出に係るインボイスやパッキングリスト等の諸手続業務
・輸出フェアや商談会の補助業務

・英語、英会話が堪能であること
・輸出に関する業務経験があればなお良い

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

〒７７０－８５７０
徳島市万代町１－１ 県庁６階 もうかるブランド推進課

【阿波畜産ブランドの生産振興と販路拡大に関する業務】
・肉用牛農家への経営安定対策業務の補助
・「とくしま三つ星ビーフ」の認定手続き業務の補助
・「阿波とん豚」の生産・出荷証明手続き業務の補助

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロ）ができる者
・畜産に興味がある者

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

〒７７０－８５７０
徳島市万代町１－１ 県庁６階 畜産振興課

【木育に関する業務】
・木育イベントの企画・運営
・木育プログラムの企画・運営
・県内外の木育関連施設の情報収集、連絡調整
・「徳島木のおもちゃ美術館」の運営補助
・HP,SNS等による情報発信

・パソコンの基本操作(表計算、ワープロなど）ができる者
・デジタルカメラやビデオの撮影が出来る者

1

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

〒770-8570
徳島市万代町1-1 県庁6階 スマート林業課

・県産水産物の需要喚起、認知度向上を目的とした試供品提供キャンペーンの実施
・「徳島県鳴門わかめ認証制度」の推進に関する業務
・漁業者の担い手確保に向けた「とくしま漁業アカデミー」のＰＲ等に関する業務

普通自動車運転免許を有する者

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

〒770-8570
徳島市万代町１－１ 県庁6階 水産振興課

【県内外へ農業大学校の魅力を発信する業務】
・農業大学校及び模擬会社「そらそうじゃ」に関する情報発信、
６次産業化に係るニーズ調査、
新商品開発に係るアイデア出しと支援、
教育活動に活用できる新たな映像コンテンツづくり等。

・デジタルカメラやビデオの操作・編集ができる者
・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者
・普通自動車運転免許を有する者

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

〒779-3233
徳島県名西郡石井町石井字石井1660

〒770-8570
徳島市万代町１丁目１－１ 県庁７階 農山漁村振興課内

【農山漁村地域の振興・魅力創生に関する業務】
・農山漁村と都市との協働活動（「とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊」）に関する業務
・農山漁村地域の住民自らが取り組む「魅力創生」の活動支援に関する業務
・棚田地域保全にかかる活動支援に関する業務

・普通自動車運転免許
・地域住民との良好なコミュニケーションを取れる人
・パソコン（表計算・ワープロなど）ができること

1

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:30～16:15（1日5時間45分）
1 又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

備

考

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

①5,400円程度
勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

※任用中

②6,700円程度

②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。
県版地域おこし協力隊としても
募集可能

①5,400円程度
②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。
県版地域おこし協力隊としても
募集可能

※ただし、イベント等により土日祝日の勤務があるので、その際には前
後の平日を振り替えて休日とする。
・農業に興味があって、基礎的な知識を有すること
・パソコンの基本操作（表計算・ワープロ等）が出来ると良い
・夏は暑い場所、冬は寒い場所での調査がある

○

34

農林水産部

徳島市新蔵町１丁目６７番地
農林水産部 東部農林水産局＜徳島＞〒７７０ー０８５５
徳島合同庁舎２階 東部農林水産局＜徳島＞農業支援センター内

【農産物の生産振興に関する業務】
・土壌分析及び農産物の生育等調査業務補助
・農作業軽減に向けての労働力調査の補助
・その他、農産物の生産振興に係る各種関連業務

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
又は
1 ②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）
※ただし、イベント等により土日祝日の勤務があるので、その際には前
後の平日を振り替えて休日とする。
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①5,400円程度
勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

No.

○

○

○

○

○

○

35

36

37

38

39

所

部局

農林水産部

農林水産部

県土整備部

県土整備部

県土整備部

属

東部農林水産局 ＜徳島＞

東部農林水産局＜吉野川＞

道路整備課

次世代交通課

東部県土整備局＜徳島＞

40 南部総合県民局 地域創生防災部〈美波〉

勤務場所

職務内容

業務に必要な資格・経験

募集

勤務日・勤務時間

人員

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
又は
1 ②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

報酬日額

【地域の魅力創出・地域農産物のブランド化と新規就農者の定着支援に関する業務】
・地域特産品を使った商品開発、販売戦略策定とプロモーション支援
・地域観光資源の掘り起こし、観光・体験の企画、交流促進
・関連する各種の現地調査やアンケート調査の実施、集計等
・新規就農者に対する各種情報の収集と提供
・その他上記の関連業務

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者
・普通自動車運転免許を有する者

【地域の魅力創出と農産物生産振興に関する業務】
・新規就農に関する各種情報の収集及び発信
・地域特産物の掘り起こし，商品開発の補助
・土壌分析及び農産物の生育等調査業務補助
・農作業の軽減に向けての労働力調査等の補助
・その他農産物の生産振興に係る各種関連業務

・農業に興味があって，基礎的な知識を有すること。
・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者
・普通自動車運転免許を有する者

原則として月曜日から金曜日までの週５日（週28時間45分以内）
1 ９：００～１５：４５（１日５時間４５分）
※ただし，イベント等により土日祝日の勤務がある場合は，前後の平
日を振り替えて休日とする。

【リタイアインフラ・既存ストック活用した各種イベント業務】
・道路に関わるリタイアインフラや既存ストックを活用した地域創生イベント等に関する業務の補助
・道路インフラに関するデータ整理
【広報に関する業務】
・道路に関するＨＰの更新等，各種広報資料作成等に関する業務の補助

・パソコンの基本操作（表計算，ワープロ等）ができる者
・普通自動車運転免許を有する者

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

〒７７０－８５７０
徳島市万代町１－１ 県庁８階 道路整備課

【阿佐海岸鉄道等の利用促進に関する業務】
○阿佐東線などの利用促進関連のイベント等の企画・運営の補助
○阿佐海岸鉄道に関するデータ整理

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者
・普通自動車運転免許を有する者
・鉄道に興味がある方、鉄道が大好きな方

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

〒７７０－８５７０
徳島市万代町１－１ 県庁８階 次世代交通課

【建物に関する普及啓発・情報発信・課題解決業務】
・ ブロック塀の安全対策や建築物の長寿命化・省エネ化等に ついて、
パンフレット等を作成し普及啓発や情報発信を行うとともに、
課題の抽出や解決策等を提案し、安全・安心なまちづくり・地域づくりに貢献する。

・アイデアを考えるのが好きな者
・普通自動車運転免許を有する者
・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①5,400円程度

1

〒７７１－１２２０
徳島県板野郡藍住町東中富字朏傍示２９
東部農林水産局＜徳島＞ 鳴門藍住農業支援センター

〒779-3304
吉野川市川島町宮島736-1
徳島県吉野川合同庁舎4階

農業支援担当

〒７７０-０８６５
徳島市南末広町６－３６ 東部県土整備局＜徳島＞４階 建築指導担当

〒779-2305
海部郡美波町奥河内字弁才天１７－１
南部総合県民局 美波庁舎 １階

【県南の地域活性化に関する業務】
・地域住民向けのイベントの企画・運営
・県南への移住促進のための情報発信
・その他、地方創生の推進に関する業務

備

考

①5,400円程度
※任用中

②6,700円程度

※ただし、イベント等により土日祝日の勤務があるので、その際には前
後の平日を振り替えて休日とする。

・デジタルカメラやパソコンの操作ができる者
・パソコンの基本操作（プレゼンテーション・表計算・ワープロなど）ができる者
・ＳＮＳ等による情報発信ができる者
・普通自動車運転免許を有する者

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
又は
1 ②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）
（ただし、イベント開催時は土日祝の勤務あり）

5,400円程度

※任用中

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

①5,400円程度
②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。
県版地域おこし協力隊としても
募集可能

※勤務開始時間は応相談

○

41 南部総合県民局 地域創生防災部〈美波〉

〒779-2305
海部郡美波町奥河内字弁才天１７－１
南部総合県民局 美波庁舎 １階

【県南の移住促進・ＳＯ誘致に関する業務】
・移住促進・ＳＯ誘致に施策の補助業務（イベントの企画運営補助、データ整理等）
・県民向け各種講座の補助業務（講座の企画運営補助、チラシ作成等）
・その他、地方創生の推進に関する業務

・デジタルカメラやパソコンの操作ができる者
・パソコンの基本操作（プレゼンテーション・表計算・ワープロなど）ができる者
・普通自動車運転免許を有する者

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
又は
1 ②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）
（ただし、イベント開催時は土日祝の勤務あり）

①5,400円程度
※任用中

②6,700円程度

※勤務開始時間は応相談

○

42 南部総合県民局 地域創生防災部〈美波〉

〒779-2305
海部郡美波町奥河内字弁才天１７－１
南部総合県民局 美波庁舎 １階

【県南への国内誘客の促進に関する業務】
・観光イベント・セミナー等の運営補助（チラシ作成、アンケート入力、文書の発送等）
・市町、観光関係団体等との連絡調整
・ＳＮＳのコンテンツ更新

・デジタルカメラやパソコンの操作ができる者
・パソコンの基本操作（プレゼンテーション・表計算・ワープロなど）ができる者
・ＳＮＳ等による情報発信ができる者
・普通自動車運転免許を有する者

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
又は
1 ②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）
（ただし、イベント開催時は土日祝の勤務あり）

①5,400円程度
勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

※勤務開始時間は応相談

○

43 南部総合県民局 保健福祉環境部＜美波＞

〒779-2305
海部郡美波町奥河内字弁才天１７－１
南部総合県民局 美波庁舎 １階

【こころの健康相談に関する業務】
・精神保健福祉相談補助（予約受付、記録整理等)
・家庭訪問補助（保健師との同行訪問、記録整理等)
・窓口及び電話対応業務
・研修や会議等の企画運営補助(資料作成、当日の運営補助)
・その他健康増進担当関連業務

・精神保健福祉士資格を有する者
・普通自動車運転免許を有する者
・パソコンの基本操作（表計算・ワープロ）ができる者
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原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:15～16:00（1日5時間45分）
1 又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

①6,100円程度
勤務条件については➀又は②から選択可。

②7,600円程度

No.

○

○

○

○

所

部局

属

44 西部総合県民局 地域創生観光部＜美馬＞

45 西部総合県民局 地域創生観光部＜美馬＞

46 西部総合県民局 保健福祉環境部＜美馬＞

47 西部総合県民局 農林水産部＜美馬＞

48 西部総合県民局 農林水産部＜三好＞

49

教育委員会

学校教育課

勤務場所

職務内容

業務に必要な資格・経験

勤務日・勤務時間

・パソコンの基本操作（プレゼン・表計算・ワープロ）が出来る者
・普通自動車免許を有する者
・防災に関する基礎知識（防災士等）を有する者

・パソコンでのデータ入力や整理ができる方
・普通自動車運転免許を有する者

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1 又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）
※ただし、イベント等により土日祝日の出勤がある場合は、前後の平
日を振り替えて休日とする。

〒７７９－３６０２
美馬市脇町大字猪尻字建神下南７３
西部総合県民局 美馬庁舎２階 地域創生観光部＜美馬＞

〒７７９－３６０２
美馬市脇町大字猪尻字建神下南７３
西部総合県民局 美馬庁舎２階 地域創生観光部＜美馬＞

【西部圏域の移住支援に関する業務】
・移住交流施策の企画・運営補助・データ整理
・移住希望相談への対応補助（電話・対面）
・その他、地方創生の推進に関する業務の補助

〒７７９－３６０２
美馬市脇町大字猪尻字建神下南７３
西部総合県民局 美馬庁舎１階 保健福祉環境部＜美馬＞

【剣山国定公園の自然保護に関する業務】
・自然保護の担い手となる「剣山ファン」拡大のためのイベントの企画・運営補助、データ整理
・剣山サポータークラブ活動の企画・運営補助、データ整理
・剣山自然保護活動関連業務の補助

・普通自動車免許を有する者
・パソコンの基本操作（表計算・ワープロソフト等）ができる者

〒７７９－３６０２
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南７３
西部総合県民局 美馬庁舎４階 農林水産部＜美馬＞
食農・企画担当

【世界農業遺産等の事業推進業務】
・「世界農業遺産」の保全・継承、情報発信（SNS等）に関する業務
・「とくしま農林漁家民宿」の開業支援、スキルアップ等にかかる業務
・「食と農の景勝地」取組支援に関する業務

・普通自動車運転免許を有する者
・パソコンの基本操作（表計算・ワープロソフト等）ができる者

〒７７８－０００２
三好市池田町マチ２４１５
西部総合県民局 三好庁舎４階 農林水産部＜三好＞

【世界農業遺産等の事業推進業務】
・「世界農業遺産」の保全・継承、情報発信等に関する業務
・「とくしま農林漁家民宿」の開業支援、スキルアップ等推進業務
・「食と農の景勝地」取組支援に関する業務

・普通自動車運転免許を有する者
・パソコンの基本操作（表計算・ワープロソフト等）ができる者

〒770-8570
徳島市万代町１丁目１－１ 県庁９階 学校教育課内

【学校教育に関する業務】
・キャリア教育に関する情報発信、各種イベントの企画・運営補助
・学校におけるエシカル消費の推進に関するイベントの企画・運営補助、啓発動画の撮影
・学校教育に関する業務の補助

・パソコンの基本操作（表計算・ワープロなど）ができる者
・デジタルカメラやビデオの撮影ができる者
・普通自動車運転免許を有する者
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人員

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1 又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）
※ただし、出前講座やイベント等により土日祝日に（終日）出勤する場
合は、前後の平日を振り替えて休日とする。

【防災に関する業務】
・防災出前講座、防災啓発業務の補助
・備蓄物資や資機材の管理
・県立西部防災館との連絡調整
・庁舎管理（防災拠点機能）に係る補助

○業務数 ４９業務（５０名）※うち地域おこし協力隊としても募集可能な業務は、６業務（６名）
うち、１１業務は令和２年度任用者の継続枠であるため、令和２年度新規募集枠は、５０－１１＝３９業務（３９名）
※継続枠については、現在任用中の者が年度途中で退職した場合、募集を開始。

募集

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:15～16:00（1日5時間45分）
1 又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:15～16:00（1日5時間45分）
1 又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:15～16:00（1日5時間45分）
1 又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）
※ただし、業務により土日祝日の出勤があり、その場合は前後の平日
を振り替えて休日とする。
原則として、
➀月曜日から金曜日の週５日
9:00～15:45（1日5時間45分）
1 又は
②月曜日から金曜日のうち週４日
9:00～17:10（1日7時間10分）

報酬日額

備

考

①5,400円程度
※任用中

②6,700円程度

①5,400円程度
※任用中

②6,700円程度

①5,400円程度
勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

①5,400円程度
②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。
県版地域おこし協力隊としても
募集可能

①5,400円程度
②6,700円程度

勤務条件については➀又は②から選択可。
県版地域おこし協力隊としても
募集可能

①5,400円程度
勤務条件については➀又は②から選択可。

②6,700円程度

任用中職種
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地域おこし可
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