
新型コロナウイルスワクチン接種の早期実施の推進に向けた組織体制の拡充について 

１ 健康福祉部感染症等対策室ワクチン対策課の組織体制の拡充 

     新型コロナウイルスワクチン接種の早期実施に向け、大規模接種会場の設置・運営を推進するた

め、健康福祉部感染症等対策室ワクチン対策課に「室参事（大規模接種担当）」、「課参事（大規模

接種企画担当）」、「課参事（大規模接種推進担当）」を新たに設置 

［令和３年５月１７日、室参事・課参事はﾀｽｸﾌｫｰｽとして設置］ 

 ２ 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部事務局の体制強化 

     室参事（大規模接種担当）の設置に伴い、「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策本部事務局対策局参事（大規

模接種担当）」を新たに設置 

[ワクチン対策課の組織体制] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）ワクチン対策課の業務 

医療従事者への 

優先接種 

・医療機関や関係団体等との調整 

・超低温冷凍庫の配置施設の調整 

・接種予定者リストの作成 

・接種会場の確保調整 等 

ワクチンの 

流通調整 

・ワクチン卸売業者との調整 

・ワクチン流通量の調整 

・ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)(※)の入力・システム管理 等 

 (※)国・県・市町が割当量や接種実績等を入力するシステム 

大規模接種会場

の設置・運営 

（追加） 

・国・関係市町・関係団体等との連絡調整 

・接種会場の設定、必要物資の調達等の総合調整 

市町支援 

 

・接種会場等に関する広域調整 

・助言、連携、情報共有 等 

専門的相談 

 

・専門的相談の実施（総合案内、副反応等相談、専門相談等） 

・コールセンターの設置・運営 

その他 ・ワクチン接種等に関する広報 等 

【問合せ先】企画県民部企画財政局新行政課組織・事務改革班 ℡078-362-3055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成年月日 令和３年５月１７日 

作成部局課 企画県民部企画財政局新行政課 

※ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ推進課副課長が兼務

主幹(大規模接種推進担当)
 ※政策調整課政策班長が兼務

主幹(大規模接種推進担当)
 ※政策調整課主幹(重要施策担当)が兼務

主幹(大規模接種推進担当)
 ※政策調整課主幹(県政課題担当)が兼務

 ※薬務課薬務対策・捜査班長が兼務

 ※病院局管理課職員班長が兼務

参事(大規模接種推進担当) 大規模接種推進班長
※政策調整課長が兼務 ※政策調整課調整班長が兼務

主幹(県立病院医療人材確保担当)

 ※感染症対策課感染症班長が兼務

室参事
(大規模接種担当)
※政策調整局長が兼務

参事(大規模接種企画担当) 大規模接種企画班長
※薬務課長が兼務

主幹(大規模接種企画担当)
 ※薬務課薬務指導班長が兼務

主幹(大規模接種企画担当)
 ※薬務課主幹(流通指導担当)が兼務

主幹(大規模接種企画担当)

参事(県立病院医療体制担当)
※病院局企画課長が兼務

参事(宿泊療養担当）
※防災支援課長が兼務

疾病対策課 がん・難病対策班

室参事
(感染症対策
 支援担当)
　※ﾜｸﾁﾝ対策課長・
　　 疾病対策課長を

     兼務

ワクチン対策課 ワクチン対策班

参事(ﾜｸﾁﾝ対策担当) 主幹（ﾜｸﾁﾝ対策担当）
  ※薬務課長が兼務

参事(医療体制担当)
※医務課長が兼務 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ

感染症対策班室参事 参事(医療物資調整担当)
※薬務課長が兼務  (感染症対策

　 支援担当)
   ※健康局長が兼務

参事(医療相談窓口担当)
※社会福祉課長が兼務

参事(健康管理体制担当）
※健康増進課長が兼務

感染症等対策室 感染症対策課 感染症班

健康福祉部

新設
（5月17日設置）

市町

担当課
定期的にｵﾝﾗｲﾝ

会議等により連携

［ﾜｸﾁﾝ対策課の職員数］ 

43 名（うち兼務 32 名）（＋26 名（兼務）） 

［感染症等対策室の職員数］ 

153 名（うち兼務 113 名）（＋12 名（兼務）） 

※感染症等対策室の増員 12 名とワクチン対策課

の増員 26名の差は、すでに感染症対策課で兼務

がかかっている薬務課職員 14名である 



  

新型コロナウイルス感染症対策本部 組織図（令和３年５月 17日～） 
※下線は改正箇所 

　 担当）

人事班（人事課）

市町振興班（市町振興課）

組織班（新行政課）

主幹（運営調整担当）（防災企画課長）

主幹（運営支援担当）（産業保安課長）

広報班（広報戦略課）

広聴班（広聴課）

秘書班（秘書課、儀典室）

地域創生局長、

科学情報局長）

広域支援局（広域防災参事）

広域調整班

　（広域企画室）

調整支援班

　（消防課）

被災者対策班

　（防災支援課）

東京事務所班（東京事務所）

 広域防災センター長） 副部長（感染症等対策室長)

総括班
難病対策班

　（災害対策課）
　（疾病対策課）

協力班　
  （感染症対策課参事（宿泊 　（薬務課）

消費班（消費生活課）

（その他の課室等）
    療養担当）［防災支援課長］) 協力班　

協力班（その他の課室等）

　（その他の課室等）
支援局（災害対策局長、

副部長（県民生活局長、

環境整備班
課長］）

 女性青少年局長）

　（環境整備課）
宿泊療養班 薬務班

ボランティア班（県民生活課）

　　経営課）
    機動通信課）

　（感染症対策課参事（県立 健康増進班 環境管理局長） 県立病院班

部長（県民生活部長）

   病院医療体制担当）［病院局企画 　（健康増進課、
　　認知症対策室）

　（各県立病院の院長）

   管理体制担当）［健康増進課長］）

                    ｼｽﾃﾑ企画課）

医療班 　（管理課、
  （通信庶務課、

県立病院医療体制班

協力班（その他の課室等）

　（医務課） 副部長（環境創造局長、

　（感染症対策課参事（健康

                    ﾃﾞｼﾞﾀﾙ改革課、

　（生活衛生課） 管理・経営班
　  観光推進課） 部長（環境部長） 通信班

健康管理体制班

情報ｼｽﾃﾑ班（情報政策課、

生活衛生班   大会企画課） 　（その他の課室等） 　（企画課）
　（観光企画課、     交通規制課）

交通班
   相談窓口担当）［社会福祉課長］） （全国豊かな海づくり 協力班 総括班

観光班 　（スポーツ振興課）   （交通企画課、

    通信指令課）
　（感染症対策課参事（医療

ビジョン局長、

副部長（観光局長） 協力班 　（公園緑地課） 病院局長）
副部長（健康局長) スポーツ振興班

副部長（知事室長、

部長（健康福祉部長）  大会推進室長） 公園班 副部長（副管理者、
　（体育保健課）

    物資調整担当）［薬務課長］）

部長（政策創生部長）

副部長（全国豊かな海づくり 　　住宅管理課）
　（その他の課室等） 体育保健班   （地域企画課、

医療相談窓口班

文化財班     生活経済課）
　（感染症対策課参事（医療 　  公営住宅課、

（その他の課室等） 協力班 部長（病院事業管理者） 　（文化財課） 地域班

　（住宅政策課、 病院事業部

 新庁舎整備課）

協力班　 　（国際経済課） （その他の課室等）

協力班（新庁舎企画課、

 体制担当）［医務課長］） 住宅班
国際経済班 協力班　 　（社会教育課）   （生活安全企画課、

医療物資調整班

　（その他の課室等） 　（人権教育課）     組織犯罪対策課）
　（感染症対策課参事（医療

副部長（新庁舎整備室長）

　（国際交流課） 　（水産課） 社会教育班 生活安全班

大学班（教育課）

協力班 人権教育班     捜査第一課、
医療体制班

協力班（その他の課室等）

（障害福祉課、
　いのち対策室、
  ユニバーサル推進課）

国際交流班 水産班  住宅参事）

　（ワクチン対策課） 副部長（国際局長）
障害福祉班 　（畜産課）  住宅建築局長、

管財班（管財課）

職員班（職員課）

ワクチン対策班 副部長（障害福祉局長）
畜産班 副部長（まちづくり局長、 　（水道課） 　（高校教育課）   （刑事企画課、

  　監察官室）
　（感染症対策課） 部長（まちづくり部長）

　（その他の課室等） 　（農産園芸課） 水道班 高校教育班 刑事班

特別支援教育班   　厚生課、
対策推進班

（その他の課室等） 協力班 農産園芸班 　（総務課） 　（特別支援教育課）

副部長（管理局長）

協力班　 　（地域金融室） 　（農業改良課） 　（その他の課室等） 総務班

参事（感染症対策支援担当） 副部長（次長）
地域金融班 農業改良班 協力班 　（義務教育課）   　教養課、

参事(大規模接種担当）

　（福利厚生課） 警務班
（高齢政策課、
  こども政策課、
  児童課）

 森林参事）
　（工業振興課） 　　下水道課） 義務教育班   （警務課、

副部長（農林水産局長、
対策局（感染症等対策室長） 工業振興班 　　河川整備課、 部長（公営企業管理者）

　（広聴課） 公営企業部

税務班（税務課）

　（経営商業課） 　（道路保全課、 福利厚生班     留置管理課）
少子高齢班

    会計課、
緊急事態措置相談窓口班

財政班（財政課、資金財産室）

副部長（少子高齢局長） 経営商業班 （その他の課室等） 施設維持班 　（学事課）     装備課、

協力班（その他の課室等） 副部長（産業振興局長）

総務班（総務課）

協力班　 　  港湾課） 学事班

総務班

副部長（企画財政局長）

　（農林経済課） 　  高速道路推進室、 　（その他の課室等） 　（教職員課）   　県民広報課、
　（防災企画課）

総務班
総務局（防災企画局長）

　　　　　 広域調整課）

　（その他の課室等） 農業金融班 　  空港政策課、 協力班 教職員班   （総務課、

管理班 財務班     外事課）

政策班 （政策調整課、

協力班 　（消費流通課） 　（交通政策課、 　（管理課） 　（財務課）

　（審査・指導課） 　（教育企画課）     災害対策課、

副部長（政策調整局長）

　（広報戦略課）     （社会福祉課、
   　法人指導室、
　 　地域福祉課、
   　人権推進課）

　  雇用就業室） 消費流通班 交通対策班

部長（企画県民部長）

広報班 社会福祉班 　（労政福祉課、 　（農業経営課） 　（総務課）

　（政策調整課） 　（社会福祉課） 労政福祉班 農業経営班 総務班 審査・指導班 教育企画班   　警備課、

総括班

企画班 総務班 　（産業政策課） 　（総務課） 　（会計課） 　（総務課）   （公安第一課、

副部長（警備部長）

人権参事）  県土安全参事、
 土木局長）総合企画局(政策調整局長） 総務班 総務班 総務班 総務班

部長（教育長） 部長（警察本部長）

副統括（健康福祉部長） 副部長（社会福祉局長、 副部長（政策労働局長） 副部長（農政企画局長） 副部長（県土企画局長、 副部長（出納局長） 副部長（次長）

出納部 教育部 警察部

統括（防災監） 部長（福祉部長） 部長（産業労働部長） 部長（農政環境部長） 部長（県土整備部長） 部長（会計管理者）

本部長：知事

事務総長兼副本部長：
　　　　　　　　副知事

　　緊急対策チーム：　政策調整局長、企画財政局長、管理局長、県民生活局長、防災企画局長、社会福祉局長、健康局長、感染症等対策室長、政策労働局長、産業振興局長、農政企画局長、県土企画局長、病院事業副管理者、教育次長
　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事：　防災企画課、感染症対策課、政策調整課

副本部長：副知事
　　　　　　防災監

事務局 企画県民部 健康福祉部 産業労働部 農政環境部 県土整備部

中播磨地方本部

地方本部

淡路地方本部阪神北地方本部 北播磨地方本部 西播磨地方本部 但馬地方本部 丹波地方本部神戸地方本部 阪神南地方本部 東播磨地方本部


