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基本目標名 施策名 事務事業名 主担当課名 総合評価

安心でいきいきと暮らせる 健康づくりの支援 保健センター管理運営事業 健康推進課 B1

まちづくり 健康手帳作成事業 健康推進課 B1

健康教育事業 健康推進課 B1

健康相談事業 健康推進課 B3

訪問指導事業 健康推進課 C1

健康増進事業 健康推進課 B1

健康まつり事業 健康推進課 C2

栄養改善事業 健康推進課 B1

健康応援事業 健康推進課 B1

保健計画中間評価事業 健康推進課 D3

食育の推進 食育推進計画策定事業 健康推進課 D3

食育推進事業 学務保健課 A

母子保健の充実 母子相談事業 健康推進課 B1

母子歯科保健事業 健康推進課 B1

離乳食教室事業 健康推進課 B1

母子栄養強化食品支給事業 健康推進課 B1

乳幼児・妊産婦健康診査事業 健康推進課 B1

母子保健連絡協議会運営事業 健康推進課 D2

母親学級事業 健康推進課 B1

妊産婦・新生児訪問指導事業 健康推進課 A

予防接種事業 健康推進課 B2

疾病予防対策の充実 感染症予防事業 健康推進課 B1

狂犬病予防事業 健康推進課 B1

健康診査事業 健康推進課 B2

肝炎ウィルス検診事業 健康推進課 B1

がん検診事業 健康推進課 B1

歯科検診事業 健康推進課 B1

地域医療体制の整備 休日・夜間診療事業 健康推進課 B1

歯科医療連携推進事業 健康推進課 B1

地域における子育て支援 子育てひろば事業 子育て支援課 A

地域子育て支援事業 保育課 A

補助金　地域子育てひろば活動支援事業 子育て支援課 A

学童クラブ管理運営事業 児童青少年課 B1

負担金　東京都公立児童厚生施設連絡協議会 児童青少年課 B1

子育て家庭の育児不安の解消 要保護児童対策地域協議会運営事業 子育て支援課 B1

親支援サポート事業 子育て支援課 B1

児童虐待ネットワーク事業 子育て支援課 B1

育児支援家庭訪問事業 子育て支援課 B1

産前産後家庭サポート事業 子育て支援課 B1

子ども家庭支援センター管理運営事業 子育て支援課 B1

子育て家庭の経済的負担の軽減 児童手当支給事業 子育て支援課 B4

助産施設入所費助成事業 子育て支援課 B1

補助金　先天性代謝異常健診採血料 子育て支援課 B1

子ども医療助成事業 子育て支援課 B1

子育て応援特別手当支給事業 子育て支援課 D3

ひとり親家庭への支援 児童育成手当支給事業 子育て支援課 B4

児童扶養手当支給事業 子育て支援課 B4

母子生活支援施設入所費助成事業 子育て支援課 B1

母子家庭就労支援事業 子育て支援課 B1

ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 子育て支援課 B1

ひとり親家庭入浴券支給事業 子育て支援課 B1

補助金　ひとり親家庭健康診査費 子育て支援課 B1

補助金　ひとり親家庭休養ホーム利用助成事業費 子育て支援課 C2

ひとり親家庭医療助成事業 子育て支援課 B3

多様な保育サービスの展開 私立保育所運営支援事業 保育課 B1

子ども家庭サービス事業 子育て支援課 B3

ファミリーサポートセンター事業 子育て支援課 B1

病後児保育事業 子育て支援課 D2

認可外保育所等補助事業 保育課 B1

補助金　一時保育事業費 子育て支援課 A

補助金　病児保育事業費 子育て支援課 A

待機児解消事業 保育課 A

市立保育所管理運営事業 保育課 B1

高倉保育所管理運営事業 保育課 B1

高齢者の生きがいづくりの支援 入浴助成事業 高齢者支援課 B3

ことぶき入浴事業 高齢者支援課 B3

長寿祝い訪問事業 高齢者支援課 B3

敬老会運営事業 高齢者支援課 B3

元気一番まつり事業 高齢者支援課 C2

高齢者ハイキング大会運営事業 高齢者支援課 B3

高齢者生きがい発見事業 高齢者支援課 B3

ことぶき理美容事業 高齢者支援課 B1

在宅高齢者世帯保養事業 高齢者支援課 B3

老人クラブ補助事業 高齢者支援課 B1

補助金　高齢者等保養施設利用助成事業費 高齢者支援課 B3
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安心でいきいきと暮らせる 高齢者の就労支援 シルバー人材センター支援事業 高齢者支援課 B3

まちづくり 補助金　はつらつ高齢者就業機会創出支援事業費 住宅勤労課 B1

高齢者の在宅生活支援 ねたきり高齢者支援事業 高齢者支援課 B1

日常生活用具給付等事業 高齢者支援課 B1

在宅ねたきり高齢者介護者慰労金支給事業 高齢者支援課 B1

一人暮し高齢者等緊急通報安全システム事業 高齢者支援課 B1

はいかい高齢者探索サービス事業 高齢者支援課 B1

生活支援ヘルパー事業 高齢者支援課 B1

後期高齢者ヘルパー派遣事業 高齢者支援課 B1

外出支援サービス事業 高齢者支援課 B1

高齢者世帯住宅用火災警報器取付等事業 高齢者支援課 D3

高齢者車いす福祉タクシー事業 高齢者支援課 B1

老人性白内障補助眼鏡等費用助成事業 高齢者支援課 B3

高齢者医療ショートステイ事業 高齢者支援課 B1

高齢者災害時要援護者把握事業 高齢者支援課 B1

補助金　高齢者自立支援住宅改修給付事業費 高齢者支援課 B1

地域介護予防事業 高齢者支援課 A

居宅介護支援事業 高齢者支援課 B2

高齢者在宅介護支援センター運営事業 高齢者支援課 C2

補助金　住宅改修支援助成事業費 高齢者支援課 B1

一人暮し高齢者とボランティアとのつどい運営事業 高齢者支援課 B3

補助金　敬老居室建築資金融資利子 高齢者支援課 B1

高齢者福祉施設の充実 高齢者住宅管理運営事業 高齢者支援課 B1

介護予防推進センター管理運営事業 高齢者支援課 A

養護老人ホーム措置事業 高齢者支援課 B2

特別養護老人ホーム管理運営事業 高齢者支援課 B2

高齢者在宅サービスセンター管理運営事業 高齢者支援課 B2

特別養護老人ホーム高齢者在宅サービスセンター整備
・運営事業

高齢者支援課 A

小規模多機能型居宅介護施設整備補助事業 高齢者支援課 B1

認知症高齢者グループホーム整備補助事業 高齢者支援課 B1

介護保険制度の円滑な運営 介護保険サービス利用推進事業 高齢者支援課 B1

低所得者利用者負担対策事業 高齢者支援課 B3

介護保険サービス計画作成事業 高齢者支援課 B1

社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業 高齢者支援課 B2

介護保険被保険者資格等管理運営事業 高齢者支援課 B2

介護保険給付事業 高齢者支援課 B2

介護保険料賦課徴収事業 高齢者支援課 B2

介護認定審査事業 高齢者支援課 B1

介護保険趣旨普及宣伝事業 高齢者支援課 B1

介護予防事業 高齢者支援課 A

包括的支援事業 高齢者支援課 B1

高齢者医療制度の普及と推進 医療助成事業 保険年金課 D3

負担金　医療事務費 保険年金課 D3

後期高齢者葬祭事業 保険年金課 B2

電子計算機等借上費 保険年金課 B1

負担金　療養給付費 保険年金課 B2

負担金　保険料等 保険年金課 B2

負担金　保険基盤安定 保険年金課 B2

負担金　事務費 保険年金課 B2

負担金　保険料軽減措置 保険年金課 B2

後期高齢者健康診査事業 保険年金課 B2

老人保健医療給付事業 保険年金課 D2

障害者への相談支援機能の充実 身体障害者及び知的障害者相談員事業 障害者福祉課 B1

障害者相談支援事業 障害者福祉課 A

障害者等地域自立支援協議会運営事業 障害者福祉課 A

障害者の社会参加支援 障害者地域交流促進事業 障害者福祉課 B3

障害者自立移動支援事業 障害者福祉課 B3

車いす福祉タクシー事業 障害者福祉課 B3

障害者奉仕者養成事業 障害者福祉課 B3

障害者の就労支援 負担金　東京都雇用開発協会 障害者福祉課 B3

障害者就労支援事業 障害者福祉課 A

作業所等経営ネットワーク支援事業 障害者福祉課 B1

障害者の地域生活支援 原爆被爆者援護金支給事業 障害者福祉課 B1

障害手当判定医活動事業 障害者福祉課 B4

障害認定審査事業 障害者福祉課 B2

心身障害者（児）福祉手当支給事業 障害者福祉課 B1

在宅重度障害者福祉手当支給事業 障害者福祉課 B1

指定疾病者福祉手当支給事業 障害者福祉課 B1

難病患者等生活支援事業 障害者福祉課 C2

低所得者利用者負担対策事業 障害者福祉課 C2

心身障害者寝具乾燥事業 障害者福祉課 C1

福祉バス事業 障害者福祉課 B3

障害者（児）休養事業 障害者福祉課 B1

心身障害者通所授産事業通所者交通費助成事業 障害者福祉課 B1

障害者作業委託事業 障害者福祉課 B1



平成２１年度事務事業評価結果一覧表

－3－

基本目標名 施策名 事務事業名 主担当課名 総合評価

安心でいきいきと暮らせる 障害者の地域生活支援 心身障害者住宅費助成事業 障害者福祉課 B3

まちづくり 低所得障害者（児）世帯下水道料金助成事業 障害者福祉課 B3

在宅重度心身障害者（児）理髪事業 障害者福祉課 B1

日常生活用具給付等事業 障害者福祉課 B2

知的障害者雇用事業 障害者福祉課 B3

身体障害者等機能回復はり・きゅう・マッサージ事業 障害者福祉課 B1

身体障害者福祉電話料助成事業 障害者福祉課 B1

重度脳性麻ひ者介護事業 障害者福祉課 B1

補装具等給付事業 障害者福祉課 B2

身体障害者等手帳診断料助成事業 障害者福祉課 B1

重度身体障害者（児）住宅設備改善費給付事業 障害者福祉課 B2

重度身体障害者入浴サービス事業 障害者福祉課 B3

重度身体障害者緊急通報システム事業 障害者福祉課 B1

障害者自立支援給付事業 障害者福祉課 B2

地域生活支援事業 障害者福祉課 B3

障害者福祉ホーム事業 障害者福祉課 B1

障害者世帯住宅用火災警報器取付等事業 障害者福祉課 D2

障害者災害時要援護者把握事業 障害者福祉課 B1

障害者計画推進協議会運営事業 障害者福祉課 B1

負担金　知的障害者援護施設運営費 障害者福祉課 B1

負担金　多摩地域福祉有償運送運営協議会 障害者福祉課 B1

障害者福祉団体運営費助成事業 障害者福祉課 B3

障害者認可施設運営費助成事業 障害者福祉課 C1

心身障害者小規模作業所運営費助成事業 障害者福祉課 B2

精神障害者共同作業所運営費助成事業 障害者福祉課 B3

精神障害者小規模通所授産施設運営費助成事業 障害者福祉課 B3

心身障害者小規模通所授産施設運営費助成事業 障害者福祉課 B2

地域デイグループ運営費助成事業 障害者福祉課 B2

みずき障害福祉サービス運営助成事業 障害者福祉課 A

補助金　府中生活実習所短期入所事業費 障害者福祉課 B1

補助金　障害者自立生活支援事業費 障害者福祉課 B1

花の里知的障害者更生施設建設費（債務負担行為解消分） 障害者福祉課 B1

はあと・ふる・えりあ知的障害者通所授産施設建設費
（債務負担行為解消分）

障害者福祉課 B1

補助金　事務処理安定化支援事業費 障害者福祉課 B1

障害者福祉施設整備補助事業 障害者福祉課 B4

心身障害者医療助成事業 障害者福祉課 B1

補助金　施設運営激変緩和対策事業 障害者福祉課 B3

補助金　通所サービス利用促進事業 障害者福祉課 B3

心身障害者福祉センター管理運営事業 障害者福祉課 A

勤労者福利厚生の支援 補助金　住宅建築資金融資利子 住宅勤労課 D2

補助金　生活資金融資利子 住宅勤労課 B3

補助金　中小企業勤労者サービス公社運営費 住宅勤労課 B3

補助金　メーデー 住宅勤労課 B3

保養機会の提供 やちほ管理運営事業 住宅勤労課 B1

補助金　市民保養施設利用助成事業費 住宅勤労課 B1

公的な住宅の管理運営 市営住宅管理運営事業 住宅勤労課 B1

市民住宅運営事業 住宅勤労課 B1

市営第十二北山町住宅改築事業 住宅勤労課 A

市営第七西府町住宅改築事業 住宅勤労課 A

国民健康保険の運営 国民健康保険運営事務 保険年金課 B1

国民健康保険趣旨普及宣伝事業 保険年金課 B1

国民健康保険賦課事務 保険年金課 B1

国民健康保険保険給付事業 保険年金課 B1

国民健康保険適用審査事務 保険年金課 A

国民健康保険疾病予防事業 保険年金課 B1

国民年金の普及 負担金　日本国民年金協会 保険年金課 B1

生活の安定と自立への支援 中国残留邦人支援事業 地域福祉推進課 B1

在日外国人等高齢者・障害者福祉給付事業 地域福祉推進課 B1

行旅死亡人取扱事業 生活援護課 B1

生活安定応援事業 地域福祉推進課 B1

住宅手当緊急特別措置事業 地域福祉推進課 B1

生活援護嘱託医設置事業 生活援護課 B1

ホームレス自立支援事業 生活援護課 B1

生活保護費扶助事業 生活援護課 B1

自立促進事業 生活援護課 B1

健全育成事業 生活援護課 B1

入浴券支給事業 生活援護課 B1

支えあいのまちづくりの促進 社会福祉委員活動支援事業 地域福祉推進課 B3

民生委員活動支援事業 地域福祉推進課 B2

社会を明るくする運動事業 地域福祉推進課 B1

保健福祉人材育成センタ－運営事業 地域福祉推進課 A

福祉活動推進支援事業 地域福祉推進課 B1

福祉サービス利用者総合支援事業 地域福祉推進課 B1

権利擁護センター事業 地域福祉推進課 A

ふれあい会館管理運営事業 地域福祉推進課 B1
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基本目標名 施策名 事務事業名 主担当課名 総合評価

安心でいきいきと暮らせる 支えあいのまちづくりの促進 負担金　北多摩保護観察協会 地域福祉推進課 B1

まちづくり 補助金　社会福祉協議会 地域福祉推進課 B1

補助金　地域福祉推進事業費 障害者福祉課 B3

福祉のまちづくりの推進 福祉のまちづくり推進事業 地域福祉推進課 B1

補助金　福祉サービス第三者評価受審費 地域福祉推進課 B1

安全で快適に住める 自然環境の保全の推進 自然保護啓発普及事業 公園緑地課 B3

まちづくり 緑の活動推進委員運営事業 公園緑地課 A

水辺の楽校推進事業 公園緑地課 B1

補助金　樹木保存事業費 公園緑地課 B3

水と緑のネットワークの形成 水と緑のネットワーク拠点等整備事業 公園緑地課 B1

緑化活動の推進 花蓮保存・普及事業 公園緑地課 B1

緑と花いっぱい運動推進事業 公園緑地課 C2

市民花壇運営事業 公園緑地課 C1

公共花壇運営事業 公園緑地課 B1

公園・緑地の整備と管理の充実 公園緑地等維持管理事業 公園緑地課 B1

負担金　日本公園緑地協会 公園緑地課 B1

緑の基本計画策定事業 公園緑地課 D3

府中基地跡地公園整備基本方針策定事業 公園緑地課 A

環境に配慮した活動の促進 環境審議会運営事業 環境政策課 B1

環境マネジメントシステム運営事業 環境政策課 B1

環境啓発事業 環境政策課 A

環境学習事業運営事業 環境政策課 B1

補助金　エコハウス設備設置助成事業費 環境政策課 B2

まちの環境美化の推進 環境美化推進委員会運営事業 環境政策課 B4

害虫等駆除対策事業 環境政策課 B4

空地整備指導対策事業 環境政策課 B4

まちの環境美化推進事業 環境政策課 B4

市民清掃活動事業 環境政策課 B4

環境衛生普及対策事業 環境政策課 B4

公衆トイレ維持管理事業 環境政策課 B4

補助金　ねこ去勢不妊手術費 環境政策課 A

公害対策の推進 公害防止指導対策事業 環境政策課 B1

各種分析調査事業 環境政策課 B1

市民ボランティア環境調査運営事業 環境政策課 B1

公害測定機器整備事業 環境政策課 B1

負担金　東京都市公害事務連絡協議会 環境政策課 B1

斎場の運営・墓地の整備 府中の森市民聖苑管理運営事業 住宅勤労課 B1

ごみ減量化・資源化の推進 廃棄物減量等推進審議会運営事業 ごみ減量推進課 B1

全国都市清掃会議参画事業 ごみ減量推進課 B1

三多摩清掃施設協議会運営事業 ごみ減量推進課 B1

集団回収推進事業 ごみ減量推進課 A

ごみ減量運動啓発事業 ごみ減量推進課 A

リサイクル推進事業 ごみ減量推進課 B1

地域ごみ対策推進事業 ごみ減量推進課 A

市民マイバッグ持参運動推進事業 ごみ減量推進課 C2

生ごみ資源循環システム構築事業 ごみ減量推進課 B1

ごみ排出指導事業 ごみ減量推進課 A

ごみ減量化処理機器購入補助事業 ごみ減量推進課 A

ごみの適正処理の推進 廃棄物収集運搬事業 ごみ減量推進課 B1

有料ごみ収集管理事業 ごみ減量推進課 B1

有害ごみ処理事業 ごみ減量推進課 C1

へい死犬猫処理事業 ごみ減量推進課 B1

ダストボックス等維持管理事業 ごみ減量推進課 C1

廃棄物処分事業 ごみ減量推進課 C1

一般廃棄物処理基本計画策定事業 ごみ減量推進課 D3

リサイクルプラザ管理運営事業 ごみ減量推進課 B3

ごみ処理施設等運営事業 ごみ減量推進課 B1

資源ごみ収集運搬事業 ごみ減量推進課 C1

し尿収集運搬事業 ごみ減量推進課 B1

清化園衛生組合残務整理事業 ごみ減量推進課 B1

防災体制の充実 防災会議運営事業 防災課 B1

防災思想普及事業 防災課 B1

地域防災スクールモデル事業 防災課 C1

補助金　災害予防運動事業費 防災課 B1

災害対応能力の向上 大規模災害時支給・貸付事業 防災課 B1

被災建築物応急危険度判定事業 建築指導課 B1

耐震改修促進事業 建築指導課 B1

耐震改修等補助事業 住宅勤労課 A

災害対策用水利維持管理事業 防災課 B1

負担金　応急給水槽維持管理費 防災課 B1

災害見舞品・見舞金支給事業 防災課 B1

緊急災害対策事業 防災課 B1

防災資材等整備事業 防災課 B1

災害対策用器具等整備事業 防災課 B1

防災施設維持管理・整備事業 防災課 B1
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安全で快適に住める 災害対応能力の向上 負担金　火災共済掛金 防災課 B1

まちづくり 負担金　中央防災センター（仮称）新築事業 防災課 B1

水防・防災ステーション（仮称）新築事業 防災課 B1

負担金　共済見舞金 防災課 B1

消防力の充実 負担金　東京都消防事務費 防災課 B1

負担金　三多摩地区消防運営協議会 防災課 B1

消防団活動支援事業 防災課 B1

防火思想普及事業 防災課 B3

消防施設維持管理事業 防災課 B1

負担金　東京都消防協会 防災課 B1

消防団広域連携参画事業 防災課 B1

負担金　東京市町村総合事務組合消防事務費等 防災課 B1

消火栓設置・維持事業 防災課 B1

負担金　緊急連絡システム電気料 防災課 C1

国民保護計画に基づく安全の確保 危機管理対策推進事業 防災課 B1

交通安全意識の啓発 交通安全対策審議会運営事業 地域安全対策課 B1

交通安全思想普及事業 地域安全対策課 A

負担金　東京都市町村民交通災害共済掛金 地域安全対策課 C1

補助金　交通安全運動事業費 地域安全対策課 B1

幼児・児童自転車安全対策事業 地域安全対策課 B1

安全な交通環境の整備 自転車対策審議会運営事業 地域安全対策課 B4

駅周辺自転車対策事業 地域安全対策課 A

交通安全施設維持管理事業 地域安全対策課 A

自転車駐車場管理運営事業 地域安全対策課 B1

補助金　自転車駐車場利用料助成事業費 地域安全対策課 B1

自転車保管所新設事業 地域安全対策課 D1

防犯対策の充実 防犯普及事業 地域安全対策課 A

防犯灯維持管理事業 地域安全対策課 A

補助金　防犯灯電気料 地域安全対策課 B1

補助金　防犯カメラ整備等事業費 地域安全対策課 A

補助金　青色防犯パトロール事業費 地域安全対策課 B1

地域安全体制づくりの支援 生活安全推進会議運営事業 地域安全対策課 B3

補助金　防犯運動事業費 地域安全対策課 B1

人と文化をはぐくむ 人権意識の醸成 人権啓発事業 広報課 B1

まちづくり 負担金　多摩東人権擁護委員協議会 広報課 B1

女性人権啓発事業 市民活動支援課 B1

補助金　東京多摩地域民間シェルター連絡会 市民活動支援課 A

平和意識の啓発 補助金　原水爆禁止運動 生涯学習スポーツ課 B1

原爆被爆者支援事業 障害者福祉課 D2

平和啓発事業 生涯学習スポーツ課 B1

男女共同参画の推進 女性活動推進事業 市民活動支援課 B2

男女共同参画推進懇談会運営事業 市民活動支援課 B1

女性史編纂事業 市民活動支援課 D1

女性センター維持管理事業 市民活動支援課 A

負担金　全国女性会館協議会 市民活動支援課 B1

学習機会の提供と環境づくりの推進 生涯学習審議会運営事業 生涯学習スポーツ課 B1

負担金　東京都市町村社会教育委員連絡協議会 生涯学習スポーツ課 B1

負担金　全国社会教育研究大会 生涯学習スポーツ課 B1

負担金　東京都公民館大会 生涯学習スポーツ課 B1

公民館事業運営事業 生涯学習スポーツ課 B1

心身障害児童・生徒地域活動事業 生涯学習スポーツ課 B1

学習事業運営事業 生涯学習スポーツ課 B1

学習活動支援事業 生涯学習スポーツ課 A

生涯学習センター管理運営事業 生涯学習スポーツ課 C1

生涯学習活動の支援 青少年音楽祭運営事業 文化振興課 B1

生涯学習フェスティバル運営事業 生涯学習スポーツ課 A

図書館サービスの充実 中央図書館運営事業 図書館 A

地区図書館運営事業 図書館 A

レファレンスサービス事業 図書館 A

児童・青少年サービス事業 図書館 A

ハンディキャップサービス事業 図書館 A

図書館維持管理事業 図書館 A

負担金　日本図書館協会 図書館 B1

負担金　東京都市町村立図書館長協議会 図書館 B1

中央図書館複合施設整備等事業 図書館 A

市民の文化・芸術活動の支援 市民芸術文化祭運営事業 文化振興課 B1

市民文化活動事業奨励事業 文化振興課 B1

民俗芸能伝承普及事業 文化振興課 B1

補助金　文化団体活動事業費 文化振興課 B1

文化施設の充実 グリーンプラザ管理運営事業 文化振興課 A

市民会館管理運営事業 文化振興課 A

市民会館複合施設整備等事業（債務負担行為解消分） 文化振興課 B4

府中の森芸術劇場管理運営事業 文化振興課 A

補助金　文化振興財団 文化振興課 A

郷土の森博物館管理運営事業 文化振興課 A
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人と文化をはぐくむ 文化施設の充実 美術館維持管理事業 美術館 B1

まちづくり 美術品収集事業 美術館 B1

展覧会事業 美術館 B1

美術普及事業 美術館 B1

所蔵品展示管理事業 美術館 B1

図書資料等整備事業 美術館 B1

負担金　全国美術館会議 美術館 B1

負担金　日本博物館協会 美術館 B1

負担金　東京の美術館・博物館等共通入館事業費 美術館 B1

歴史文化遺産の保護と活用 文化財保護振興事業 文化振興課 B1

埋蔵文化財保存活用事業 文化振興課 B1

武蔵国衙跡保存活用事業 文化振興課 A

文化財整備事業 文化振興課 B1

武蔵国府等展示活用事業 文化振興課 B1

国府ふるさと２００９事業 文化振興課 D1

ふるさと府中歴史館（仮称）整備事業 文化振興課 A

スポーツ活動の支援 体育指導委員活動事業 生涯学習スポーツ課 B1

負担金　関東体育指導委員研究大会 生涯学習スポーツ課 B1

負担金　東京都体育指導委員協議会 生涯学習スポーツ課 B1

負担金　第９ブロック研究大会 生涯学習スポーツ課 B1

社会体育指導者育成事業 生涯学習スポーツ課 B1

スポーツの生活化推進事業 生涯学習スポーツ課 B1

社会体育奨励事業 生涯学習スポーツ課 B1

市民スポーツ教室運営事業 生涯学習スポーツ課 C1

市民体育大会運営事業 生涯学習スポーツ課 B1

スポーツ大会運営事業 生涯学習スポーツ課 B1

レクリエーション事業運営事業 生涯学習スポーツ課 B1

負担金　市町村総合体育大会 生涯学習スポーツ課 B1

補助金　体育団体活動事業費 生涯学習スポーツ課 B1

補助金　スポーツ大会参加 生涯学習スポーツ課 B1

補助金　ジュニアスポーツ活動事業費 生涯学習スポーツ課 B1

総合体育館スポーツ活動運営事業 生涯学習スポーツ課 B1

地域体育館スポーツ活動運営事業 生涯学習スポーツ課 B3

国民体育大会運営準備事業 生涯学習スポーツ課 A

スポーツ環境の充実 野球場維持管理事業 生涯学習スポーツ課 B1

市民陸上競技場維持管理事業 生涯学習スポーツ課 B1

庭球場維持管理事業 生涯学習スポーツ課 B1

プール管理運営事業 生涯学習スポーツ課 B1

運動場維持管理事業 生涯学習スポーツ課 B1

ゲートボール場維持管理事業 生涯学習スポーツ課 B1

グラウンド管理所維持管理事業 生涯学習スポーツ課 B1

サッカー場維持管理事業 生涯学習スポーツ課 B1

負担金　東京都体育施設協会 生涯学習スポーツ課 B1

体育施設整備事業 生涯学習スポーツ課 B1

総合体育館管理運営事業 生涯学習スポーツ課 B1

地域体育館管理運営事業 生涯学習スポーツ課 B1

学校開放運営事業 生涯学習スポーツ課 B1

幼児教育の充実 私立幼稚園指導監督事務 学務保健課 A

幼稚園医等配置事業 学務保健課 B1

教科運営事業 学務保健課 B1

公立幼稚園教育研究事業 学務保健課 B1

市立幼稚園維持管理・整備事業 総務課 B1

負担金　公立幼稚園長会 学務保健課 B1

私立幼稚園補助事業 学務保健課 B1

補助金　幼稚園類似施設幼児保護者 学務保健課 B1

補助金　公私立幼稚園就園奨励費 学務保健課 B1

補助金　幼児愛育費 学務保健課 C1

市立幼稚園耐震改修事業 総務課 A

基礎学力の定着と学力の向上 科学教育事業 指導室 B1

教職員研修事業 指導室 B1

少人数指導等事業 指導室 A

開かれた学校づくりの推進 学区域見直し検討協議会（仮称）運営事業 学務保健課 A

学校評価事業運営事業 指導室 B1

部活動指導事業 指導室 A

教育・指導内容の充実 私立学校指導監督事務 総務管理課 B2

教育委員会運営事業 総務課 B1

教育関係団体負担金参画事業 総務課 B1

特別支援教育事業 指導室 B3

環境教育推進事業 指導室 C1

スクールソーシャルワーカー活用事業 指導室 A

教育相談事業 指導室 B3

教科等研究事業 指導室 B1

学校図書館指導充実事業 指導室 A

教材提供事業 指導室 B1

学校教育ネットワーク事業 総務課 A
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人と文化をはぐくむ 教育・指導内容の充実 負担金　東京都市指導主事会 指導室 B1

まちづくり 負担金　全国適応指導教室連絡協議会 指導室 B1

奨学資金給付事業 総務課 B1

奨学資金貸付事業 総務課 B1

入学時初年度納付資金貸付事業 総務課 B1

荒奨学資金貸付事業 総務課 B1

教育センター管理運営事業 指導室 B1

学校諸行事運営事業 総務課 B1

卒業記念品支給事業 総務課 B1

事務用紙類印刷費 総務課 B1

管理用備品整備事業 総務課 A

小・中学校維持管理事業 総務課 B1

教職員健康検査事業 指導室 B2

林間学校運営事業 学務保健課 B1

移動教室運営事業 学務保健課 A

水泳指導事業 指導室 B1

海外帰国児童・生徒等指導事業 指導室 B1

メンタルフレンド配置事業 指導室 C2

学校図書館運営事業 総務課 B1

文化祭等運営事業 総務課 B1

学校教育振興事業 総務課 B1

特色ある学校づくり振興事業 総務課 B1

総合的な学習振興事業 指導室 B1

スクールバンド振興事業 総務課 B1

国際理解教育推進事業 指導室 A

児童会等特別活動事業 総務課 B1

校外学習等運営事業 総務課 B1

就学援助事業 学務保健課 B1

教科用消耗器材整備事業 総務課 B1

教科用備品整備事業 総務課 B1

視聴覚備品整備事業 総務課 B1

進路指導事業 指導室 B1

生徒会育成事業 指導室 B1

補助金　生徒会 総務課 B1

補助金　修学旅行費 指導室 B1

八ヶ岳府中山荘管理運営事業 総務課 B1

学校給食の充実 給食用消耗器材整備事業 学務保健課 B1

給食用備品整備事業 学務保健課 B1

給食調理室維持管理事業 学務保健課 B1

学校給食用牛乳・調味料補助事業 学務保健課 B3

給食センター管理運営事業 学務保健課 B4

給食配膳事業 学務保健課 B1

負担金　多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会 学務保健課 B1

児童生徒の健康づくりの推進 学校医等設置事業 学務保健課 B1

児童健康検査事業 学務保健課 B1

結核対策委員会運営事業 学務保健課 B1

学校保健会運営事業 学務保健課 B1

運動会運営事業 学務保健課 B1

プール運営事業 学務保健課 B1

学校環境衛生事業 学務保健課 B1

学校保健室運営事業 学務保健課 B1

負担金　日本スポーツ振興センター掛金 学務保健課 B1

負担金　全国学校保健研究大会 学務保健課 B1

負担金　全国学校歯科保健研究大会 学務保健課 B1

負担金　学校環境衛生薬事衛生研究協議会 学務保健課 B1

生徒健康検査事業 学務保健課 B1

自然教室運営事業 学務保健課 C1

子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業 学務保健課 D3

学校施設の整備 小・中学校校舎等耐震改修事業 総務課 A

小・中学校校舎等整備事業 総務課 B1

第十小学校校舎等改築事業 総務課 B1

第五中学校校舎改築事業 総務課 B1

八ヶ岳府中山荘整備事業 総務課 B1

青少年活動の支援 ちびっ子文化祭運営事業 市民活動支援課 B1

自主活動奨励事業 市民活動支援課 B1

成人の日記念青年のつどい運営事業 児童青少年課 B1

子供ランド事業運営事業 市民活動支援課 B1

補助金　ボーイ・ガールスカウト活動事業費 児童青少年課 B1

補助金　子ども会活動事業費 児童青少年課 B1

青少年委員活動事業 児童青少年課 B1

青少年団体育成奨励事業 文化振興課 B1

青少年体験活動運営事業 児童青少年課 B1

放課後子ども教室事業 児童青少年課 B1

負担金　東京都青少年委員会連合会 児童青少年課 B1

青少年健全育成の環境づくりの支援 青少年問題協議会運営事業 児童青少年課 B1
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基本目標名 施策名 事務事業名 主担当課名 総合評価

人と文化をはぐくむ 青少年健全育成の環境づくりの支援 青少年健全育成事業 児童青少年課 B1

まちづくり 青少年総合相談運営事業 児童青少年課 B1

補助金　青少年対策地区活動推進費 児童青少年課 B4

地域コミュニティの活性化支援 自治振興助成事業 市民活動支援課 B1

コミュニティ文化祭運営事業 市民活動支援課 C2

ふれあいの集い運営事業 市民活動支援課 B1

地域まつり運営事業 市民活動支援課 B1

野外活動振興事業 市民活動支援課 B1

ふるさと広場運営事業 市民活動支援課 B1

コミュニティ事業運営事業 市民活動支援課 B1

補助金　自治会連合会 市民活動支援課 B1

補助金　公会堂設置費等 市民活動支援課 B1

ＮＰＯ・ボランティア活動の支援 ＮＰＯ・ボランティア活動支援事業 市民活動支援課 A

ＮＰＯ・ボランティアとの協働推進懇談会運営事業 市民活動支援課 C1

補助金　市民活動支援事業費 市民活動支援課 A

コミュニティ施設の充実 文化センター維持管理事業 市民活動支援課 B3

国際化・都市間交流の促進 友好都市交流事業 市民活動支援課 B1

姉妹都市交流事業 市民活動支援課 B3

在住外国人への支援 国際交流推進事業 市民活動支援課 B3

補助金　外国人学校児童・生徒保護者 総務管理課 B1

にぎわいと魅力のある 計画的な土地利用の推進 都市計画審議会運営事業 計画課 B1

まちづくり 市街地整備計画作成事業 計画課 B1

地域まちづくり事業 計画課 B1

負担金　都市計画協会 計画課 B1

良好な開発事業の誘導 建築紛争調停委員会運営事業 計画課 B1

土地利用調整審査会運営事業 計画課 B1

土地取引事務 計画課 B1

大規模開発誘導事業 計画課 B1

駅周辺整備事業の計画的推進 西府駅南側エレベーター整備事業 土木課 D3

府中駅南口再開発推進事業 府中駅南口周辺整備担当 B1

負担金　街づくり区画整理協会 西府駅周辺整備担当 B1

負担金　東京土地区画整理事業推進連盟 西府駅周辺整備担当 B1

地域まちづくり活動の支援 まちづくり活動助成事業 計画課 B1

分譲マンション実態調査事業 住宅勤労課 D3

良好な建築行為の確保 建築審査会運営事業 建築指導課 B1

建築指導事務 建築指導課 B3

建設リサイクル事務 建築指導課 B1

魅力ある景観の形成 景観審議会運営事業 計画課 B1

景観賞選考協議会運営事業 計画課 D3

景観形成事業 計画課 B1

けやき並木の景観の保全 けやき並木周辺整備事業 けやき並木周辺整備担当 B1

馬場大門ケヤキ並木保護対策事業 文化振興課 B2

公共交通の利便性の向上 コミュニティバス運行補助事業 地域安全対策課 A

負担金　中央線三鷹・立川間立体化複々線促進協議会 計画課 B1

負担金　多摩地域都市モノレール等建設促進協議会 計画課 B1

交通の円滑化と安全性の確保 道路事業用地管理事業 土木課 B1

交通バリアフリー法重点整備地区推進事業 土木課 B1

負担金　首都道路協議会 土木課 B1

負担金　道路整備促進期成同盟会東京都協議会 土木課 B1

負担金　関東国道協会 土木課 B1

負担金　東京都道路整備事業推進大会 土木課 B1

負担金　東京都区市町村土木関係技術管理連絡協議会 土木課 B1

スマートインターチェンジ社会実験事業 土木課 C1

境界確定事業 管理課 B1

公共基準点管理事業 管理課 B1

道路新設整備事業 土木課 B1

道路拡幅改修整備事業 土木課 B1

狭あい道路解消事業 管理課 B1

みちづくりバリアフリー化整備事業 土木課 B1

街路事業用地管理事業 土木課 B1

負担金　東京都街路事業促進協議会 土木課 B1

負担金　多摩川架橋及び関連道路整備促進協議会 計画課 B1

都市計画道路整備事業 土木課 B1

緊急整備工事事業 土木課 B1

環境に配慮した道路整備 負担金　多摩川流域協議会 環境政策課 D2

負担金　東京都総合治水対策協議会 土木課 B1

道路改良整備事業 土木課 B1

用排水路整備事業 土木課 B1

私道整備事業 管理課 B1

道路等の適正な維持管理 地籍調査事業 管理課 B1

道路台帳等維持管理事業 管理課 B3

法定外公共物管理事業 管理課 B1

負担金　多摩川整備促進協議会 管理課 B1

道路等維持管理事業 管理課 B1

街路樹維持管理事業 管理課 B1
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にぎわいと魅力のある 下水道施設の機能確保 下水道運営管理事業 下水道課 B1

まちづくり 下水道維持管理事業 下水道課 A

下水道新設改良事業 下水道課 B1

電子自治体の推進 負担金　電子調達情報提供料 契約課 B1

東京電子自治体共同運営事業 情報システム課 B1

負担金　地方自治情報センター 情報システム課 B1

情報セキュリティの維持管理 情報セキュリティ対策事業 情報システム課 A

情報通信基盤と運用システムの整備 情報基盤・システム整備事業 情報システム課 B1

中小企業の経営基盤強化の支援 小規模事業者指導事業 経済観光課 B1

補助金　商工業振興事業費 経済観光課 B1

中小企業補助事業 経済観光課 B1

補助金　公衆浴場設備改修費 経済観光課 B1

活気ある商店街づくりの支援 商店会等アドバイザー派遣事業費 経済観光課 B1

商店街補助事業 経済観光課 B1

補助金　特産品等開発支援事業費 経済観光課 B1

補助金　共通商品券事業費 経済観光課 B1

定額給付金給付事業 経済観光課 D3

工業の育成 工業技術情報センター運営事業 経済観光課 B1

異業種交流促進事業 経済観光課 B1

負担金　多摩東部広域産業政策連絡会議 経済観光課 B1

負担金　ＴＡＭＡ産業活性化協会 経済観光課 B1

補助金　製造業等活性化支援事業費 経済観光課 B1

観光資源の活用・創出による地域活性化 桜まつり運営事業 市民活動支援課 B1

けやきフェスタ運営事業 市民活動支援課 C1

観光振興事業 経済観光課 A

観光情報センター管理運営事業 経済観光課 A

補助金　観光事業費 経済観光課 A

補助金　例大祭観光事業費 経済観光課 B1

消費生活の向上 消費者相談事業 経済観光課 A

消費者啓発事業 経済観光課 A

市民朝市運営事業 経済観光課 B1

農地の保全と担い手の育成 農業委員会運営事業 農業委員会事務局 B1

負担金　北多摩地区農業委員会連合会 農業委員会事務局 B1

負担金　東京都農業会議賛助員拠出金 農業委員会事務局 B1

農業協力委員活動事業 経済観光課 B3

負担金　西府用水組合運営費 経済観光課 B1

負担金　都市農地保全推進自治体協議会 経済観光課 A

補助金　灌漑用水対策事業費 経済観光課 B1

補助金　生産緑地地区指定農地等振興事業費 経済観光課 C1

補助金　農業担い手支援事業費 経済観光課 A

補助金　認定農業者等経営改善対策事業費 経済観光課 A

府中産農産物の流通拡大 循環型農業普及事業 経済観光課 A

農産物特産化事業 経済観光課 B1

負担金　八王子市食肉処理場運営協議会 経済観光課 B1

補助金　農業生産団体育成事業費 経済観光課 B1

補助金　地産地消推進事業費 経済観光課 B1

農業とふれあう機会の拡充 農業まつり運営事業 経済観光課 B1

市民農業大学運営事業 経済観光課 B1

子ども農業体験推進事業 経済観光課 B1

市民農園維持管理事業 経済観光課 B1
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