
府中市事務事業点検　対象事業

【平成２３年度】
№ 事務事業名（予算事業名） 課名

1 広報事業（広報発行事業） 広報課

2 広報事業（広報活動事業） 広報課

3 市税徴収事務 納税課

4 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

5 文化センター維持管理事業 市民活動支援課

6 自主活動奨励事業 市民活動支援課

7 ふれあいの集い運営事業 市民活動支援課

8 桜まつり運営事業 市民活動支援課

9 小規模事業者指導事業 経済観光課

10 補助金　農業生産団体育成事業費 経済観光課

11 郷土の森博物館管理運営事業 ふるさと文化財課

12 学習事業運営事業 生涯学習スポーツ課

13 スポーツ大会運営事業 生涯学習スポーツ課

14 地区図書館運営事業 図書館

15 美術館維持管理事業 美術館

16 補助金　社会福祉協議会 地域福祉推進課

17 地域介護予防事業（介護予防コーディネート事業） 高齢者支援課

18 地域介護予防事業（地域デイサービス事業） 高齢者支援課

19 低所得者利用者負担対策事業 高齢者支援課

20 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

21 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

22 指定疾病者福祉手当支給事業 障害者福祉課

23 障害者自立移動支援事業（心身障害者福祉タクシー事業） 障害者福祉課

24 障害者認可施設運営費助成事業 障害者福祉課

25 健康診査事業（一般健康診査事業） 健康推進課

26 乳幼児・妊産婦健康診査事業 健康推進課

27 子ども家庭サービス事業 子育て支援課

28 育児支援家庭訪問事業 子育て支援課

29 市立保育所管理運営事業 保育課

30 防災資材等整備事業 防災課

31 公害防止指導対策事業 環境政策課

32 補助金　樹木保存事業費 環境政策課

33 駅周辺自転車対策事業 地域安全対策課

34 ごみ減量運動啓発事業 ごみ減量推進課

35 私道整備事業 管理課

36 地域まちづくり事業 計画課

37 教科用消耗器材整備事業 総務課

38 学校図書館運営事業 総務課

39 給食センター管理運営事業 学務保健課

40 尐人数指導等事業 指導室
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【平成２４年度】
№ 事務事業名（予算事業名） 課名

1 広報事業（テレビ広報事業） 広報課

2 文書管理事務 総務管理課

3 庁舎等維持管理事業（庁用車管理事業） 管財課

4 補助金　市民保養施設利用助成事業費 住宅勤労課

5 補助金　公会堂設置費等 市民活動支援課

6 女性活動推進事業 市民活動支援課

7 友好都市交流事業 市民活動支援課

8 中小企業補助事業 経済観光課

9 商店街補助事業（補助金　商店街共同施設電気料） 経済観光課

10 観光振興事業 経済観光課

11 市民芸術文化祭運営事業 文化振興課

12 市民体育大会運営事業 生涯学習スポーツ課

13 中央図書館運営事業 図書館

14 権利擁護センター事業 地域福祉推進課

15 入浴券支給事業 生活援護課

16 介護予防推進センター管理運営事業 高齢者支援課

17
シルバー人材センター支援事業（補助金　シルバー人材セ
ンター運営費）

高齢者支援課

18 地域介護予防事業（介護予防推進事業） 高齢者支援課

19 老人クラブ補助事業 高齢者支援課

20 心身障害者福祉センター管理運営事業 障害者福祉課

21 心身障害者住宅費助成事業 障害者福祉課

22
障害者自立移動支援事業（心身障害者自動車ガソリン等費
用助成事業）

障害者福祉課

23 障害者作業委託事業 障害者福祉課

24 健康増進事業 健康推進課

25 歯科検診事業（歯の衛生週間検診事業） 健康推進課

26 子ども家庭支援センター管理運営事業 子育て支援課

27 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 子育て支援課

28 補助金　先天性代謝異常健診採血料 子育て支援課

29 学童クラブ管理運営事業 児童青尐年課

30 防災思想普及事業 防災課

31 まちの環境美化推進事業 環境政策課

32 有料ごみ収集管理事業 ごみ減量推進課

33 リサイクル推進事業 ごみ減量推進課

34 公共花壇運営事業 管理課

35 法定外公共物管理事業 管理課

36 景観形成事業 計画課

37 耐震改修等補助事業 建築指導課

38 奨学資金給付事業 総務課

39 就学援助事業 学務保健課

40 学校図書館指導充実事業 指導室
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【平成２５年度】
№ 事務事業名（予算事業名） 課名

1 市民相談事業 広報課

2 職員研修事務 職員課

3 情報セキュリティ対策事業 情報システム課

4 市民住宅運営事業 住宅勤労課

5 補助金　中小企業勤労者サービス公社運営費 住宅勤労課

6 自治振興助成事業 市民活動支援課

7 ＮＰＯ・ボランティア活動支援事業 市民活動支援課

8 地域まつり運営事業 市民活動支援課

9 補助金　商工業振興事業費 経済観光課

10 補助金　観光事業費 経済観光課

11 埋蔵文化財保存活用事業 ふるさと文化財課

12 文化財保護振興事業 ふるさと文化財課

13 プール管理運営事業 生涯学習スポーツ課

14 地域体育館スポーツ活動運営事業 生涯学習スポーツ課

15 所蔵品展示管理事業 美術館

16 福祉サービス利用者総合支援事業 地域福祉推進課

17 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

18 ことぶき理美容事業 高齢者支援課

19 生活支援ヘルパー事業 高齢者支援課

20 外出支援サービス事業 高齢者支援課

21 障害者就労支援事業 障害者福祉課

22 日常生活用具給付等事業 障害者福祉課

23 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

24 補装具等給付事業 障害者福祉課

25 休日・夜間診療事業 健康推進課

26 ファミリーサポートセンター事業 子育て支援課

27 青尐年健全育成事業 児童青尐年課

28 消防団活動支援事業（交付金　消防団） 防災課

29 コミュニティバス運行補助事業 地域安全対策課

30 集団回収推進事業 ごみ減量推進課

31 リサイクル推進事業（リサイクル用品活用事業） ごみ減量推進課

32 公園緑地等維持管理事業 管理課

33 狭あい道路解消事業（補助金　狭あい道路整備費） 管理課

34 境界確定事業 管理課

35 市街地整備計画作成事業 計画課

36 視聴覚備品整備事業 総務課

37 学校教育ネットワーク事業 総務課

38 市立幼稚園維持管理・整備事業 学務保健課

39 部活動指導事業 指導室

40 海外帰国児童・生徒等指導事業 指導室
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