
ページ数
企画政策部

企画政策課 連携推進事業 254
企画政策課 施策 行政運営 283
企画政策課 企画政策一般管理事業 292
企画政策課 施策 連携協力 311
企画政策課 連携推進事業（再掲） 312
企画政策課 施策 公共施設マネジメント 314
企画政策課 施設マネジメント事務事業 315

住民自治課 施策 交通安全・防犯 191
住民自治課 交通安全推進活動事業 192
住民自治課 防犯推進活動事業 196
住民自治課 防犯施設整備維持管理事業 197
住民自治課 施策 地域活動 271
住民自治課 自治振興事業 272
住民自治課 総合ボランティアセンター運営管理事業 274
住民自治課 協働推進事業 275
住民自治課 施策 情報共有 277
住民自治課 広報事業 278
住民自治課 施策 共生 280
住民自治課 多文化共生事業 281
住民自治課 男女共同参画推進事業 282

秘書人事課 秘書給与管理事業 294
秘書人事課 人材育成事業 295
秘書人事課 職員福利厚生事業 296
秘書人事課 職員退職手当基金積立金事業 310

DX推進課 電算推進事業 297

総務部
総務課 総務一般管理事業 284
総務課 行政サービスコーナー事業 285
総務課 庁舎管理事業 286
総務課 公用車管理事業 287
総務課 総務文書管理事業 288
総務課 選挙管理委員会事業 289
総務課 選挙啓発事業 290
総務課 新庁舎建設基金積立金事業 317

財政課 施策 財政運営 302
財政課 財政一般管理事業 305
財政課 ふるさと寄附事業 306
財政課 公有財産管理・契約事務事業 307

税務課 税務一般管理事業 303
税務課 賦課徴収事務事業 304

防災危機管理課 施策 防災 185
防災危機管理課 防災事業 186
防災危機管理課 施策 消防・救急 188
防災危機管理課 消防管理事業 189
防災危機管理課 消防水利整備事業 190

健康福祉部
ふくし課 施策 地域福祉 42
ふくし課 戦没者追悼式事業 43
ふくし課 民生委員・児童委員活動事業 44
ふくし課 社明運動推進事業 45
ふくし課 福祉センター運営管理事業 46
ふくし課 社会福祉一般事業 47
ふくし課 施策 高齢者福祉 49
ふくし課 高齢者福祉サービス事業 52
ふくし課 高齢者福祉一般事業 54
ふくし課 シルバー人材センター事業 56

部・課名

部・課別索引

施策評価・事業評価
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ページ数部・課名 施策評価・事業評価
ふくし課 いきがい推進事業 57
ふくし課 老人憩の家管理事業 58

障がい支援課 施策 障がい者（児）福祉 59
障がい支援課 社会参加促進事業 60
障がい支援課 児童発達支援給付事業 62
障がい支援課 障害者福祉サービス事業 64
障がい支援課 障害者福祉一般管理事業 66
障がい支援課 地域生活支援事業 68

児童課 施策 児童・母子・父子福祉 72
児童課 児童福祉一般管理事業 73
児童課 ひとり親家庭等支援事業 75
児童課 施策 子ども支援 83
児童課 保育園運営事業 85
児童課 保育等給付事業 87
児童課 子育て支援事業 88
児童課 児童手当給付事業 90
児童課 地域交流事業 91
児童課 児童館維持管理事業 92
児童課 児童館運営事業 93
児童課 児童館施設整備事業 95
児童課 なかよし学園運営事業 96
児童課 総合子育て支援センター維持管理事業 97
児童課 総合子育て支援センター運営事業 98
児童課 つどいの広場事業運営事業 99
児童課 ファミリーサポートセンター事業 100
児童課 子育て世代包括支援センター運営事業 101
児童課 保育園維持管理事業 102
児童課 保育園施設整備事業 103

保険医療課 妊婦医療費補助事業 40
保険医療課 不妊治療費補助事業 41
保険医療課 後期高齢者福祉医療助成事業 50
保険医療課 後期高齢者医療事務事業 51
保険医療課 障害者医療助成事業 70
保険医療課 更生医療給付事業 71
保険医療課 子ども医療助成事業 77
保険医療課 母子家庭等医療助成事業 78
保険医療課 未熟児養育医療給付事業 79
保険医療課 育成医療給付事業 80

健康課 施策 健康づくり 21
健康課 保健衛生一般管理事業 22
健康課 健康増進事業 24
健康課 保健センター運営管理事業 26
健康課 救急医療対策事業 27
健康課 感染症予防事業 29
健康課 介護予防事業 31
健康課 各種検診等事業 33
健康課 新型コロナウイルス感染症対策事業 35
健康課 糖尿病性腎症重症化予防等事業 36
健康課 母子保健事業 38

生活経済部
住民課 戸籍住民基本台帳事業 299
住民課 住民一般事務事業 301

環境課 施策 地球温暖化防止・廃棄物 163
環境課 清掃一般管理事業 164
環境課 ごみ処理事業 165
環境課 資源ごみ回収事業 167
環境課 し尿くみ取り処理事業 168
環境課 環境保全対策事業 169
環境課 施策 自然環境保全 171
環境課 環境衛生事業 172
環境課 狂犬病予防対策事業 174
環境課 自然環境学習の森運営事業 175
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ページ数部・課名 施策評価・事業評価

農業振興課 ため池保全事業 184
農業振興課 施策 農業振興 241
農業振興課 農地一般管理事業 242
農業振興課 農業用施設維持管理事業 243
農業振興課 農業用排水機場維持管理事業 244
農業振興課 農地整備事業 245
農業振興課 農業委員会一般事務事業 246
農業振興課 総合農政推進事業 247
農業振興課 農業振興関係事業 249
農業振興課 畜産振興事業 250
農業振興課 損害防止事業 251

商工振興課 施策 工業振興 252
商工振興課 商工業振興一般事業 253
商工振興課 施策 商業振興 256
商工振興課 小規模企業等振興資金預託事業 257
商工振興課 労働一般事業 258
商工振興課 勤労者住宅資金預託事業 259
商工振興課 勤労福祉会館管理運営事業 260
商工振興課 消費者行政事業 261
商工振興課 商工業振興一般事業（再掲） 263
商工振興課 施策 観光振興 266
商工振興課 観光推進事業 267

建設部
道路河川課 施策 河川・治水 176
道路河川課 河川一般管理事業 178
道路河川課 港湾一般管理事業 179
道路河川課 雨水貯留浸透施設設置事業 180
道路河川課 施策 道路 217
道路河川課 道路改良事業 219
道路河川課 都市計画道路整備事業 220
道路河川課 道路用地先行取得事業 224
道路河川課 道路橋りょう一般管理事業 226
道路河川課 道路改良事業（再掲） 265

土木維持管理課 河川水路維持管理事業 182
土木維持管理課 交通安全施設整備維持管理事業 194
土木維持管理課 交通安全対策事業 195
土木維持管理課 土木一般管理事業 221
土木維持管理課 道路内私有地等用地取得事業 223
土木維持管理課 道路維持管理事業 225

上下水道課 下水道施設建設改良事業（雨水事業） 181
上下水道課 下水道施設維持管理事業（雨水事業） 183
上下水道課 施策 上下水道 232
上下水道課 水道施設維持管理事業 233
上下水道課 水道施設老朽管布設替事業 234
上下水道課 水道施設建設改良事業 235
上下水道課 水道料金・公営企業会計システム運用事業 236
上下水道課 水道業務アウトソーシング事業 237
上下水道課 下水道施設維持管理事業（汚水事業） 238
上下水道課 下水道施設建設改良事業（汚水事業） 239
上下水道課 公営企業会計システム運用事業 240

都市整備部
都市計画課 施策 市街地・住宅・景観 201
都市計画課 都市計画総務事業 204
都市計画課 コンパクトなまちづくり事業 205
都市計画課 住宅維持管理事業 206
都市計画課 住宅一般管理事業 207
都市計画課 景観まちづくり事業 209
都市計画課 コンパクトなまちづくり事業（再掲） 264

公園緑地課 施策 公園・緑地 210
公園緑地課 公園等維持管理事業 211
公園緑地課 公園整備事業 213
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ページ数部・課名 施策評価・事業評価
公園緑地課 緑地等維持管理事業 215
公園緑地課 緑化振興事業 216

まちづくり課 土地区画整理組合等助成事業 203
まちづくり課 施策 公共交通 227
まちづくり課 行政バス運行事業 228
まちづくり課 自転車等駐車場等維持管理事業 230

会計管理者
会計課 会計一般管理事業 309

議会事務局
議事課 議会運営事業 291

教育部
学校教育課 施策 学校教育 104
学校教育課 教育委員会一般管理事業 106
学校教育課 教育委員会事務局事業 107
学校教育課 義務教育振興一般管理事業 108
学校教育課 小学校一般管理事業 110
学校教育課 小学校教育振興事業 111
学校教育課 中学校一般管理事業 113
学校教育課 中学校教育振興事業 114
学校教育課 学校生活支援事業 116
学校教育課 給食センター運営事業 118
学校教育課 給食センター維持管理事業 119
学校教育課 小学校施設整備事業 120
学校教育課 小学校維持点検事業 121
学校教育課 中学校施設整備事業 122
学校教育課 中学校維持点検事業 123

生涯学習課 施策 生涯学習 124
生涯学習課 社会教育委員事業 126
生涯学習課 社会教育一般管理事業 127
生涯学習課 文化センター事業 129
生涯学習課 地区コミュニティセンター等事業 130
生涯学習課 中央図書館管理事業 131
生涯学習課 中央図書館運営事業 133
生涯学習課 青少年教育事業 135
生涯学習課 文化センター維持管理事業 137
生涯学習課 文化センター施設整備事業 138
生涯学習課 地区コミュニティセンター等維持管理事業 139
生涯学習課 地区コミュニティセンター等施設整備事業 140
生涯学習課 施策 文化振興 151
生涯学習課 天白遺跡事業 152
生涯学習課 郷土資料館管理事業 153
生涯学習課 郷土資料館事業 154
生涯学習課 文化財保護事業 156
生涯学習課 文化芸術活動推進事業 158

スポーツ課 施策 スポーツ振興 141
スポーツ課 社会体育一般事業 143
スポーツ課 生涯スポーツ振興事業 144
スポーツ課 スポーツ推進委員事業 146
スポーツ課 学校体育施設スポーツ開放事業 147
スポーツ課 体育館・はなのき会館管理事業 148
スポーツ課 グラウンド・コート管理事業 149
スポーツ課 ふれあいセンター管理運営事業 150
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