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平成 23年 6月 22日

平成 23年 度行政評価の実施について

行政サー ビスを取 り巻 く環境の変化に的確に対応 していくためには、行政評

価を活用 した事務事業の見直 しを継続することにより、更なる成果の創出やこ

れまで以上に効率的 ・効果的な執行方法の実現に努め、区民への説明責任を果

た していく必要がある。

本区では、平成 14年 度より行政評価を導入 し、事務事業の見直 しを進めて

きた結果、近年では廃止 ・縮小する事務事業数は減少 してお り、行財政改革の

断行 とい う当初の役割を一定程度果たしたものと言える状況にあることから、

区の限 りある経営資源 を真に価値のあるものとするため、平成 21年 度より行

政評価制度の見直 しを進めてきた。

今年度から実施する新たな行政評価制度においては、区民が利用する行政サ

ービスの単位である事務事業を評価対象 とすることで、よリー
層区民に対する

説明責任の徹底を図るとともに、事務事業の性質に応 じた評価手法や多角的視

点からの分析手法の導入等により、既存事務事業の改善に取 り組む。

1 新 たな行政評価の概要

( 1 ) 目的

① 区 民に対する説明責任の徹底

② 区 民サー ビスの質の向上

③ 効 率的な区政運営の推進

(2)評 価方法

① 区 民が利用する行政サービスの単位である事務事業を評価対象 とする。

② 事 務事業の性質に応 じた評価手法を適用する。

事務事業の性質区分は以下のとお り。

・重点的に評価する性質区分 (合計  9区 分)

「啓発 ・イベン ト」「本目談 ・指導」「講座 ・育成」「広報 。広聴」

「審査 ・許認可 ・指導 ・措置」「サービス提供」「健康診査 ・検診」

「教育」「指定管理者」

※ た だ し、区の裁量により実施内容等を見直す ことが困難な事務事

業は除く。



。その他の性質区分 (合計  11区 分)

「維持管理」「整備」「計画策定 。会議運営」「内部管理」「調査」

「台帳管理 ・交付」「賦課 ・徴収」「選挙」「個人への助成」

「団体等への助成」「事業者への助成」

③ 改 善内容の着実な実行 ・検証を行 うため、評価サイクルを設ける。

(3)評 価の視点

① 指 標の達成状況や コス ト状況、事務事業を取 り巻 く環境を多角的視点

から分析 ・評価する。多角的な視点の例は以下のとお り。

。おもてなしの視″点 … ……・利便性、わか りやす さ等

・コス トの祝点   … …… 財源配分等

・プロセスの視点  … …… スピー ドアップ、民間活用等

。人づ くりの視点  … ……・職員能力、地域 との連携等

② 性 質区分に分類することにより類似する事務事業を横断的に比較 ・検

証する。

2 施 策体系

基本計画における施策体系とする。

3 事 務事業評価

(1)評 価対象事務事業

庶務事務等を除く、区のすべての事務事業 (828事 務事業)

別紙 1「 平成 23年 度評価対象事務事業
一

覧表」のとお り。

(2)重 点評価対象事務事業

性質区分 「啓発 ・イベン ト」「本目談 ・指導」に属する事務事業 (123事

務事業)

(3)実 施方法

すべての評価対象事務事業について、指標の達成状況や コス ト状況に基

づき分析を行 う。 さらに、重点評価対象事務事業について、多角的視点か

ら分析を行い、既存事務事業の改善に取 り組む。

① 事 務事業評価表 (基本)

④に記載の 「計画策定 。会議運営」等、内部管理に係 る 6つ の性質

区分に属する事務事業を除く、すべての評価対象事務事業について作

成する。

別紙 2「 平成 23年 度事務事業評価表 (基本)」のとお り。
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② 事 務事業評価表 (重点評価)

平成 23年 度重点評価対象事務事業について作成する。

別紙 3「 平成 23年 度事務事業評価表 (重点評価)」のとお り。

③ 施 策別事務事業
一

覧表

全施策について作成する。

別紙 4「 施策別事務事業
一

覧表」のとお り。

④ 事 務事業 (内部管理)一 覧表

性質区分 「計画策定 。会議運営」「内部管理」「調査」「台帳管理 ・交

付」「賦課 ・徴収」「選挙」に該当する事務事業について作成する。

別紙 5「 事務事業 (内部管理)一 覧表」のとお り。

4 行 政評価委員会の設置

評価 の客観性 を高め、区民の視点に立ったもの とす るため、区民参加の

委員会を設置する。

(1)行 政評価委員会の構成

別紙 6「 行政評価委員会の構成」のとお り。

(2)行 政評価委員会が評価する事務事業

12事 務事業

(3)評 価の進め方

行政評価委員会に 2つ の分科会を設置 し、区民の視″点か ら事務事業評価

を行 う。

5 評 価結果の議会への報告及び区民への公表

平成 23年 度評価対象事務事業について、成果及びコス ト状況、実績状況

の評価等を踏まえた今後の方向性を議会に報告するとともに、区民に公表す

る。

6 評 価結果の反映

評価結果は、予算編成、定員管理及び組織整備等に適切に反映する。

7 実 施スケジュール概要

別紙 7「 平成 23年 度行政評価実施スケジュール概要 (予定)」のとお り。
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別紙1

平成23年 度評価対象事務事業一覧表

性質区分 施策/て属性)! i事1務事
1業
■11■|■キ■■■|十1 1評押早単1詳|

1啓

発・イベント 人権 B男女平等
パルフエスタ 人権推進課

昇キ本国参口首来■保準事業 人権推進課

非核平和
非核平和都市宣言関連事業 総務課

ユニ′ヽ一サルデザイン
■■4ド|■サル‐デザイン推準 政策企画課

健康づくり
国民健康保険事業趣旨普及 国保年金課

健康教育推進事業 健康推進課

受動喫煙防止対策事業 健康推進課

【新】1自殺対策事業 保健予防課!

健康診査・検診
【新】がん検診PR事 業 健康推進課

食育の推進
会育|ナ|ボ|夕|1事|キ111幕業11 隼票準準課|

普及 B啓発 (食育) 健康推進課

環境衛生
動物道=飼養推進 生活衛生課!

感染症対策
エイズ ・性感染症対策 保健予防課

高齢期の活動の場づく
り 考!本担FFRI行事 高齢者支援謀

障害者 自立支援
障害者週間行事 障害者施設課

生活安全対策
地域安全活動支援事業 防災課

薬物乱用防止啓発 地域保健課

社会を明るく,する違勤 地域教育課

消費生活
展示室運営(消費生活センター) 産業経済課

消費生活展 産業経済課

埼玉写巨・馬王軍簡]矛
違法駐車防止巡回指導及び誘導委託 街づくり調整課

放置自転車追放キャラバン 遺路管理課

交通安全
交通安全運動推進 街づくり調整課

公園
上千葉砂原公園ふれあい動物広場運営業務委託 公園課

新宿交通公園内ミニSL運 行 公園課

水産試験場跡地管理 (金魚の飼育 ・展示) 公園課
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平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

性質区分 差1寒を〔蔦荘i 事務事業| 評価担当課:

啓発 ・イベント 緑化
緑化意識事業 環境課

自然環境
河川浄化運動 環境課

河川愛護活動 街づくり調整課

美化活動
ポイ浩て防止等環境業化1活動
■, ■■■■■| | 十l  i l ■! | : ■■■| 十■ ■ 十■■■, | | |

地域振興課

環境美化の日事業 地域振興課

ごみの滅量 窒ユ14千1■|!で手→蕃=製暫Ψ岬幸〒 リサイクル清掃
課■■■■■■

リサイクルセンター維持管理運営
リサイクル清掃
課

青|ネ!章‐手イ!谷!才|卜1章1弟|(=字"尋ヤ|サイタ1イー】
リサイクル清掃
課|■■■li十■

地球温暖化対策
環境月間普及啓発 環境課

一進
一

≡推
ド

一動
ｉ

！行
…！ｉｉ…

，餓
一

環境課

経営支援
【新】緊急不況対策工業支援事業 商工振興課

商工振興課‐

産業と調和のとれたま
ちづくり 農業オリエンテー リング事業 産業経済課

産
i業

ラ|■才事業 商工振興課|

観光イベント・PR
葛飾納涼花火大会事業 観光課

観光群

菖蒲まつり支援事業 観光課

かつ―しか観1光!プーラン推進事業 観光課

レクリエーシヨン
かつしかさくら祭 り助成 総務課

ヽヽれわ!,!トレ!ケ11ナー|■‐■‐シ|'農園事業 産業経済課

地域活動の支援
地区センターまつり等支援 地域振興課

文化芸術
区民文化祭 生涯学習課

合唱祭 生涯学習課

文化財保護普及 1啓発 生涯学習課

総合芸術祭典 生涯学習課

量かな心の育成
あいさわ運動推進 指導室

反
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平成23年 度評価対象事務事業一覧表

!軽!貴直
1芥
| 施策%(属 性) 事務事業 評価担讐:課1+

啓発 ・イベント 学習活動支援
学び交流まつり 生涯学習課

7ラ|■イ|プウ■番組十制1作 生涯学習課

特別展 ・企画展等展示 生涯学習課

【新】十東京理科大学連携事業 生涯学習課

言少年育成
子どもまつり 地域教育課

はたちのつ!どい 地域教育課

図 書サ ービス
啓発事業 (図書館) 中央図書館

予■1芋言活勲挙準 中央図書館

スボーツ事業
スポーッフェスティバル 生涯スポーッ課

軍丹本下|ツ本1書 生涯ズボ■ツ課

区民体育大会 生涯スポーッ課

(1腎活)

申学キi″1毒輩|ITj3?章111キ' 税務課

(選挙 )
選挙啓発 選管事務局

(表彰)
|■"力!■毒彰 総務課

文化 ・芸術 ・スポーツ功労章顕彰 総務課

その他庶務)
新年賀詢交歓会蘭違| 総務課

相談 ・指導 人権 B男女平等
相談事業 (女性の自立支援等) 人権推進課

女性相談 東生活課

配偶者暴力防止事業 人権推進課

健康づくり
再母青ⅢⅢ革身惇害者保健拒認1指1導 高齢者支援課

家庭療養事業 地域保健課

精神保健相談 保健予防課

母子保健相談
子ども家庭支援
課

こんにちは赤|ちゃん訪問事業|(訪間指導 (新生児))
子ども家庭支援
課    .

アレルギー性疾患対策 保健予防課

訪問指導 青戸保健セン
ター

食
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平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

1性質区1分| 一性
，

属̈
↓

一／
一

！策
”

一施
ｉ

:事‐務事1業|

相談 ・指導 健康づくり
女性医療相談事業 健康推進課

親と手|の心の健康|‐づく―け事業 子ども家庭支援
課■■|!|■■|

薬事衛生
薬事衛生普及 ・啓発 生活衛生課

感染症対策
夜1間休日案内業務委託| 一課

！

十健
！

！保
，

一域
十

！地
一

結核患者の治療成功率向上事業 保健予防課

高齢期の活動の場づく
り ri■活動情報サ■|ツ 高齢者支援課

高齢者生活支援
高齢者福祉相談事務 高齢者支援課

百1齢者!ケ十1ネ=1幸‐拒事亭1務| 高節者=擦課

地域ケア会議 高齢者支援課

地域支援事1業| 高齢者!=援課

惇吾 看 目王文 援
身体障害者相談員活動 障害福祉課

障害福祉課

精神保健グループ ・ワーク 保健予防課

難病医療相設 保健予防課|

難病リハビリ教室 保健予防課

難持点者会|=1壊 保健予防課

難病患者訪問看護 保健予防課

手話相談|| 障害福祉課

自立生活支援センター事業 障害者施設課

子
‐
ども発達|セ‐ン|ケ■事業 障害者施設課

障害者就労支援
障害者就労支援事業 障害福祉課

子どもの健やかな百

成の支援 子ギ1雰摩1率‐瞬ヤヤ||々■官宰軍串
子ども家層支援
課!十1■|■||

母子生活支援施設管理運営 子育て支援課

私立母子生活支援施設措置 子育て支援課

母子等緊急一時保護 子育て支援課

母子相談 子育て支援課

７
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平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

:性質i区分 施策/(属 性) 事務事業| 評甲早‐章審i
相談 B指導 低所得看 目立支援

生活保護 西生活課

福祉サービス■ll用者
への支援 拾在チ|||ど京善格読基芸貫 拒社管理課

地域夏援体fllの整備
高齢者虐待防止事業 高齢者支援課

住宅
住宅相談■情報提供 住環境整備課

民間住宅斡旋事務 住環境整備課

任環境

塞守?予平宇干景今!雫早守叶‐韓築に関する狩 調
住環境整備課

消費生活
消費生活相談 産業経済課

自然環境
野鳥の保護i被 害対策 環境課

生活環境
工場等苦情処理 環境課

産業と調和のとれたま
ちづくり 農楽基本格な推進事業| 産業経済謀
キヤリアアッフ・就労支
援 内職相談あつせん事業 地域振興課

唇甲■1荘拳マウ|チング=援事t業委許 産業経済課

地域活動の支援
地域活動の支援 ・協働の推進 地域振興課

国際交流
外国人生活相談| 文化国際課

確かな字 力の足看
特別支援教育推進事業 指導室

量かな心の育成
学校支援指導員派遣事業 指導室

教育相談 指導室

ネク■ルカウンセラ■派遣事業 指導室

学習活動支援
学習相談 口学習情報の提供 生涯学習課

スポーツ事業
地域スポ■ッ活動推進 生涯スポーウ課

(広報・広聴)
区民相談事務 広報課

講座・育成 人権 ・男女平等
各種講座 (人権 :男女平等) 人権推進課

健康づくり
健康づくり推進員事業 健康推進課

健康教育蘭違事務 (学校保健との連携) 健康推進課

ぜん息教室 地域保健課

ぜん息児水泳教室 地域保健課

０
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平成 23年 度評価対象事務事業T覧 表

性質区分 施策″〈属性〕i 1事務事!業i 評価担当課1

請座 ・育厩 健康づくり
音楽訓線教室 地域保健課

議習会|(栄養指導事業) 健康推進課

生活習慣病予防教室 健康推進課

歯科健康教育十 健康推進課

精神保健教室 保健予防課

母親学級等保健指導
子どヽ 家‐犀ま援
課■|■■■|■十

健康教育 ・地区組織活動
青戸保健セン
ター

食育の推達
親“子|の1食1育堆1差事1業 健康推進課

食品衛生
食品衛生普及 ・啓発 生活衛生課

環境衛生
生活衛生課

医療体制
地域医療保健衛生従事者表彰事務 地域保健課

高齢期の活動の場づく

り
社1会1参加セ|ミ|ナ十■! 高齢者支援課

生きがい支援講座事業 高齢者支援課

異世代■地域交流事業 高齢者支援課

シルバーカレッジ 高齢者支援課

11普及推進事業 生涯学習課
‐

シエア向けパソコン講座等運営委託 高齢看支援課

不悪予防
隷知症予防教室等| 高齢者支援課

障害者自立支援
障害者自立支援協働事業委託 障害福祉課

障害者就労支援
かつ|しか教室 生涯学習課

子どもの健やかな百

成の支援
中高生ヘルバー体験講座委託 育成課

福祉サービス利用看
への支援

訪問介議員レ本ルアウ‐プ研修委託| 介護保険課

地域支援体制の笙偏
民生委員関係事務 福祉管理課

防災ネウトワ■ク事業 高齢者支援課

災害対策
総合防災訓練 防災課

防災活動
防災市民組織育成 防災課

ｎ
Ｊ



平成23年 度評価対象事務事業一覧表

f性質区分1 随策′|〈属性) 事務事業 評価担当課
講座 ・百威 消費生活

消費生活モニター 産業経済課

消費者教育 産業経済課

消費者活動育成事務 産業経済課

水 辺
水辺のふれあいル■ム運営 公園課

自然環境
自然 口環境レポーター

環境課

実化活 動
環境美化地区支援 地域振興課

ごみの滅量
環境学習事業 (ごみ減量リサイクル)

リサイクル清掃
課

地球温暖化対策
環境学習推進| 環境課

新事業展開への支援
品評会事業 産業経済課

界1芋準琴|"今=拝章1奉| 商工振興課

地域資源活用型産業活性化支援事業 商工振興課

葛飾|ブラ
‐
ンード創出支援事業 南工振興課

経営支援
伝統産業保護育成事業 商工振興課

F章11古店街|1車寺|チ|!え||ル事業 商工振興課

キャリアアップ・就労支
援 優良従業員表彰事業 産業経済課

雇用■就労促進事業 産業経済課
|

製造業顕彰事業 商工振興課

労働関連講習会 産業経済課

市民活動 の支磯
市民活動団体協働事業 地域振興課

市民渚勤団体支援事業 地域振興課

豊かな心の育成
CAP講 習会 指導室

家庭や地域との運環
学校支援ボランテイア 地域教育課

PTA研 修会 地域教育課

学校地域応援団事業 地域教育課

家庭教育支援事業 地域教育課

学習活動支援
出前教室 生涯学習課

ｎ
ｕ



平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

十性軍1耳1分| 施策イ|(属性) i!事1務事1業 評価担当課

語座 ・育成
生涯学習人材バンク 生涯学習課

講1師派遣||(生涯学習援助制度) 生涯学習課

天文学調査 ・講座 生涯学習課

考古学調査!1講座| 生涯学習課

民俗学調査 ・講座 生涯学習課

歴史学調査|■講座 生涯学習課

ポランティア活動支援事業 (郷土と天文の博物館) 生涯学習課

子ど のヽ|ため|の博物館講座 生涯学習課|

地域教育機関連携公開講座 生涯学習課

成人対象講座 生涯学習課

工芸教室 生涯学習課

イ||||1言1成車| 生涯学習‐課

かつしか区民大学 【名称変更】 生涯学習課

青少年育成
地域教育課

青少年対象講座等 生涯学習課

青少年1委員 地域教育課

子ども会育成会 地域教育課

少年の主張大会 地域教育課

かつしか少年キャンプ 地域教育課

ポエ■スク■ル 地域教育課

プレイパーク事業 地域教育課

善行青少年表彰 1地域教育課

図書サービス
ボランティア育成事業 (図書館) 中央図書館

スポーツ事業
スポ■ツ指導員養成 生涯スポ■ウ課

体育指導委員 生涯スポーツ課

総合型地域スポ■ツクラブ育成 生涯スポ■ツ課



平成23年 度評価対象事務事業一覧表

性質区1分| 1施 策/〈属性) 1事!務事1業| 評価担当課
謡歴 ・育成 スボーツ事業

スポーツ教室 生涯スポーッ課

広 報 ・F A聴 人権 コ男女平等

啓干中予審行11本警|1予1干‐幸' 人権推進課

消費生活
消費生活情報提供 産業経済課

ごみ の滅量
情報提供事業|(ギみ減量リサイ1タウカ

リサイクル清掃
課 ■■■|||

キャリアアップロ就労支
援 産業教育推進事業 商工振興課

観光イベント・PR
観光P RI事業 観光課

家庭や地域との運張
教育広報印刷 庶務課

学習活動支援
野■■,等矛行!|(jF「■|1本来‐のや物領) 生涯学習課

【新】デジタルミュージアム公開 生涯学習課

図書サーピス

イ!ン7イイナ■||ネ|(Ⅲ々活用,した図書館サ■ビス) 中央図書館

図書館報等印刷 中央図書館

(広報 ・広聴 )
ホ■ム|ぺ■|ジ運用 広報課

区長へのはがき (陳情 ・要望 ・苦情処理事務) 広報課

医聖稔挙晶や軍倉暴愛蜜討F号|1唇号|?亨早干‐持広報課

子ども区議会 広報課

ポネタ!■1掲出|‐(区設掲示板管理事務) 広報課

コミュニティFM放 送番組提供 広報課

広報かつしか発行 広報課

報道機関情報提供 広報課

【新】‐ョ■ルセンタ■開設 広報課

【新】す ぐやる活動 広報課

番 全 コ詩 認 可・

指導コ措置

ユニバーサルデザイン
′ヽリアフリ十法審査認定事務 建築課

菜事衛生
薬事衛生許認可事務 ・監視指導 生活衛生課

食品衛生
食品衛生許認可事務 コ監視指導 生活衛生課

環境衛生
環境衛生許認可事務 ・監視指導 生活衛生課

医療体制
医務許認可事務 ・監視指導 生活衛生課

12



平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

性質1区1分 1弾‐茶イ!1犀性' 事1務事業 評価担当課

審査B許認可・

指導・措置

医療 保 隈 ・助 屈
心身障害者医療費助成 障害福祉課

特殊疾病医療費動成 保健予防課

自立支援医療 (精神障害者) 保健予防課

大気汚染障害者認定審査会事務 地域保健課

高齢者生活支援
養護老人ホーム措置 高齢者支援課

特別養護を人ホ■ム等措置 高齢者支援課

介護認定審査会運営 介護保険課

障害者自立支援
重1度心身‐障害1者十(児)|1宰当| 障害福祉課

障害福祉サービス給付審査会運営 障害福祉課

子育てする家歴への

支援 私立幼稚目指導監督1事務 育成課

衝 並 み の 形 灰
生産緑地の指定 街づくり調整課

黛集審1査会委員1報酬=(建築審査会の1運営) 街づくり調整課

土地利用の指導 街づくり調整課

都市計1可法iS13‐条許可| 建築課

屋外広告物許可事務 道路管理課

住宅
都営住1宅関連 住環境整備謀

住宅用家屋証明事務 住環境整備課

集1合住1宅建設指導| 住環境整備課

開発行為許可事務 住環境整備課

宅地開発事前協議 住環境整備課

東京都福祉のまちづくり条例、指導、助言 住環境整備課

建築確認ラスチ|ム運用|(建築確認事務〉 建築課

通路協定関連事務 建築課

違反建築物指導 1是工事務 建築課

特殊建築物等定期報告事務 建築課

建築基準法に基づく道路管理 住環境整備課

つ
０



平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

性質区分| 施策/1(属性>: 1事務事業| 評"担当1書
審査・許認可・

指導B措置

I

消費生活
消費者被害救済事業 産業経済課

這 路
道路占用許可事務 道路管理課

道路等監察処理事務 道路管理課

道路境界表示事務 道路管理課

道路掘削工事指導調整 道路管理課

馬=拝巨・馬王申耐号矛
放置自転車撤去■誘導及|び指導 道路管理謀

緑 化
緑化指導事業 環境課

自然環境
雨水利用促進 (指導)| 環境課

生活環境
公害発生源規制 ・指導 環境課

わ|IⅢ苺事対美1事業 課境
一

環
一

ごみの滅量
建設 リサイクル法事務 建築課

ごみの通正処理

1卓毒奉″||1芋1章= 清掃事務所

浄化槽関係事務 清掃事務所

集積所美イ“等排出指導 清掃事務所

事業系ごみ自己処理促進 清掃事務所

不法投棄防止対策 リサイクル清掃
課li  ‐

産業と調和のとれたま
ちづくり 大店立地法事務 産業経済課

文化芸術
発掘調査等文化財保護 生涯学習課

教育環境
私立学校指導監督事務 地域振興課

(年金 )
国民年金 国保年金課

(その他)
自動車臨時運行許可事務 地域振興課

サービス提供 医療体制
休日応急診療事業(休白応急診療所) 地域保健課

休日応急診療事業(輪番制)委 託 地域保健課

小児初期救急平日夜間診療事業委託 地域保健課

障害児 ・者歯科診療 健康推進課

ねたきり高齢者歯科診療 健康推進課

1 4



平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

性1買1匡1分 施蓉才て蔦性)i 1事務事業 評価担当課

サービス提供 高齢期の活動の場づく

り
くつろぎ入沿事業 高齢者支援課

は|り 灸■ヤ十ササ■ジ!事業 高齢者支援課

高齢者生活支援
高齢者生活支援サービス委託 高齢者支援課

寝具乾煤消毒
‐
委話|(高齢者) 高齢1者支援課

出張理美容事業 (高齢者) 高齢者支援課

緊急■時介護委託 高齢者支援課

障害者自立支援
手話通訳者等派遣事業委託 障害福祉課

嘩早事1燥消青幸1訂|(草青1吉) 障害福祉課

出張理美容事業 (障害者) 障害福祉課

雫‐|ヤ||!1不手1芋香肇|11呼言|=: 障害福祉課|

巡回入浴サービス委託 障害福祉課

緊急■1時1保護委託| 障害福祉課

成年後見制度審判申立 (障害者) 障害福祉課

貸出用車いす修1繕 障害福祉課

高次脳機能障害者支援事業 障害者施設課

移動支援事業委託 障害福祉課

生活介議事業 障害者施設課

地域活動支援センタ■事1業 障害者施設課

子育てする家庭への

支援
緊急一時保育運営委託 子育て支援課

訪問型保育委託 子育て支援課

仕事と子育ての両立

支援
ファミリーサポー トセンター運営委託 育成課

学童保育事業運営 育成課

家庭福祉員運営委託 子育て支援課

病児|1病後1児保育委託|【名1称変更】 子育て支援課

保育園管理運営 保育管理課

子どもの健やかな百
成の支援

児童館管理運営 育成課

反
Ｕ



平成23年 度評価対象事務事業一覧表

性質区1分 施策/1(属性) 事務事業| ■評価担当課

|サ

ービス提供 地域支援体制の整備
かつしかあんじんネットワーク事業 高齢者支援課

しヽきい青ヽ れついサ申ラ事業委孝 揮社管理課
災害対策

ひとり暮らし高齢者等選択式防災用品助成 防災課

交通安全
交通安全誘導委託 庶務課

公 園
地域開放型花壇管理運営 公園課

縁 化
アメリカiシ甲亡トウ防除対策事業 環境課

グリーンバンク事業 環境課

ごみ の滅量
ツ|サイクル事業|(‐リサイクル■■ナ■運営) 産業経済課

拠点回収促進 清掃事務所

資源回収 清掃事務所

放置自転車 リサイクル 道路管理課

ごみ の適正処理

塔やす!ギ各||プ7ネア!ツク1翠容干■挙争収宗導弾 清掃事務所

し尿収集運搬 清掃事務所

粗1夫|=み収1集連搬 清掃事務所

動物死体処理 清掃事務所

レクリエーション
区民保養施設提供事業 地域振興課

区民農園維持管理 【名称変更】 環境課

地域活動の支援
ボランティア保険 総務課

教育環境
学校給食運営 (小学校) 学務課

学校給食運営 (中学校) 学務課

学校安全受付業務委託 庶務課

字習 活動 支 援
学校施設等開放 庶務課

言少年育成 放課後子ども事業 (わくわくチャレンジ広場)【 名称
変更】 地域教育課

図書サービス
図書館業務委託 (中央図書館カウンタエ業務) 中央図書館

図書資料等提供 中央図書館

健 康診食 ・碩診 健康づくり 二般健康相談事業 健康推進課

食
Ｕ



平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

“分
≡

≡
区
ｔ

一
質
一

一
性
！

拒奏イ【:属性' 事1務事業 評価担当課

健康診査 ・槙診 曜康診査 口積診
胃がん検診 健康推進課

肺がん検診 健康推進課

大腸がん検診 健康推進課

子宮がん検診 健康推進課!

乳がん検診 健康推進課

眼科健康診査事‐業‐ 健康推進課

骨粗しよう症検診 健康推進課

成1人歯科健1康1診査事1業 健康推進課

乳幼児歯科健診 健康推進課

保育室歯科健診 健康推進課

結核予防事業 保健予防課

妊1産掃健康診査
子ども家庭支援
課■■| | | l i ■|

4カ 月児健康診査
子ども家庭支援
課

子
一課

ども家庭支援

1歳 6カ 月児健康診査
子ども家庭支援
課

1歳 児健康診査
子ども家庭支援
課!||■!|■ i

20歳 代 ・30歳 代健康診査
・

健康推進課

母親健康診査 健康推進課

前立腺がん検診 健康推進課

す|ぐす(歯 育!て支援事業| 健康推進課

特定健康診査 ・特定保健指導事業 国保年金課

健康診1査事業|(後期高齢者医療事業) 国保年金課

葛飾区基本健康診査 健康推進課

特定健康診査追加検査 健康推進課

感染症対策
感染症予防対策 保健予防課

予防接種事業 保健予防課

７
ｆ



平成23年 度評価対象事務事業一覧表

1性質‐区1分 施策イ(属性I! 事務事業| 評価担当課|

健康診査・検診 感染圧対策
ウィルス肝炎対策事業 保健予防課

教育環境
学校衛生管理|(小学校) 学務課

学校衛生管理 (中学校) 学務課

結核検診 (小学校) 学務課

結核検診 (中学校) 学務課

子育てする家歴への

支援 幼稚園管理運営 学務課

キヤリアアップ・就労支
援 中学生産業教育 ,職 業体験事業 産業経済課

中学生職場体験事業! 指導室

確かな学力の定着
科学教育センター運営 指導室

坪|■々0‐幸4亨(14-準準 指導室

日本語指導員派遣事業 指導室

幸‐習‐革隼講叩訴や章1奉 指導室

学校図書館支援 指導室

葛飾学習チヤレシジ教室 指導室

小中一貫教育推進 指導室

クラスサポ■夕■派遣事業 指導室

理科支援員等配置事業 指導室

学習サポ■夕■派遣事業 指導室

量かな心の育成
連合行事 指導室

移動教室t体 験学習 指導室

国際理解教育推進 指導室

適応指導教室運営 指導室

特別支援学校管理運営 (保田しおさい学校) 学務課

家庭や地域との連携
課外活動指導 地域教育課

指足管理看 号王写トロ馬玉早雨丹矛
駐車場事業運営 街づくり調整課

自転車駐車場管理運営 道路管理課

０
０



平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

性質区分 距1栄イ(属性】 一業
一

一事
ｉ

”務
“

事̈
！

評価担!当課

指定管理看 公 国
柴又公園管理運営委託 公園謀

経営支援 産業経済課

地域産業振興会館運営委託 産業経済課

産業と調和のとれたま
ちづくり 暮四!,!A手,||ル 南工振興課

観光のまちづくり
観光文化センター等維持管理委託 観光課

観1光事業運営委託 観光課

市民活動の支援
市民活動支援センター等維持管理 地域振興課

文化芸術
文化国際課

かつしかARTブ ランド化事業 文化国際課

国際交流
多1去Ⅲ

Ⅲ
未|■フ|'||夕| 事ヽ本 文化国際課

豊かな心の育成
日光林間学園管理運営 施設課

お
―
たたち吉1京事1自管理道営| 施設課

スボーツ施設
総合スボーツセンター管理運営委託 生涯スポーツ課

維持管理 人権 ・男女平等 ■l i ■! + 1 1 ! ! | ■■■| ■| | | |

図書資料雲運営 人権推進課

男女平等推進センター等維持管理 人権推進課

健康づくり
保健所管理運営 地域保健課

高齢期の活動の場づく

り
ゲー トボール場維持管理 高齢者支援課

介護予防
維持管理|‐(ジ■ア活動支援センタ■) 高齢者支援課

障害者自立支援
維持管理 (障害者福祉センター等) 障害者施設課

宿所得者自立支援
福祉事務所運営 東生活課

地域支援体制の整備
シルバーピア 住環境整備課

衛並みの形成
地籍調査事業 道路管理課

住宅
区民住宅管理 住環境整備課

住宅借上 (高齢者借上住宅事務) 住環境整備課

区営住宅管理 住環境整備課

防災街づくり
由ミユニテイ住宅管理 住環境整備課

ｎ
Ｊ



平成23年 度評価対象事務事業一覧表

1性質区分 施策ン(属性) 業
一

事
一

務
一

事
一

評即早単‐詳!
1維持管理 防災街づくり

橋梁補修 道路補修課

災害対策
英害対策本部装備品■備蓄品 肪災課

深井戸給水施設 防災課

防災行政無線| 防災課

防災倉庫等維持管理 防災課

河'11■公共溝楽維持1管理 道路綿修課

排水場施設整備 公園課

防災 活 動
街路消火器 防災課

生活 安 全 対 策
街路灯管理 道路補修課

追 路
道‐路認定■改廃1等事務 道路管理課

民有道路敷分筆登記委託 住環境整備課

道路修緒 道路補修課

道路改修 (施設更新) 道路補修課

公衆便所維持管理 道路補修課

特色ある道路管理 道路補修課

路上放棄物処理 道路補修課

道路補修課庁舎管理運営 道路補修課

道路十・駅前広場清掃等管理 道路補修課

馬王卓卜・馬王軍雨1易
自転車置場管理運営 道路管理課

自転車保管所管理運営 道路管理課

賓通安全
交通安全施設設置管理 道路補修課

公 園
■般公園維持管理 公園課

児童遊園維持管理 公園課

交通公園管理業務委託 公園課

公園課庁舎管理運営 公園課

地域自主管理団体等謝礼 公園課

ｎ
ｕ

つ
乙



平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

一分

！！…十‐‐‐‐ｉ…

一区
一

ｉ質
キ

！性
一

聴i泰イ千犀鉾1‐ 事1務事業 評価担当課

緑化
街路樹維持管理 道路補修課

水 辺
維持管1理|(水元小合溜水1貿浄イし施設) 公園謀

自然環境
自然保護区域維持管理 環境課

ごみの滅量
緑のり|サイ|クル業務季託‐ 公園課

ごみの適正処理
車両維持管理 (清掃事務所) 清掃事務所

|ンテ|ナⅢ継所1管翠畢自 清掃事務所|

清掃事務所維持管理 清掃事務所

新事業展開への支援

烈‐芋串."!詳官宰導FI 商工振興課|

観光のまちづくり
静観亭管理運営 公園課

親
‐
尭文イビセ'う|■農1示物係寺1管理 観光課

地域活動拠点
地域コミュニティ施設管理運営 地域振興課

量かな心の育成
推持!官!翠||(総合教育ヤ十ヤ々 ■) 指導室

教育環境
学校施設維持管理 (小学校) 施設課

掌本売寺推革首差|(1学技) 施設課

学習活動支援
維持管理 (郷土と天文の博物館) 生涯学習課

寄贈■収集資
i料整理 生涯学習課

教育資料館管理運営 生涯学習課

図書サービス
維持管理|(図書館) 中央図書館

(財務)
公有地境界確認事務 道路管理課

(庁舎管理)
車両管理|(庁用自動車) 総務課

庁舎管理 (総合庁舎) 営結課

(職員福利厚生)
職員寮維持管理 人事課

整備 ュニバーサルデザイン
歩道勾配改善 道路補修課

交通Aリ アウ|り■ (道路特定事業)事 業 街づくり調整課

医療体制
保健所等建設 地域保健課

子どもの健やかな育

成の支援
(仮称)手ども絡合セラタ■建設【完了】 育成課

０
こ



平成23年 度評価対象事務事業一覧表

性質区分 施策″〈属性労 lt事務事業 1評即準当1詳r
筆 偏 駅周辺等拠点の形成

新小岩駅周辺開発整備事業 街づくり推進課

牟町軍百早ⅢⅢ耳"管摯再十開秀事業 街づくり推進課

立石駅周辺地区市街地再開発事業 街づくり推進課

高砂駅周辺踏切対策に伴う衛づく!り 街づくり推進課

天規模工場跡地寺を

活用した街づくり 新宿六丁目地区街づくり 街づくり推進課

言京本■十す甲Ⅲ耳行|ずヽ|ツ十 街づくり推進課

地区計画等を活用した
街づくり 小菅―丁目地区の街づくり (整備費負担金) 街づくり推進課

再本矛■地耳口警翠事業 区画整理課■

土地区画整理事業を施行すべき区域の見直 し く業務等
委託) 街づくり推進課

堀切地1区街'(1'|(調 査委託) 街づくり推進課

金町駅北口周辺地区街づ くり′(調査委託) 街づくり推進課

住環境
個別拡幅整備事業 年環与撃"‐詳

防災街づくり
四つ木― ・二丁 目地区街づ くり 街づくり推進課

四■末地区を集在1喜市結地基林使進事業 街づくり推進課

東四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業 街づくり推進課

東主有四丁目地区防災都市づ―ぐり 街づくり推進課

東立石地区密集住宅市街地整備促進事業 街づくり推進課

防災活動
防災活動拠点整備 防災課

這 路
補助276号 緑 (大堰枠南地区)整 備事業 道路建設課

補助276■ 279号 線|(隠由橋地区)整 備事業 道路建設課

補助 138号 線 (中川橋梁)整 備事業 道路建設課

区画街路5号 線 (金町地区)整 備事業 道路建設課

補助282・ 264号 線 (鎌倉地区)整 備事業 道路建設課

補助264号 線 (細田東地区)整 備事業 道路建設課

補助264号 線 (細田西地区)整 備事業 道路建設課

補助?64号 視 く三和橋地区)整 備事業 道路建設課

０
こ
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平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

"蓉イ【―民控) 事務事業 評価担当1課

道 路
補助 264号 線 (環状7号 線付近地区)整 備事業 道路建設課

補助21011号練|(柴又地区)1整備事業 道路建設課

補助 274号 線 (立石地区)整 備事業 道路建設課

直苗街蕗14■線|(由ち末1妊直うす整備章1業 道路建設課

補助 284号 線 (東新小岩南地区)整 備事業 道路建設課

中学11'141予守|【募打ⅢI岩'IⅢⅢⅢ=II幸坪亨i幸 道路建設課

」R常 磐線金町駅東側南北道路拡幅整備事業 道路建設課

道路橋!梁鼓‐貞 道路建設課

掘削道路復旧 道路補修課

“ギ"|||″や|1卓li(キネ1草ⅢⅢⅢ草】!準"1章1芋 道路建設課

補助 279号 線 (高砂西地区)整 備事業 道路建設課

やⅢⅢⅢllユ||‐卓!即=Ⅲ斉'i事"章幸 道路建設課

補助 138号 線 (南水元西地区)整 備事業 道路建設課

道路建設課

補助 276号 線 (一口橋南地区)整 備事業 道路建設課

市中‐4171,号得|十(押甲|ヒ1申暉卜!禁"章1奉 道路建設課

区画街路 4号 線 (四つ木東地区)整 備事業 道路建設課

軍申算‐玲4号得|四ヽ,本1可!摯耳】1筆"‐章幸| 道路建設課

区画街路6号 線 (四つ木)整 備事業 道路建設課

縄聖室i皇子打‐軍口!官早1景丹督暫↑F背号1宇道路建設課

新小岩北口連絡通路整備事業 【完了】 道路建設課

整車 靖=輛場
自転車駐車場整備 道路管理課

交通安全 特定交通安全施設整備事業 (あんしん歩行エリア整備

事業)
道路補修課

公共交通 京球押上線連続=体表差章寺|!、='WI韓 平件1,?坪
進)■■■|‐■1 1■|十1 1  1 ‐ ■|   ‐ ■

街づくり推進課

公 国
公園新設 公園課

公園再生事業 【名称変更】 公園課
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平成23年 度評価対象事務事業一覧表

性質区分 施策/〈属性エ 事務事業| 評甲宇|‐半―諾
整偏 公 園

(仮称)新 宿六丁目公園整備 公園課

水 辺
水辺めネウ|トウ■ク事業 街づくり調整課

新中川散策路整備事業 道路補修課

ごみ の滅量

撃F逢筆帽塀嬰聾軍詳楽字Fヤー↑Iデ子17-:7
リサイクル清掃
課■‐■|‐■ |

確かな学力の定着
【新】 (仮称)科 学技術センター実施設計委託 指導室

教育環境
技舎等改修|(小学校) 施設課

校舎等改修 (中学校) 施設課

,イ!イ争甲1啓峰|ギヽ1幸禁】 施設課

トイレ全面改修 (中学校) 施設課

校舎建設|(学校施設の改築) 庶務課

【新】武道場建設 庶務課

図言 サ ー ビス
立石図書館建設
| ■: | ■  1   1 ! ■| ■■

申央図書館

奥戸地区図書館整備 【名称変更】 中央図書館

スボー ツ施 設
運動場等整備 生提スポ■ウ課

(庁含 管理)
区有建築物の設計 ・工事監理監督等 営繕課

計画策定口会議
運営

人権 ・男女平等

号|1予1守半砦香評今宇輝串 人権推進課

医療体制
地域保健医療協議会 【名称変更】 地域保健課

高齢期の活動の場づく
り 高齢者保健福祉計画■介護保険事業計画策定 福祉管理課

障害者 自立支援
障害者施策推進 障害福祉課

地域自立支援協議会運営 障害福祉課

子どもの健やかな育
成の支援 【新】次世代育成支援対策地域協議会運営 育成課

街並みの形成
都市計画審議会委員報酬 街づくり調整課

都市計画マスタープラン策定 街づくり調整課

災害対策
防災計画推進 防災課

公共交通 地下鉄8・ 11号 線及び環七高速鉄道建設促進 (公共
交通網の建設促進)

街づくり調整課

京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化調査委託 (京成
押上線以外の鉄道立体化事業等の検討)

街づくり推進課
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平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

i!性常野会| 読1寒′【鳥桂i 事務事業i 評価担!当課

計回策疋・雲誘

運営

ごみの減量
ごみ減量 ・リサイクル推進協議会

リサイクル清掃
課

地球温暖化対策
地球温暖化対策推進 課

一
境

一

環
！

産業と調和のとれたま
ちづくり 農業委員会運営 産業経済課

文化芸術
文化財保護1審議会 生涯学習課

教育環境
教育委員会運営 庶務課

学習活動支援
社会!教育委1員 生握学習課

青少年育成
青少年問題協議会 地域教育課

(経営資源の最適化)
ド!ラヴ!と,サ|レグ事:務

い栄企画課|

(公共施設再構)
公共施設見直 し推進 政策企画課

(電子手続)
個人情報保護 情報システ|ム課

(選挙)
選挙管理委員会 選管事務局

内部管理 薬事衛生 !1率ギ茸準キネ|==津カ 生活衛生課

災零対策
観測情報システム運用 防災課

本IDj門十係 街づくり調整課

防災活動
普通救命議習会用教材購入 地域保健課

生活安全対策
自動体外式除細動器購入 地域保健課

ごみの適正処理
職員被服貸与 (清掃事務所) 清掃事務所

確かな学力の足看
教賊貫研修| 指導室

インターネッ ト活用事業 (学校教育の情報化) 指導室

教昔1前修!教吉1情報提供| 指導室

【新】教育情報化推進 指導室

教1育研究奨励事業|十111■ ■■| 指導室

豊かな心の育成
サポー トチーム指導員派遣事業 【名称変更】 指導室

教育環境
学校等職員被服貸与 庶務課

学齢児童、生徒就学事務 学務課

検具 !教材等管理 (小学校) 学務課

Ｅ
Ｕ

つ
乙



平成23年 度評価対象事務事業一覧表

!性質区分 1施策/(属 性) 事務事‐業 評価担当課

内部管理 教育環境
検具 ・教材等管理 (中学校) 学務課

小学校運営事業 学務課

中学校運営事業 学務課

教職員健康管理 指導室

学校教育モニター
指導室

(経宮資源の最 適化)
組織整備 経営管理課‐

予算事務 財政課

定数管理事務 経営管理課

区役所改革支援業務委託 【名称変更】 経営管理課

(行政評価)
行1政評価運!営 経営管理課

く人材の育成と活用)
職員任用事務 人事課

職員採用事務 人材育成課

非常勤職員 ・臨時職員事務 人事課

研修!(職員研修) 人材育成謀

職員表彰 人事課

(電子手続)
ⅢⅢ■基盤管理運営 情報システム課

情報化推進システム管理運営 情報システム課

住民情報系システム管理運営 情報システム課

( l A報・「A H 1 8 )
情報公開 総務課

(財務)
契約事務 契約管財課

財産管理 契約管財課

用地管理事務 (公社事業) 契約管財課

用地取得事務 (公社事業) 道路建設課

会計管理事務 会計管理課

物品管理事務 会計管理課

金銭出納保管事務 会計管理課

食
Ｕ

つ
乙



平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

分
一
．区

一
！質一性 殖蓉イ|【犀芸】 1事1務事1業 一課

一
一当
一

一担
一

一価
一

一評
一

内部 管 理 (財務)
監査委員 監査事務局

庁舎管理)
電話交換業務 総務課

区有建築物の保全 営繕課

直右建築物工1事に関する技術管理 営繕課

(職員福利厚生)
職員互助会助成 人事課

畔昇1挿‐印1厚i■事奉 人事課

職員健康管理 人材育成課

韓具被眠賞1与 人材育成課

災害補償事務 人材育成課

(その他庶務)
文書管理事務 総務課

文書交換事務 総務課

法務事務 総務課

給与支給管理事務 人事課

調査

|

健康づくり 結1笙続計説基事務| 地域保健課

国民健康 ・栄養調査 健康推進課

高齢者生活支援
介護認定調査 介護保険課|

街並みの形成
法定外公共物調査委託 道路管理課

住環境
建築に関する動歳統計 建築課

建築物実態調査 建築課

自然環境
自然環境調査 環境課

生活環境
大気汚染監視測定 環境課

水質汚濁監視測定 環境課

交通騒音 口振動調査 環境課

確かな学力の定看
確かな学力の定着度調査委託 指導室

(行政評価)
世論調査委託 広報課

調 査 (統計)
統計調査 政策企画課

７
ｒ

つ
乙



平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

性質区分 施策/(属 性) 1事務事業 評価担当課

台帳管理 ・交付 健康づくり
健康手帳 健康推進課

感染症対策
狂木病予防事業|【名称変更】 生活衛生課

障害者 目立支援
身障者手帳交付 ・相談事務 障害福祉課

任環境
幸築関係詰証明事務 建築課

住居表示整備事業 建築課

道路
臣路台帳補=委 託 道路管理課

道路境界関係証明等事務 道路管理課

(税)
税証明発行事務 税務課

(住民記録)
外国人登録事務 戸籍住民課

戸籍事務 戸籍住1民課

印鑑登録事務 戸籍住民課

年界1事本台1帳記1録事務 戸籍住民課

(その他)
区民事務所管理運営 地域振興課

(庁舎管理)
夜問1体 日悪■受

‐
■1業務| 総務課

肛課 ・徴 収 睦猿 保 隈 ・劇区 一般事務 (国民健康保険) 国保年金課

|‐鮮章李|(隼甲1母=嘩環章‐羊) 国保年金課

高齢者生活支援 一般事務 (介護保険) 介護保険課

百み の通 正処理

■料ギみ処宰孝駆売 清掃事務所

(丹け3)
債権管理事務 収納対策課

滞納整理事務 収納対策課

賦課 (都民税 ・特別区民税、軽自動車税、特別区たば
こ税、入湯税)

税務課

徴収|!(都民税 .特別区民税、軽自動車税、特別区たば
こ税t入 湯税)| ‐■ ‐■ 税務課

選 挙 (選挙)
参議院議員選挙執行 選管事務局

個人への助成 健康づくり
公害健康殺害補償事業 地域保健課

インフルエンザ予防接種費支給 地域保健課

隆境 保 阪 ・期区
母子医療給付事業

子ども家庭支援
課    !

０
０

０
こ



平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

性質区分 距1栄イ〈犀性】 十評価担当課|

個人への駒圧

|

医療保限・助成
子ども医療費助成事業 子育て支援課

ひとり親家庭等1医療費助1成 子育て支援課

保険給付 (国民健康保険) 国保年金課

結核1医療公1費‐負担事業 保健予防課

高齢期の活動の場づく

り
長寿慰労事務 高齢者支援課

高齢看生活更接
おむつ支給1■使用!料助成1(高齢者) 高齢者支援課|

シルバーカー給付事業 高齢者支援課

声車者|ヨ1車=捧1年|1車修1章"1球| 高齢者
!支

援課

高齢者住宅設備改修費助成 高齢者支援課

布1聴幕購入受
十
助成 高齢者支援課

見守り型緊急通報システム等使用料助成 (高齢者)
【名称変更】

高齢者支援課

再拝↑毒ヤ|||ギ41事青卓1付舎| 介護保険課

介護保険円滑推進事業 介護保険課

毎!時!“lrす毒卓嘆I■ 介護保険課

特別永住者給付金事業 高齢者支援課

r新:i孝廟車|1整諄1率章蒔本1害!斗1序 高齢者支援課

障害者自立支援
心身障害者福祉手当 障害福祉課

心身障1害1者手1当国1制度分 障害福祉課

重度障害者特別給付金 障害福祉課

難病患者福祉手当支給事業 保健予防課

住宅設備改善費助成 障害福祉課

日常生活用具給付 障害福祉課

自動車運転免許証取得費助成 障害福祉課

自動車改造費助成 障害福祉課

おむつ支給 ・使用料助成 (障害者) 障害福祉課

重度脳性麻ひ者介護人派遣 障害福祉課

ｎ
Ｊ
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平成23年 度評価対象事務事業一覧表

Ⅲ荘1責1直奈|: 施1策/て属性) 事務事業!十 評何翠1当毒:
個人への助成 障害者自立支援

生活寮利用委託 障害福祉課

生活寮家賃助成 悼害福祉課

見守り型緊急通報システム使用料助成 (障害者)【 名
称変更】 障害福祉課

難療亭青幸唇宇牛お―革援 保健予防課

障害福祉サービス利用計画作成 障害福祉課

介護11-訓線等給付 障害福祉課

補装具給付 (自立支援) 障害福祉課

自立‐支援医療 障害福祉課

精神障害者自立支援 保健予防課

甲やtお勲事学章1奉 障害福祉謀

更生訓練等給付 障害福祉課

陣害者就労支援

堂昂号干イ1子1梨‐早母〒摯41唇言評1申“争 障害福祉課

子育てする家歴への

支援 幼稚園就園奨励事務 (私立幼稚園) 育成課

子1平″肇早〒早堤母|千=|1卓華字 育成課

子ども手当事業 (児童手当)【 名称変更】 子育て支援課

低 所 得看 目立 支援
ⅢⅢヽ企業勤労者1生活資金融資事業 産業経済課

生業資金貸付事業 福祉管理課

母子福祉応急小回資金貸付 子育て支援課

母子福祉資金貸付 子育て支援課

入院助産 子育て支援課

母子家庭自立支援 子育て支援課

中国残留邦人等支援 【名称変更】 東生活課

地域支援体制の整備
原爆被爆者見舞金支給 福祉管理課

行旅病人及び死亡人取扱事務 福祉管理課

住環境
私道整備費助成 住環境整備課

民間建築物アスペス ト対策工事費等助成 建築課

ｎ
ｕ
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平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

性質区分 施策才て属世た 事務事業 評価担1当課

個人への助成 住環境
私道排水設備設置費助成 住環境整備課

水洸便1所設置費助成 住環境整備課

防災街づくり
不燃化整備促進事業 建築課

民間建1築物耐震診断111改修助成 建築課

災害対策
火災等り災者見舞金支給 福祉管理課

防災活動
防災訓練災害補償等掛金 防災課

緑 化
生垣化推進 環境課

保存樹木■1樹
‐
林助成| 環境課

屋上 ‐壁面緑化推進 環境課

自然環境
雨水利用促進!〈助成) 環境課

ごみの減量
【新】生ごみ処理機等購入助成

リサイクル清掃
課

地球温暖化対策
環境課

自然エネルギー推進 環境課

文化芸術
斉4ヒ財1保護奨励1金| 生涯学習課

教育環境
外国人学校児童生徒保護者負担軽減 地域振興課

奨学資金貸付 庶務課|

私立高校 ,大学等入学資金融資事業 庶務課

就学援助|(小学1校) 学務課

就学援助 (中学校) 学務課

就学奨励|(小学校) 学務課

就学奨励 (中学校) 学務課

責とい脂キIⅢうラドセうけ方, ■ヽ十防れ,サ|■藤‐入 学務課

スポーツ事業
文化 ・スポーツ活動費助成 生涯スポーツ課

団体等への動

成

人権 b男女平等
部落解放同盟東京都連合会葛飾支部助成 人権推進課

非核平和
葛飾原爆被爆者の会助成 総務課

食品衛生
食品衛生協会助成 生活衛生課

つ
０



平成23年 度評価対象事務事業一覧表

性質区分 1施策/〈属性) 事務事業■ 評価担当課
団体等への助
成

医療体制
看護師等養成事業費助成 地域保健課

高齢潮の活動の場づく
り 高齢者ケラブ助成 高齢者支援課

シルバー人材センター助成 高齢者支援課

高齢者クラブ連合会助成| 高齢者支援課

シエア就業支援事業 高齢者支援課

障害者 目立支援
ド不‐管■学Ⅲ会参加促準経費助成 障害福祉課

精神障害者家族会助成 保健予防課

地輝‐生活支援事業|(精神障害者) 保健予防課

子 どもの に や か な 官

成の支援 児童福祉施設入所児童 レクリエーション費助成 育成課

地域 支 援 体 制の 整備
社1会福祉協議会助成 福祉管理課

地域福祉活動支援 高齢者支援課

街 並 み の形 成

厚‐界夕",!|よや毎ギ(|ワ!推準条例揮甲 街づくり推進課

防災活動
地域防災活動支援 防災課

"米!"本協会(本申■―李オ】1助残 防災課

消防団(本田 ・金町)助 成 防災課

生活安全対策
保護司会助成 地域振興課

防犯協会 (葛飾 ・亀有)助 成 防災課

私道防犯灯助成事業 道路補修課

交通安全
交通安全協会 (葛飾 ・亀有)助 成 街づくり調整課

公 園
民間遊び場補助事業 公園課

自然環境
環境保全団体支援 環境課

ごみの減量
集団回収促進支援 清掃事務所

ごみの適正処理
清掃協力会助成 清掃事務所

新事 業展開への支援
葛飾産野菜定着化支援事業 産業経済課

営農集団研究活動助成 産業経済課

有機農業推進事業 産業経済課

つ
乙
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平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

1伴1事―再分 1拒本イ(属鉾】 事務事1業 1評価担当
‐
課

団体等
成

新事業展開への支援
製造業販路拡大助成 商工振興課

新製品新技術開発助成 積工振興課

知的所有権取得助成 商工振興課

産学公連携事業 産業経済課

経営支援
販売経路拡大支援事業 産業経済課

中J 企ヽ業融資事業 産業経済課

設備貸与支援事業 産業経済課

打■手―争1空申|ヤ菅|,1毎章1拳 南工振1興課

商店街ポイントカー ド推進支援事業 商工振興課

会1本浴1場1諜1炉1啓1青要‐幸騨1呼|: 商工振興課

IT化 促進助成 商工振興課

商1店1街達合会助1茂| 商工1振興課‐

共通商品券発行事業費助成 商工振興課

商1業|ま|つILJ事業1費1朗1虜 商工振興課|‐|

技術継承セミナー事業 商工振興課

プレス機幸1求1会涼悌"" 南工振
!興
課!

不況対策商店街セール支援 商工振興課

百1店街1峰力創中|=援事業 商工振興課

【新】産業活性化事業経費助成 商工振興課

却|1亭1奉1牟1吉|ウヽ|1才|ツ|イ章|1亭申ⅢⅢⅢ!1‐1申キ, 産業経済課

産業と調和のとれたま
ちづくり

商店街装飾灯電気料助成 商工振興課

キャリアアップ・就刃支

援
中小企業退職金共済事業 商工振興課十

中小企業勤労者福利共済事業 商工振興課

家内労働者労栄保嘩特丹J神入促準章美| 商ェ振興課

観光イベント・PR
観光イベント経費助成 観光課

地域活動拠点
自治町会会館整備費助成 地域振興課

つ
０

３
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平成23年 度評価対象事務事業一覧表

::性質区1分 事1務事業■ 評価担当課

団体等への助
成

地域活動の支援
自治町会不動産登記費助成 地域振興課

地区■ユ■ス発行 地域振興課

自治町会掲示板設置費助成 地域振興課

まちづくり懇談会 地域振興課

地区まつ り助成 地域振興課

まちか|ど勉強会 地域振興課

自治町会世帯助成 地域振興課

文化芸術
文化協会助成 生涯学習課|

家庭や地域との連携
小学生英会話教室助成 生涯学習課

ひ|まわ舛||■0番 地域教育課

言少年育成
青少年育成地区委員会 地域教育課

子|ども会育成会連合会助成
| : | | | 1 1 ‐| | | | ! i ‐十! ! | | | | ! | | | 十1 1 ! | ‐‐ i !  1 ‐1 ‐l i ! ! | | : | ! 十1  1 ! |  | | |

地域教育課

スポーツ事業
体育協会助成 生涯スポーッ課

(]け1)
神弾守十斉押今導1合1舎1摯1残 税務課

(その他庶務)
連合葛飾地区協議会助成 総務課

政務調査費 総務課

事業者への助

成

ユニ′ヽ一サルデザイン
鉄道駅エレベーター等整備費助成 福祉管理課

民間建築物バリアフリ■化整備費助成 福祉管理課

高齢者生活支援
特別養護老人ホーム建設費等助成 福祉管理課

短期入所生活介護整備費助成 福祉管理課

認知症高齢者グループホーム整備費助成 福祉管理課

小規模多機能型居宅介護整備費助成 福祉管理課

特別養護老人ホーム等大規模改修費助成 福祉管理課

障害者 自立支援
民間障害児療育施設運営費等助成 障害福祉課

生活ホーム建設経費助成 障害福祉課

精神障害者グループホエム運営費助成 保健予防課

34



平成 23年 度評価対象事務事業一覧表

t!峰―車馨分す 事務事業! 評価担
・
当課

事業者への

成

助 障害者自立支援
【新】知的障害者ケアホーム整備費助成 障害福祉課

障害者就労支援
区立障害者福祉施設移管 障害福祉課

民間通所施設負担軽減経費助成 障害福祉課

民‐画導1可距詳導1害‐害勢ど| 障害福祉課|

障害者施設自主生産品販売所運営費助成 障害福祉課

地域‐活動支1援セ|シ|夕|■等開設1準備 保健予防課

子育てする家庭への

支援
園児健康管理費助成 (私立幼稚園) 育成課

目1外保1育用″|スヽ情■費助成! 育
‐
成課

施設整備資金助成 (私立幼稚園) 育成課

育成課

幼稚園案内作成費助成 育成課

子育て支援課

仕事と子育ての両王

支援
預かり保育事業費助成 (私立幼稚園) 育成課

私1立‐保育所施設整備費助成 手育て―支援課

私立保育所運営助成 子育て支援課

認証保1育所等!運1営1費助成| 子育て1支援課

私立学童保育事業費助成 子育て支援課

私立保育所基盤整備費等助成 手育て支援課

福祉サービス利用者
への支援 福祉サービス第二者評価事業推進 福祉管理課

住宅
高齢者向け優良賃貸住宅1供給事業 住環境整備謀

公共交通 賓通不便地区の解消 (地域乗含タクシー運行事莱運目

費助成)
街づくり調整課

大学誘致推進
大学誘致推進事業 大学誘致推進室

質
Ｕ

つ
０



別 紙 2

平成 23年 度事務事業評価表(基本)

事務事業の概要

事務事業名

重点評価に該当する事務事

業は 「重点」と記朝します。

20種 類の区角の中から該当

する性質区劣を選択し記載し

ます。

区の朝曇による見直しの余地があ

るか記朝します。

実施内容
(事務事業の実
施内容、手段、
過去の改善実績

等)

施策及び事務事業意図 施策が目標とする状態です。

事務事業が目標とする状態です。

事務事業意図

1 成 果指標の達成状況

成果指標 指標の根拠 単位 区分 20年 度 21年 度 22年 度

万才 目標

事務事業意図を客観的にみて

るか、数値で演」な

どの程度達 実 績

成できてい ための指標 目標

です。 実 績

2活 動指標の達成状況

活動指標 指標の根拠 単位 区分 20年 度 21年 度 22年 度

目標

成果指標及び活動指標の根

拠や算出式などを記載しま

す。

下
事務事業恵図を達成するため

に実施 した活動量を、数値で
潤||ス″ぬ∩指連で古 割 勢

班

の

記

標

で

指

年

動

経

活

を

　

　

・

び

値

及

績

標

実

。

指

と

す

果

値

ま

成

標

し

　

一罫 |

目標

実績

食
Ｕ

つ
０



3コ スト内訳(決算)

都道府県支出

二般財源(a)

卜Tタ ルコスト(f)
(b+o十 d+e

直接事業費(b)

職員人件費(c)

間接費(d)

調整額(e)

退職給与引当

当該事務事業に投入した一般財源または
トータルコス トを、活動または対象の実数
で除して算出したコス トを記載します。

(控)コスト対象外

単位あたリコスト

単位の定義

実績数値(g)

単位あたり区単コスト(a/g)

単位あたリコスト(f/宮)

1 評 価年度に 改善内容

備考
成果指標や活動指標の見直し等を行つた

場合に、その理由等を記朝します。

評価年度において
, 実 施 した
!具体的改善内容 |

評価結果に基づき、評価年度において具

体的な改善を行つた場合は改善内容を記

載します。
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別紙3

平成 23年 度事務事業評価表(重点評価)

事務事業名
担当部

担当課

1 過 年度の実績状況の評価と今後の方向性

実績状況の評価
過去3年 間の指標及びコス ト状況を踏まえ

総合的に評価し、具体的な内容を記朝しま
す。

今後の方向性

実績状況や多角的視点による劣析等を踏まえ、今後の
方向性を選択肢 (改善/継続)よ り選び、具体的な内
容を記朝します。

2今 後の成果指標の目標値

成果指標 指標の根拠t計算式など 1 単 位 区分 23年 度 24年 農 25年 度

成果指標について、当該年
目標

厘を言]同 こう3年 間の目

標値を記載します。 目標

3今 後の活動目標及び活動指標の目標値

活動目標 ■| ・ | 1視 点

今後の力向性に基づき、具体

的な活動目標を設定します。

当該活動目標を設定するに

あたつて、分析に活用した

視点を記朝します。

活動指標につしヽて、当該年

度を含む向こう3年 間の目

標値を記朝します。

０
０

つ
０





男可1紙4

施策別事務事業一覧表

施策が目標とする状態です。 トータルコスト(千円)

施策意図を、客観的に見て

どの程度達成できているか、

数値で測るための指標です。

施策を構成する事務事業の

トータルコストを合算した
ものを記朝します。

事務事業
成果指標 トータルコスト(千円)

指標名 単位 区分 20年 度 21年 度 22年 度 20年 度 21年 度 22年 度

目標

実績

覧する事務事業の情報を
「。

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実経

目標

実緯

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

標

”績

目

”実

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績
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月Jキ徹6

行政評価委員会の構成

！一̈！一一！一一！̈一一一一】！一一一一一一！一一一一一一一̈！一一̈一！一一！！一一一一一！，一

一一一̈一一一一一一一↓一一一一，一，一一一一一一一一一一一一一一一一̈一「一一̈一一一一一一一一一・

一一“！一一一一“一一一！一一一一，，一一！一一，一“一十一，一一一一一一十！一一一一，一！一一一一，

一ヽ一一一”一一一一一↓一一一一”一一一一一̈̈一̈！！一↓！一一一一̈一一一十一一一一一一̈，一一【

一一̈一一一一！一ヽ̈
一一，一一・一一，一一一一一一一一．一̈̈
一！一一一”一”】一↓一”，̈̈
！一

一！一一！一一一̈一̈一一一一一一一一一一一一̈一！一一一一一一一，一一一一一̈！一一一一一一一一̈一

”＋！“一一，，
！一，】」「】一ャ一，一一市，！，一一一一一【一一一ヤ̈一一．一一一．̈一一

学識経験者 (東京税理士会葛飾支部) 2 名

自治町会連合会 1 名

民生委員児童委員協議会 1 名

東京商工会議所葛飾支部 1 名

葛飾法人会 1 名

かつ しか女性会議 1 名

青少年育成地区委員会 1 名

公募区民 6 名

計 1 4 名
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丹JI徹7

平成 23年 度行政評価実施スケジュール概要 (予定)

i行政評1価委1員1会|

4 月

5 月

6月

7月

8月

9 月

1 0 月

1 1 月

12月

1月

2月

3月

!実施概要報告lr

(第| i々回定例会)ri

事務事業評価結果報告
|■(第10コ定例会)1■

23年 度経営改革

の取組結果等報告

(第1回定例会)|

委員公募 ・

団体推薦依頼

公募委員選定 ・決定

団体推薦委員決定

第 3国 全体会開催
・取組結果報告

(2月 中旬)

第1回全体会開催

|■(7月中旬)|■

12分科―会に分かれて

,事務事業評価を実施|

(‐7月下旬～9月上旬)

■第ぞ回全体会開催■|
1区長今答申

十
(9月1上旬)
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