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基本方針 主要施策
施策評
価CD

施策評価名
事務事
業CD

事務事業名 部名 課名

Ⅰ快適で賑わいの
あるまちづくり

1.個性あるまちづくり
の推進

18001
秩序ある土地利用の
推進（地籍調査事業）

3 地籍調査事業 産業振興部 農林水産課

20001
土地の利用と環境保
全の推進

1 進達事務事業 建設部 管理課

4 許認可事務（認可・許可） 建設部 管理課
422 公共事業評価委員会事業 建設部 管理課

2.定住と交流のネッ
トワークづくり

11001 公共輸送機関の整備 16 ＪＲ利用促進事業 企画振興部 政策企画課

19 生活交通確保対策等事業 企画振興部 政策企画課
11002 情報化の推進 21 広域ネットワーク維持管理事 企画振興部 情報政策課

22
イントラネットパソコン等維持
管理事業

企画振興部 情報政策課

23 電算システム事業 企画振興部 情報政策課
24 地域情報格差是正事業 企画振興部 情報政策課

20003 幹線道路の整備 7
地域高規格道路東広島高田
道路(向原吉田道路)建設促
進事業

建設部 建設課

8 国県道整備促進事業 建設部 管理課
10 県道改良事業 建設部 建設課
11 県道維持管理事業 建設部 建設課

12
市道・橋梁・法定外公共物管
理事業

建設部 管理課

13 市道道路維持事業 建設部 建設課
14 橋梁長寿命化修繕事業 建設部 建設課
15 市道改良事業 建設部 建設課

560 地域活性化整備促進事業 建設部 建設課

20010
公共交通に係る施設
の管理

17 各ＪＲ駅舎施設管理事業 建設部 管理課

18 市営駐車場等維持管理事業 建設部 管理課
3.安全で快適な生活
環境の創造

10001
消防力の強化（非常
備）

29 非常備消防活動事業 総務部 危機管理室

45 非常備消防運営事業 総務部 危機管理室
46 消防施設管理事業 総務部 危機管理室

561 消防施設整備事業 総務部 危機管理室
10002 防災対策の充実 52 防災施設管理事業 総務部 危機管理室

53 災害対策事業 総務部 危機管理室
10003 交通安全対策の充実 65 交通安全推進事業 総務部 危機管理室

66 交通安全施設整備事業 総務部 危機管理室
10004 防犯対策の充実 60 防犯啓発推進事業 総務部 危機管理室

61 防犯活動推進事業 総務部 危機管理室
63 防犯施設管理事業 総務部 危機管理室
64 不当要求行為等対策事業 総務部 危機管理室

11003 葬斎場の整備 115 葬斎場整備事業 企画振興部 政策企画課
14003 火葬場等の管理運営 116 火葬場施設管理・運営事業 市民部 市民生活課

117 霊柩車管理運営事業 市民部 市民生活課

20004
災害に強いまちづくり
の推進

56 河川維持管理事業 建設部 管理課

57 河川改良事業 建設部 建設課
58 道路・河川災害復旧事業 建設部 建設課
59 急傾斜地維持管理事業 建設部 建設課

20005 住宅対策の充実 68 市営住宅等維持管理事業 建設部 住宅政策課
69 市営住宅等整備事業 建設部 住宅政策課

518 市有住宅管理事業 建設部 住宅政策課

20006 水道の整備 80 簡易水道事業施設管理事業
建設部（公営企業
部）

上下水道課（公営
企業部　水道課）

82 水道事業施設管理事業
建設部（公営企業
部）

上下水道課（公営
企業部　水道課）

98
飲用水供給施設整備費補助
事業

建設部（公営企業
部）

上下水道課（公営
企業部　水道課）

551 簡易水道事業経営管理事業
建設部（公営企業
部）

上下水道課（公営
企業部　水道課）

552 簡易水道事業建設改良事業
建設部（公営企業
部）

上下水道課（公営
企業部　水道課）

553
簡易水道事業窓口・料金関
係業務

建設部（公営企業
部）

上下水道課（公営
企業部　水道課）

554
飲料水供給事業管理運営事
業

建設部（公営企業
部）

上下水道課（公営
企業部　水道課）

555 水道事業経営管理事業
建設部（公営企業
部）

上下水道課（公営
企業部　水道課）

556 水道事業建設改良事業
建設部（公営企業
部）

上下水道課（公営
企業部　水道課）

557 水道事業窓口料金関係業務
建設部（公営企業
部）

上下水道課（公営
企業部　水道課）

20007 下水道の整備 100 公共下水道施設整備事業 建設部 上下水道課

101
特定環境保全公共下水道施
設整備事業

建設部 上下水道課

103
浄化槽市町村整備推進事業
（市設置）

建設部 上下水道課

104 下水道啓発事業 建設部 上下水道課
105 下水道施設管理事業 建設部 上下水道課
106 排水設備事業 建設部 上下水道課
107 下水道事業経理事務 建設部 上下水道課
108 下水道分担金賦課・徴収事 建設部 上下水道課
109 下水道使用料賦課・徴収事 建設部 上下水道課

110
し尿収集手数料賦課・徴収
事業

建設部 上下水道課
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基本方針 主要施策
施策評
価CD

施策評価名
事務事
業CD

事務事業名 部名 課名

111 各種計画推進事業 建設部 上下水道課
112 し尿収集事業 建設部 上下水道課
113 清流園管理運営事業 建設部 上下水道課

41001 火災の予防 25 建築物・危険物規制事業 消防本部 予防課
26 火災予防事務事業 消防本部 予防課
27 火災原因調査事務事業 消防本部 予防課
28 火災予防活動推進事業 消防本部 予防課

41002 消防力の強化（常備） 32 消防職員研修事業 消防本部 消防総務課
33 職場環境等整備事業 消防本部 消防総務課
34 消防総務事業 消防本部 消防総務課
35 消防資機材整備事業 消防本部 消防課
36 広域災害対応事業 消防本部 消防課
37 消防活動事業 消防本部 消防課

39
通信指令施設の運用、管理
事業

消防本部 消防課

42 警防活動事業 消防署 警防課
41003 救急･救助体制の充 47 応急手当普及啓発事業 消防署 警防課

48 メディカルコントロール事業 消防本部 消防課
49 救助活動事業 消防署 警防課
50 救急活動事業 消防署 警防課

10010 安全な消費生活の推 562 消費者行政推進事業 総務部 危機管理室
Ⅱ心豊かで創造性
に富んだまちづくり

1.参加と協働による
まちづくりの推進

10005
住民と行政のパート
ナーシップの形成

119 行政情報提供事業 総務部 総務課

122 行政相談事業 総務部 総務課
407 情報公開・個人情報保護事 総務部 総務課

11004 広報広聴事業の推進 120 広報事業 企画振興部 政策企画課
121 広聴事業 企画振興部 政策企画課

11005
協働によるまちづくり
支援

123 市民フォーラム開催事業 企画振興部 まちづくり支援課

124 地域振興支援事業 企画振興部 まちづくり支援課
125 まちづくり人材育成事業 企画振興部 まちづくり支援課
128 まちづくり委員会開催事業 企画振興部 まちづくり支援課

2.子どもや女性が生
き生きと活動する環
境づくり

14004
子どもや女性が生き
生きと活動する環境
づくり

129 男女共同参画事業 市民部
人権多文化共生推
進室

130 青少年育成啓発事業 市民部
人権多文化共生推
進室

132
図書類自販機等立入調査事
業

市民部
人権多文化共生推
進室

3.生涯学習社会の形
成

11006 生涯学習施設の整備 543 生涯学習センター整備事業 企画振興部 政策企画課

45001 社会教育施設の活用 148 関係施設維持管理事業 教育委員会事務局 生涯学習課

149
安芸高田少年自然の家維持
管理事業

教育委員会事務局 生涯学習課

45002 生涯学習体制の確立 133 社会教育総務事業 教育委員会事務局 生涯学習課
537 人権教育事業 教育委員会事務局 生涯学習課

45003 学習内容の充実 137 学外国際理解教育推進事業 教育委員会事務局 生涯学習課
138 成人教育事業 教育委員会事務局 生涯学習課
144 家庭教育支援事業 教育委員会事務局 生涯学習課
146 青少年活動事業 教育委員会事務局 生涯学習課

45005 幼児教育の充実 151 幼稚園管理運営事業 教育委員会事務局 教育総務課
153 幼稚園子育て支援事業 教育委員会事務局 教育総務課

45006 特色ある教育の推進 155 学力向上推進事業 教育委員会事務局 学校教育推進室
156 みつや協育推進事業 教育委員会事務局 学校教育推進室
162 体力向上事業 教育委員会事務局 学校教育推進室
163 特別支援教育推進事業 教育委員会事務局 学校教育推進室
164 適正就学管理事業 教育委員会事務局 学校教育推進室

45007
社会の変化に対応し
た教育の推進

166 国際理解教育推進事業 教育委員会事務局 学校教育推進室

45008 心の教育の充実 172 生徒指導推進事業 教育委員会事務局 学校教育推進室
566 豊かな心育成事業 教育委員会事務局 学校教育推進室

45009
開かれた学校づくりの
推進

567 開かれた学校づくり事業 教育委員会事務局 学校教育推進室

45010 学校教育体制の充実 177 人材育成事業 教育委員会事務局 学校教育推進室
178 県費負担教職員管理事業 教育委員会事務局 学校教育推進室

45011 小・中学校管理運営 179 小・中学校管理運営事業 教育委員会事務局 教育総務課

45013 教育環境の整備 152
私立幼稚園就園奨励費助成
事業

教育委員会事務局 教育総務課

157 児童生徒教職員健康管理事 教育委員会事務局 教育総務課
160 安全管理事業 教育委員会事務局 教育総務課
176 教職員住宅維持管理事業 教育委員会事務局 教育総務課
181 学校施設整備推進化事業 教育委員会事務局 教育総務課

182
小学校施設・設備等管理・整
備事業

教育委員会事務局 教育総務課

183
中学校施設・設備等管理・整
備事業

教育委員会事務局 教育総務課

186 通学助成事業 教育委員会事務局 教育総務課
187 就学援助事業 教育委員会事務局 教育総務課
536 学校耐震化推進事業 教育委員会事務局 教育総務課
549 給食事業 教育委員会事務局 教育総務課

4.文化・スポーツ・レ
クリェーションの振興

11007
ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの
振興

544
JFAサッカーアカデミー調査
研究事業

企画振興部 政策企画課

45015 文化活動の推進 190 芸術文化振興事業 教育委員会事務局 文化･ｽﾎﾟｰﾂ振興室
191 美術館管理運営事業 教育委員会事務局 文化･ｽﾎﾟｰﾂ振興室

45017 文化財の保護と活用 145 歴史民俗博物館管理運営事 教育委員会事務局 生涯学習課
200 文化財保護・活用事業 教育委員会事務局 生涯学習課
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基本方針 主要施策
施策評
価CD

施策評価名
事務事
業CD

事務事業名 部名 課名

45018
ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活
動の推進

204 生涯スポーツ推進事業 教育委員会事務局 文化･ｽﾎﾟｰﾂ振興室

205 スポーツ振興団体育成事業 教育委員会事務局 文化･ｽﾎﾟｰﾂ振興室

206
スポーツ教室・大会等開催事
業

教育委員会事務局 文化･ｽﾎﾟｰﾂ振興室

207 スポーツ指導者等育成事業 教育委員会事務局 文化･ｽﾎﾟｰﾂ振興室

45019
ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施
設の整備

208 社会体育施設管理運営事業 教育委員会事務局 文化･ｽﾎﾟｰﾂ振興室

Ⅲ人と環境にやさし
いまちづくり

1.人権が大切にされ
る地域社会の創造

14005
人権教育・啓発の推
進

216 啓発・広報活動事業（吉田） 吉田人権会館 -

217
啓発・広報活動事業（八千
代）

八千代人権福祉セ
ンター

-

218 啓発・広報活動事業（高宮） たかみや人権会館 -
219 啓発・広報活動事業（甲田） 甲田人権会館 -

221 人権啓発推進事業 市民部
人権多文化共生推
進室

222
住宅資金等貸付金債権管理
事業

市民部
人権多文化共生推
進室

14006
多様な機会を通じた
人権教育･啓発の推

223 地域交流・福祉事業（吉田） 吉田人権会館 -

224
地域交流･福祉事業（八千
代）

八千代人権福祉セ
ンター

-

225 地域交流･福祉事業（高宮） たかみや人権会館 -
226 地域交流･福祉事業（甲田） 甲田人権会館 -

530 多文化共生推進事業 市民部
人権多文化共生推
進室

14007 推進体制の整備 227
人権啓発推進団体活動支援
事業

市民部
人権多文化共生推
進室

228
人権会館管理運営事業（吉
田）

吉田人権会館 -

229
人権福祉センター管理運営
事業（八千代）

八千代人権福祉セ
ンター

-

230
人権会館管理運営事業（高
宮）

たかみや人権会館 -

231
人権会館管理運営事業（甲
田）

甲田人権会館 -

232 関係施設管理運営事業 市民部
人権多文化共生推
進室

233 団体育成事業（吉田） 吉田人権会館 -

234 団体育成事業（八千代）
八千代人権福祉セ
ンター

-

235 団体育成事業（高宮） たかみや人権会館 -
236 団体育成事業（甲田） 甲田人権会館 -
238 総合相談事業（吉田） 吉田人権会館 -

239 総合相談事業（八千代）
八千代人権福祉セ
ンター

-

240 総合相談事業（高宮） たかみや人権会館 -
241 総合相談事業（甲田） 甲田人権会館 -

2.保健・医療の充実 14001 生活環境の充実 254 食品衛生普及啓発事業 市民部 市民生活課
255 環境美化・清掃活動支援事 市民部 市民生活課

256
犬の登録・狂犬病予防注射
事業

市民部 市民生活課

257 そ族・衛生害虫対策事業 市民部 市民生活課

258
生活衛生関係許可・監視指
導事業

市民部 市民生活課

16001 健康づくりの推進 243
「健康あきたかた２１」推進事
業

福祉保健部 保健医療課

244 食生活改善推進事業 福祉保健部 保健医療課
248 保健センター事業 福祉保健部 保健医療課

16002 保健サービスの充実 245 歯科保健事業 福祉保健部 保健医療課
249 母子健康診査事業 福祉保健部 保健医療課
250 母子保健事業 福祉保健部 保健医療課
251 成人健康診査事業 福祉保健部 保健医療課
252 成人支援事業 福祉保健部 保健医療課
253 感染症対策事業 福祉保健部 保健医療課
512 精神保健事業 福祉保健部 保健医療課

16003 医療体制の充実 259 医療機関の充実事業 福祉保健部 保健医療課
260 献血推進事業 福祉保健部 保健医療課
261 救急医療体制の充実事業 福祉保健部 保健医療課

3.社会全体で支える
福祉の充実

14012
国民年金制度の周
知・加入の促進

335 国民年金事務 市民部 総合窓口課

16005 地域福祉活動の推進 263 民生委員活動援助事務事業 福祉保健部 社会福祉課

264
社会福祉協議会事業援助事
務事業

福祉保健部 社会福祉課

265 社会福祉団体援助事務事業 福祉保健部 社会福祉課
266 困窮者援助事務事業 福祉保健部 社会福祉課
267 援護事務事業 福祉保健部 社会福祉課

513
社会福祉法人等の指導監査
事務事業

福祉保健部 社会福祉課

16006 社会福祉施設の運営 268 福祉センター運営委託事業 福祉保健部 高齢者福祉課
269 社会福祉施設運営事業 福祉保健部 高齢者福祉課
270 特別養護老人ホーム運営事 福祉保健部 高齢者福祉課
271 養護老人ホーム運営事業 福祉保健部 高齢者福祉課

279
デイサービスセンター管理委
託事業

福祉保健部 高齢者福祉課

285 生活支援ハウス管理委託事 福祉保健部 高齢者福祉課
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286 老人保護措置事業 福祉保健部 高齢者福祉課

16008
介護サービス特別会
計運営事業

278 介護予防支援事業 福祉保健部 高齢者福祉課

16013 地域支援事業 288 二次予防事業 福祉保健部 高齢者福祉課
289 一次予防事業 福祉保健部 高齢者福祉課
290 総合相談事業 福祉保健部 高齢者福祉課
292 権利擁護事業 福祉保健部 高齢者福祉課

293
包括的・継続的ケアマネジメ
ント支援事業

福祉保健部 高齢者福祉課

298 緊急通報装置設置事業 福祉保健部 高齢者福祉課
16017 福祉医療の充実 302 乳幼児等医療公費負担事業 福祉保健部 保健医療課

309
重度心身障害者医療公費負
担事業

福祉保健部 保健医療課

322
ひとり親家庭等医療公費負
担事業

福祉保健部 保健医療課

16018 子育て支援の充実 303
子ども手当(児童手当）給付
事業

福祉保健部 子育て支援課

304 要保護児童対策事業 福祉保健部 子育て支援課
307 育児支援家庭訪問事業 福祉保健部 子育て支援課
308 子育て支援等相談事業 福祉保健部 子育て支援課
521 児童福祉総務管理事業 福祉保健部 子育て支援課

16019
障害福祉の充実（社
会福祉課）

310 自立支援給付事業 福祉保健部 社会福祉課

311 権利擁護事業 福祉保健部 社会福祉課
312 相談指導事業 福祉保健部 社会福祉課
313 社会参加支援事業 福祉保健部 社会福祉課
314 サービス支給決定事業 福祉保健部 社会福祉課
317 地域生活支援事業 福祉保健部 社会福祉課
318 障害者団体等事業 福祉保健部 社会福祉課
564 障害者手帳交付事務 福祉保健部 社会福祉課

16020
障害福祉の充実（子
育て支援課）

315 特別児童扶養手当事業 福祉保健部 子育て支援課

16021 低所得者の自立促進 558 生活保護事業 福祉保健部 社会福祉課

16022
ひとり親家庭、寡婦の
福祉の充実

323 母子自立支援事業 福祉保健部 子育て支援課

16023
社会保障制度の適正
な運営

324 資格確認報告事業 福祉保健部 保健医療課

326 レセプト点検事務事業 福祉保健部 保健医療課
327 普及啓発活動事業 福祉保健部 保健医療課
329 国保連合会負担金事業 福祉保健部 保健医療課
330 国保運営協議会運営事業 福祉保健部 保健医療課

331
国民健康保険療養諸費等給
付事業

福祉保健部 保健医療課

333 国民健康保険制度運営事業 福祉保健部 保健医療課
339 後期高齢者医療保険事業 福祉保健部 保健医療課
515 国民健康保険保健事業 福祉保健部 保健医療課
535 後期高齢者医療保険保健事 福祉保健部 保健医療課

16024 高齢者在宅福祉の充 295 老人クラブ連合会助成事業 福祉保健部 高齢者福祉課

296
シルバー人材センター助成
事業

福祉保健部 高齢者福祉課

297 高齢者住宅整備利子補給事 福祉保健部 高齢者福祉課
16025 介護保険制度の運営 272 介護保険制度運営事業 福祉保健部 高齢者福祉課

273 介護保険料賦課徴収事業 福祉保健部 高齢者福祉課
274 介護保険要介護認定事業 福祉保健部 高齢者福祉課
275 介護保険給付事業 福祉保健部 高齢者福祉課
277 介護サービス基盤整備事業 福祉保健部 高齢者福祉課
514 介護給付費等適正化事業 福祉保健部 高齢者福祉課

16027
市民総ヘルパー推進
事業

262 敬老事業 福祉保健部 高齢者福祉課

283 介護予防在宅支援事業 福祉保健部 高齢者福祉課
284 家族介護支援事業 福祉保健部 高齢者福祉課
287 高齢者相談事業 福祉保健部 高齢者福祉課

16026 ２４時間保育の充実 299 保育所運営事業 福祉保健部 子育て支援課
300 私立保育園支援事業 福祉保健部 子育て支援課
301 保育所施設整備事業 福祉保健部 子育て支援課
305 児童館・児童クラブ事業 福祉保健部 子育て支援課
306 ファミリーサポートセンター事 福祉保健部 子育て支援課

16028 障害児福祉の充実 316 障害児童相談支援事業 福祉保健部 社会福祉課
319 障害者手当事業 福祉保健部 社会福祉課
565 施設支援事業 福祉保健部 社会福祉課

4.環境との共生 14008 環境保全の推進 350
新エネルギー・省エネルギー
普及啓発事業

市民部 市民生活課

351 環境美化・環境保全活動事 市民部 市民生活課
352 公害防止・苦情対策事業 市民部 市民生活課

353
河川等水質・臭気検査業務・
騒音・振動規制事業

市民部 市民生活課

531
一般廃棄物処理施設の設置
等申請許可事務事業

市民部 市民生活課

550 環境基本計画実施事業 市民部 市民生活課

14009
ごみの減量化・資源
化の推進

354 芸北広域環境施設組合 市民部 市民生活課

355
ごみ減量化対策（資源ごみ
補助事業）

市民部 市民生活課

356 家庭ごみ適正排出事業 市民部 市民生活課
357 産業廃棄物処理業者指導業 市民部 市民生活課
358 生ごみ処理機補助事業 市民部 市民生活課
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Ⅳ多彩な生産と交流
のまちづくり

1.産業の振興 18003
農業の振興（農業振
興体制の整備）

359
家畜排せつ物処理施設管理
運営事業

産業振興部 地域営農課

360 農地利用対策事業 産業振興部 地域営農課
374 米の需給調整事業 産業振興部 地域営農課
376 有害鳥獣対策事業 産業振興部 地域営農課
377 農業振興推進体制整備事業 産業振興部 地域営農課
378 中山間地域等直接支払事業 産業振興部 地域営農課
379 農業経営体制整備事業 産業振興部 地域営農課

380
農地・水保全管理支払交付
金事業

産業振興部 地域営農課

382 担い手育成事業 産業振興部 地域営農課
383 地産地消推進事業 産業振興部 地域営農課
384 畜産振興事業 産業振興部 地域営農課
385 資源循環型農業経営事業 産業振興部 地域営農課
386 農業振興施設管理運営事業 産業振興部 地域営農課
563 野菜等生産条件整備事業 産業振興部 地域営農課

18004
農業の振興（農業基
盤の整備）

363 ほ場整備事業 産業振興部 農林水産課

364 ため池整備事業 産業振興部 農林水産課
365 水利施設等整備事業 産業振興部 農林水産課
366 農道整備事業 産業振興部 農林水産課
367 かんがい排水維持管理事業 産業振興部 農林水産課
368 農道維持管理事業 産業振興部 農林水産課
370 公園等維持管理事業 産業振興部 農林水産課

371
農地・農業用施設災害復旧
事業

産業振興部 農林水産課

517 土地改良区運営助成事業 産業振興部 農林水産課
18005 林業の振興 387 森林普及振興事業 産業振興部 農林水産課

388
森林整備地域活動支援交付
金事業

産業振興部 農林水産課

389 ひろしまの森づくり事業 産業振興部 農林水産課
390 林業振興施設管理事業 産業振興部 農林水産課
391 造林事業 産業振興部 農林水産課
392 林道整備事業 産業振興部 農林水産課
393 治山事業 産業振興部 農林水産課
394 林業用施設災害復旧事業 産業振興部 農林水産課

18006 水産業の振興 395 水産業振興事業 産業振興部 農林水産課
18007 商工業の振興 348 工場立地法に関する事務事 産業振興部 商工観光課

349
大規模小売店舗立地法に関
する事務事業

産業振興部 商工観光課

396 商工業団体支援事業 産業振興部 商工観光課
397 商工業振興施設維持管理事 産業振興部 商工観光課
398 雇用対策事業 産業振興部 商工観光課
399 企業誘致促進事業 産業振興部 商工観光課

60001
農業委員会運営事業
(農地の効率的利用)

373 農業委員会運営事業 農業委員会事務局 農業委員会事務局

2.交流のネットワーク
づくり

11008 多様な交流の推進 404 広域行政推進事業 企画振興部 政策企画課

504 空家バンク関係事業 企画振興部 政策企画課
545 土師ダム周辺整備事業 企画振興部 政策企画課
546 未来創造事業 企画振興部 政策企画課

18008 観光の振興 400 観光振興事業 産業振興部 商工観光課
401 観光業団体支援事業 産業振興部 商工観光課
402 観光振興施設管理運営事業 産業振興部 商工観光課

Ⅴ計画の推進 1.総合計画の推進 11010 総合計画の進行管理 419 各種計画進行管理等事業 企画振興部 政策企画課

2.行政改革の実施 11011
成果重視の行財政経
営推進

420 行政評価推進事業 企画振興部 行政経営課

421 行政改革推進事業 企画振興部 行政経営課
505 行政経営推進事業 企画振興部 行政経営課

11012 健全な財政運営 434 財政運営事業 企画振興部 行政経営課

18009
観光関係第３セクター
等運営指導事業

423 第３セクター等運営指導事業 産業振興部 商工観光課

11013 財団法人の統合 547 財団法人指導事業 企画振興部 政策企画課
3.効率的な行財政運
営

10006 総務事務管理事業 413 総務事務事業 総務部 総務課

414 法制執務事務事業 総務部 総務課
465 指定統計事業 総務部 総務課
467 秘書事業 総務部 総務課
559 文書管理事業 総務部 総務課

10007
適正な人事・給与の
管理

437 人材育成事業 総務部 総務課

439 職員人事管理事業 総務部 総務課
440 職員福利厚生事業 総務部 総務課
441 衛生管理事業 総務部 総務課
442 職員給与管理事業 総務部 総務課

10008
財産の適正管理と有
効活用

127
集会施設管理事業（財産管
理課分）

総務部 財産管理課

443 公有財産事業 総務部 財産管理課
444 庁舎管理事業 総務部 財産管理課
445 公用車管理事業 総務部 財産管理課
466 財産区運営事業 総務部 財産管理課

10009 事務機器等の適正管 435 事務機器管理事業 総務部 財産管理課
436 消耗品管理事業 総務部 財産管理課

14010 市税等の賦課徴収 424 税務庶務事業 市民部 税務課
425 市県民税賦課徴収事業 市民部 税務課
426 軽自動車税賦課徴収事業 市民部 税務課
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427 諸税賦課徴収事業 市民部 税務課
428 固定資産税賦課徴収事業 市民部 税務課
429 国民健康保険税賦課徴収事 市民部 税務課
430 税証明発行業務 市民部 税務課
431 収納事業 市民部 税務課
432 滞納整理事業 市民部 税務課

14011
事務対応の利便性の
構築

447 戸籍事務 市民部 総合窓口課

448 住民基本台帳等事務 市民部 総合窓口課

449
戸籍謄本等・住民票の写し・
その他各種証明書申請の受
付交付事務

市民部 総合窓口課

450 旅券申請交付事務 市民部 総合窓口課
451 八千代支所窓口事務 八千代支所 －
452 美土里支所窓口事務 美土里支所 －
453 高宮支所窓口事務 高宮支所 －
454 甲田支所窓口事務 甲田支所 －
455 向原支所窓口事務 向原支所 －

20008 公共事業の公正確保 417 入札・契約監理事業 建設部 管理課
418 工事検査事業 建設部 管理課

20009 事務事業の見直し 446 土地開発公社支援事業 建設部 管理課
20011 市民要望の迅速な対 506 八千代支所すぐやる係事業 八千代支所 －

507 美土里支所すぐやる係事業 美土里支所 －
508 高宮支所すぐやる係事業 高宮支所 －
509 甲田支所すぐやる係事業 甲田支所 －
510 向原支所すぐやる係事業 向原支所 －

34001 適正な出納審査 415 出納事業 会計課 会計課
416 審査事業 会計課 会計課

45020
その他(教育委員会管
理運営事業）

459 教育委員会関係経費 教育委員会事務局 教育総務課

460 教育委員会事務局管理事務 教育委員会事務局 教育総務課
65001 監査等の充実 409 監査委員運営事業 監査委員事務局 監査委員事務局

410 公平審査事業 公平委員会事務局 公平委員会事務局

412 固定資産評価審査事業
固定資産評価審査
委員会事務局

固定資産評価審査
委員会事務局

4.その他 14013 結婚サポート事業 511 結婚サポート事業 市民部 市民生活課
51001 市議会事務 456 市議会運営事業 議会事務局 議会事務局

457 市議会広報事業 議会事務局 議会事務局
458 市議会調査事業 議会事務局 議会事務局

70001
選挙管理委員会の運
営

461 選挙管理委員会運営事業
選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事
務局

462 選挙啓発事業
選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事
務局

463 選挙執行事業
選挙管理委員会事
務局

選挙管理委員会事
務局
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