
第２編：目的別計画（白抜きの具体的施策は重点施策）
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1 家庭児童相談事業 保健福祉相談室
2 地域子育て支援拠点事業 保育課
3 ママヘルパー派遣事業 子育て支援課
4 子育て支援事業等利用料助成事業 子育て支援課
5 ひとり親家庭支援事業 子育て支援課
6 子ども医療費助成事業 子育て支援課
7 教育資金利子補給事業 教育総務課
8 家庭教育事業 生涯学習課
9 私立保育園補助等事業 保育課
10 公立保育園施設管理・整備事業 保育課
11 病後児保育事業 保育課
12 一時保育事業 保育課
13 家庭的保育事業 保育課
14 保育サービスの評価事業 保育課

（３）障がい児療育の推進 1 15 こども発達センター事業 子育て支援課

16 公民センター管理運営事業 商工振興課
17 学童保育所事業 保育課
18 子供の遊び場維持・管理事業 子育て支援課
19 子ども・子育て支援事業計画策定事業 子育て支援課
20 児童館管理運営事業 子育て支援課
21 立春式事業 生涯学習課
22 青少年野外活動事業 生涯学習課
23 成人式事業 生涯学習課
24 子どもワンパク大会事業 生涯学習課
25 青少年相談員活動支援事業 生涯学習課
26 放課後子どもプラン事業 生涯学習課
27 青少年女性センター管理運営事業 生涯学習課

28 補助教員配置事業 学校教育課
29 特色ある学校づくり支援事業 学校教育課
30 教育の情報化推進事業 学校教育課
31 特別支援教育事業 学校教育課
32 学校運営支援事業 学校教育課
33 ＡＬＴ配置事業 学校教育課
34 子どもの実態把握のための調査研究事業 学校教育課
35 推進モデル校指定事業 学校教育課
36 教職員研修事業 学校教育課
37 教育情報提供事業 学校教育課
38 教育相談事業 学校教育課
39 適応指導教室事業 学校教育課
40 学校安全対策事業 学校教育課
41 小学校施設改修等事業 教育総務課
42 中学校施設改修等事業 教育総務課
43 桜台小中学校給食運営事業 学校教育課
44  学校給食共同調理場建替え事業 学校教育課

（４）開かれた学校づくりの推進 1 45 外部人材活用事業 学校教育課
46 私立幼稚園振興事業 保育課
47 幼稚園・保育園・小学校連携事業 学校教育課

6（２）子育ての環境づくり

（１）児童の健全育成の推進 5

（１）教育・指導内容の充実 10

2（２）心の教育の充実

（２）青少年の健全育成の推進 7

（３）学校施設の整備・安全対策
　　の推進

5

第１節：市民の子育てを支援します
第１章：安心して子育てできるまちを築く　（重点事項：子育て支援、学校教育）

平成２７年度事業　事後評価結果　計画の体系別事務事業一覧

（１）子育て支援の推進

３．学校教育の充実

8

第２節：教育環境の整備・充実を図り、子どもの確かな学力と生きる力を育みます

２．児童・青少年の健全育成

１．子育て支援の推進

（５）幼児教育の推進 2

※各評価シートは水色の「管理Ｎｏ」でご覧ください。

（参考）事務事業評価シートの記入要領　※これを基に作成しました
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48 市役所庁舎整備事業 管財契約課
49 建築物耐震化支援事業 建築宅地課
50 地域防災計画推進事業 市民安全課
51 印西地区消防組合事業 市民安全課
52 消防団体制強化事業 市民安全課
53 消防水利事業 市民安全課

（３）国民保護計画の推進 1 54 国民保護計画推進事業 市民安全課

55 交通安全対策事業 市民安全課
56 放置自転車対策事業 市民安全課
57 交通安全施設整備事業 道路課

（２）防犯対策の充実 1 58 防犯対策事業 市民安全課

59 障害福祉サービス事業 社会福祉課
60 障害者相談支援事業 社会福祉課
61 福祉作業所管理運営事業 社会福祉課
62 障害者雇用・就労支援事業 社会福祉課
63 障害者スポーツ大会等参加促進事業 社会福祉課
64 ６８歳・６９歳医療費助成事業 保険年金課
65 老人福祉センター管理運営事業 高齢者福祉課
66 老人憩いの家管理運営事業 高齢者福祉課
67 高齢者在宅福祉事業 高齢者福祉課
68 介護予防事業 高齢者福祉課
69  介護支援ボランティア事業 高齢者福祉課
70 地域包括支援センター運営事業 高齢者福祉課
71  介護老人施設整備補助事業 高齢者福祉課
72 高齢者クラブ活動支援事業 高齢者福祉課
73 高齢者就労指導センター管理運営事業 高齢者福祉課
74 シルバー人材センター活動支援事業 高齢者福祉課
75 保健福祉相談事業 保健福祉相談室
76 生活困窮者自立支援事業 保健福祉相談室

（６）バリアフリーの環境づくり 1 77 道路環境整備事業 道路課

78 地域福祉計画推進事業 社会福祉課
79 社会福祉協議会運営支援事業 社会福祉課
80 民生委員児童委員連絡協議会連携事業 社会福祉課

（２）地域福祉活動の支援 1 81 地区社会福祉協議会支援事業 社会福祉課

（１）人権意識の啓発 1 82 人権意識啓発事業 企画政策課
83 女性のための支援事業 企画政策課
84 虐待防止対策事業 保健福祉相談室

（３）外国人市民への支援 1 85 外国人支援事業 企画政策課

（１）学習機会や情報などの提供
（２）家庭や地域、職場における
男女共同参画の推進

1 86 男女共同参画推進事業 企画政策課

（１）平和意識の醸成 1 87 平和事業 企画政策課
88 国際理解推進事業 企画政策課
89 青少年国際交流事業 学校教育課

（５）保健福祉相談の推進 2

第３節：相互理解を深め、人権を尊重しあえる社会をつくります

９．男女共同参画社会の推進

１０．平和・国際理解の推進

５．交通安全・防犯対策の推進

2

第２節：心と身体のバリアフリーを進め、みんなが助け合うまちをつくります

（１）地域福祉ネットワークの形成

（１）防災体制・対策の強化 3

４．防災対策の推進
第１節：犯罪や事故を未然に防ぎ、自然災害を 小限に防ぎます

第２章：安心して暮らせるまちを築く　（重点事項：防犯・防災、福祉活動）

8

（４）高齢者の社会参加の推進 3

2（２）虐待防止と自立の支援

７．地域福祉社会の形成

６．障がい者・高齢者福祉の充実

（２）国際理解の推進 2

3

８．人権が尊重される社会の推進

（２）消防・救急体制の推進 3

（１）交通安全の推進 3

（１）障がい者の生活支援 3

（３）高齢者の生活支援

（２）障がい者の社会参加・就労
支援
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90 こころの相談事業 保健福祉相談室
91 健康生活支援事業 健康課
92 健康づくり普及推進事業 健康課
93 保育園食育推進事業 保育課
94 歯科保健事業 健康課
95 食からの健康づくり支援事業 健康課
96 小中学生の栄養指導事業 学校教育課

97 感染症予防事業 健康課
98 母子保健推進事業 健康課
99 小児慢性特定疾患児生活支援事業 社会福祉課
100 健（検）診事業 健康課
101 学校保健推進事業 学校教育課
102 特定健康診査事業 保険年金課
103 特定保健指導事業 健康課
104 人間ドック等受検費用助成事業 保険年金課
105 小児医療充実事業 健康課
106 歯科診療事業 健康課

（１）健康づくりの支援 3

（２）食育の推進 4

（１）母子保健の充実 2

（２）疾病予防対策の充実 6

１２．保健・医療の充実

（３）地域医療体制の推進 2

１１．健康づくりの推進
第１節：市民一人ひとりの健康づくりを支援します

第３章：健康で暮らせるまちを築く　（重点事項：健康づくり、保健・医療）
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（１）自治組織の活動支援 1 107 自治組織活動支援事業 市民活動支援課
（２）地区コミュニティの活性化支援 1 108 地域活性化推進事業 市民活動支援課
（３）コミュニティ施設の充実 1 109 コミュニティ施設整備・管理事業 市民活動支援課

110 団塊・シニア世代活動支援事業 企画政策課
111 市民活動推進センター管理運営事業 市民活動支援課
112 市民団体活動支援補助事業 市民活動支援課

113 白井市民大学校事業 生涯学習課
114 公民館管理運営事業 生涯学習課
115 図書館サービス推進事業 文化課
116 図書館資料整備事業 文化課
117 図書館電算システム運用事業 文化課
118 プラネタリウム館運営事業 文化課
119  プラネタリウム館営繕事業 文化課

120 各種スポーツ大会開催事業 生涯学習課
121 スポ―ツ指導者の養成・活用事業 生涯学習課
122 総合型地域スポーツクラブ支援事業 生涯学習課
123 学校体育施設開放事業 生涯学習課
124 社会体育施設管理運営事業 生涯学習課
125 白井運動公園管理運営事業 生涯学習課
126 市民プール管理運営事業 生涯学習課

127 文化を支える人材育成支援事業 文化課
128 市民文化祭開催事業 文化課
129 文化会館自主事業運営事業 文化課
130 市史編さん事業 文化課
131 文化財調査事業 文化課
132 文化財保存・周知事業 文化課
133 埋蔵文化財・文化財の記録・保護事業 文化課
134 市民学芸スタッフ古文書修補活動事業 文化課
135 郷土資料館展示・教育普及事業 文化課

136 農業生産技術・経営改善支援事業 農政課
137 水田農業経営推進事業 農政課
138 農産物ブランド化推進事業 農政課
139 担い手等育成支援事業 農政課
140 農業振興地域整備計画事業 農政課
141 遊休農地解消事業 農政課
142 農業用施設等の資源保全整備事業 農政課

（３）農業・農村の交流の推進 1 143 農業・農村交流事業 農政課

144 中小企業活性化支援事業 商工振興課
145 商工会活動支援事業 商工振興課
146 工業団地活性化支援事業 商工振興課
147 ふるさと産品推進事業 商工振興課
148 ふるさとまつり支援事業 商工振興課
149 工業団地アクセス道路整備事業 道路課

（２）企業誘致の推進 1 150 企業誘致推進事業 商工振興課
（３）就労・就業の支援 1 151 雇用・労働支援事業 商工振興課
（４）消費者保護の推進 1 152 消費生活相談・啓発推進事業 商工振興課

１７．文化・芸術活動の支援

１５．生涯にわたる学習活動の支援

第１節：市民が進める地域・まちづくりを支援します
第４章：元気に活躍できるまちを築く　（重点事項：市民活動、生涯学習、産業振興）

１９．商・工業の振興

１８．農業の振興

（１）文化・芸術活動の支援 3

6

（１）農業経営の活性化支援 3

（２）農地の保全と担い手の育成 4

（１）商・工業の活性化支援 6

（１）生涯学習活動の支援 7

（２）歴史・文化財の保存と活用

（２）スポーツ環境の充実

第３節：活力ある産業を振興し、市民の就労機会を拡充します

3

１６．スポーツ活動の支援

4

１４．公益的市民活動の支援

１３．地区コミュニティの活性化支援

（１）公益的市民活動の支援 3

第２節：生涯にわたる学習活動や文化活動を支援します

（１）スポーツ活動の支援
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153 谷田・清戸地区里山保全推進事業 環境課
154 環境基本計画推進事業 環境課
155 河川等環境保全事業 環境課
156 特別保全緑地推進事業 都市計画課
157 市民の森の適正な維持管理事業 都市計画課

（１）環境学習の推進 1 158 環境学習・環境教育事業 環境課
（２）環境美化活動の推進 1 159 環境美化推進事業 環境課

160 合併浄化槽等設置促進事業 上下水道課
161 水質調査・地下水汚染対策事業 環境課
162 公害防止対策事業 環境課
163 環境に配慮した農業推進事業 農政課
164 アスベスト分析調査・除去工事補助事業 建築指導課

（４）廃棄物の違法行為防止対策の
　　推進

1 165 不法投棄防止対策事業 環境課

（１）ごみの減量化・資源化の推 1 166 ごみの減量化・資源化推進事業 環境課
167 印西地区環境整備事業組合事業 環境課
168 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合事業 環境課

（３）地球温暖化防止対策の推進 1 169 省資源・省エネルギー推進事業 環境課

170 まちづくり推進事業 都市計画課
171 マンション対策支援事業 建築宅地課
172  都市マスタープラン策定事業 都市計画課
173 都市公園等維持管理事業 都市計画課
174 千葉ニュータウン事業収束関連事業 都市計画課
175  都市公園等整備事業（新規事業） 都市計画課

（２）景観形成の推進 1 176 住宅リフォーム助成事業 建築宅地課

177 美しい景観形成推進事業 都市計画課
178 北千葉道路整備促進事業 都市計画課
179 市道維持修繕事業 道路課
180 地籍調査事業 道路課
181 市道新設改良事業 道路課
182 国道・県道の整備促進事業 道路課
183 橋梁維持事業 道路課
184 水路維持改修事業 道路課
185 配水施設整備事業 上下水道課
186 配水施設維持管理事業 上下水道課
187 上水道経営の安定化事業 上下水道課
188 下水道経営の安定化事業 上下水道課
189 下水道施設維持管理事業 上下水道課
190 汚水排水施設整備事業 上下水道課
191 雨水排水施設整備事業 上下水道課
192 水源確保事業 企画政策課

（４）斎場・墓園整備の促進 1 193 火葬場・斎場・墓園事業 環境課

（１）鉄道の利便性の向上 1 194 鉄道交通推進事業 企画政策課
（２）バスの利便性の向上 1 195 バス交通推進事業 企画政策課

２４．生活基盤の整備

5（１）道路整備の推進

２５．公共交通の促進

（２）ごみの適正な収集・処理の
推進

第２節：資源を有効に活用し、環境にやさしい活動をすすめます

第３節：便利で住みやすい環境づくりをすすめます

2

２２．循環型社会の形成

（２）自然とのふれあいの場の提
供

3

（３）公害防止対策の推進 5

2

第１節：水とみどりに囲まれた美しいまちをつくります
第５章：みどり豊かで快適なまちを築く （重点事項：緑の保全、居住環境）

２３．住環境の整備

（１）自然環境の保全

２１．生活環境の保全

（１）市街地形成の推進 6

（２）橋梁・河川整備の推進 2

（３）上下水道整備の推進 9

２０．自然環境の保全と活用



章：
大綱の柱

節：
施策目標

項：
施策名

具体的施策
具体的
施策別
事業数

管理
No

事務事業名 主管課名
ペ
ー

（１）市民自治の仕組みづくり 1 196 （仮称）自治基本条例策定事業 企画政策課
（２）市民によるまちづくりの推進 1 197 地域のまちづくり計画策定・推進事業 企画政策課
（３）職員の能力向上 1 198 人材育成推進事業 総務課

（１）民間活力の推進 1 199 民間委託推進事業 行政経営改革課
（２）計画的な職員採用 1 200 職員定員管理事業 総務課
（３）行政組織の見直し 1 201 行政組織見直し事業 総務課

202 行政改革大綱・実施計画推進事業 行政経営改革課
203 総合計画推進事業 企画政策課

（５）電子自治体の推進 1 204 電算維持管理事業 情報管理課
（６）広域行政の推進 1 205 広域処理業務推進事業 企画政策課

（１）自主財源の確保 1 206 公有財産の管理活用事業 管財契約課
207 補助金等見直し適正化事業 行政経営改革課
208 健全な財政運営推進事業 財政課

（３）入札・契約方法の改善 1 209 入札契約事業 管財契約課
（４）公共施設の計画的営繕 1 210 公共施設保全管理事業 管財契約課

211 情報システムによる情報提供事業 情報管理課
212 なるほど行政講座推進事業 企画政策課
213 広報紙発行事業 秘書広報課
214 記録映画作成事業 秘書広報課
215 市勢要覧等作成事業 秘書広報課
216 白井市ＰＲ事業 企画政策課

（１）広聴活動の充実 1 217 広聴事業 秘書広報課
（２）市民参加の推進 1 218 市民参加条例推進事業 市民活動支援課
（３）市民との協働の推進 1 219 市民参加・協働のまちづくりプラン推進事業 市民活動支援課

Ｃ．健全な財政運営

（４）行政評価の推進 2

2

Ｂ．効率的な行政運営

第３編：計画を推進するために

Ａ．地域主体のまちづくり

（１）情報の公開・提供の充実

（２）広報・ＰＲ活動の充実

2

4

第１章：行財政改革

第２章：市民参加・協働

Ｅ．市民参加・協働の推進

Ｄ．開かれた市政

（２）歳入規模に見合った財政運
営


