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平成 24年度（平成 23年度分） 

 

事務事業評価結果の報告 

 

対象となる 1577細事業の評価結果の概要は下記のとおりです。なお、各細事業の個別の

評価内容については、平成 24年度事業評価シートをご覧ください。 

※シート上の留意点 

評価の対象となる事業は、総合計画の施策体系に基づき、平成24年度予算から新たに再整理した

単位であるため、シートのうち細事業費内訳および財源内訳については平成24年度値から記載され

ます。 

 

① 総合評価結果総括 

総合評価 細事業数 

現状のまま継続 

拡充の方向で検討 

縮小の方向で検討 

完了・廃止の方向で検討 

完了・廃止 

完了・廃止（事業の単位の見直し等によるもの） 

１２８０ 

１４７ 

４３ 

２６ 

５５ 

２６ 

  

 

② 評価結果の状況 

拡充の方向で検討【１４７事業】 

細事業名 所管部局・課（室） 

教育相談・支援事業 人権文化部・人権政策室 

国際化施策の推進 人権文化部・人権政策室 

市有文化財等の維持管理 教育委員会・生涯学習推進部・地域教育振興室 

（仮称）文化芸術センター整備事業 人権文化部・文化芸術室 

図書館活動・すべての人への資料提供事業 教育委員会・生涯学習推進部・読書振興課 

自治体間連携事業 教育委員会・生涯学習推進部・読書振興課 

とよなか地域子ども教室 教育委員会・生涯学習推進部・地域教育振興室 

学校地域連携ステーション 教育委員会・生涯学習推進部・地域教育振興室 

家庭教育支援事業 教育委員会・生涯学習推進部・地域教育振興室 

地域スポーツの振興 教育委員会・生涯学習推進部・スポーツ振興課 

屋内体育施設管理 教育委員会・生涯学習推進部・スポーツ振興課 

屋外体育施設管理 教育委員会・生涯学習推進部・スポーツ振興課 

温水プール施設管理 教育委員会・生涯学習推進部・スポーツ振興課 

保育所入所 こども未来部・保育幼稚園室 
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細事業名 所管部局・課（室） 

民間保育所入所委託 こども未来部・保育幼稚園室 

民間保育所運営助成 こども未来部・保育幼稚園室 

冷房設備設置事業(設計) こども未来部・保育幼稚園室 

サウンドスクール こども未来部・保育幼稚園室 

幼保小連携推進事業 こども未来部・保育幼稚園室 

学校図書館システムの構築 教育委員会・生涯学習推進部・読書振興課 

サウンドスクール事業 教育委員会・教育推進部・教育推進室 

学力向上自主企画事業 教育委員会・教育推進部・教育推進室 

就学時健康診断 教育委員会・教育推進部・教育推進室 

学校施設安全衛生委員会 教育委員会・教育推進部・教育推進室 

学校図書館教育の充実事業 教育委員会・生涯学習推進部・読書振興課 

教育相談研修業務 教育委員会・教育推進部・教育センター 

研究・研修 教育委員会・教育推進部・教育推進室 

支援職員配置事業 教育委員会・教育推進部・教育センター 

妊婦健康診査 健康福祉部・保健所・保健予防課 

こども関連施策に関する窓口の設置 こども未来部・こども政策室 

病後児保育事業 こども未来部・保育幼稚園室 

企業団体等子育ち子育て出前講座 こども未来部・こども政策室 

子育て支援センターほっぺ事業 こども未来部・保育幼稚園室 

放課後こどもクラブ運営 こども未来部・保育幼稚園室 

施設管理 こども未来部・保育幼稚園室 

あゆみ学園車両管理 こども未来部・保育幼稚園室 

あゆみ学園施設運営 こども未来部・保育幼稚園室 

あゆみ学園施設管理 こども未来部・保育幼稚園室 

児童虐待相談事業 こども未来部・こども政策室 

子育て心の悩み相談事業 こども未来部・こども政策室 

母子寡婦福祉資金 こども未来部・こども政策室 

発達障害児地域療育事業 こども未来部・保育幼稚園室 

保育（療育） こども未来部・保育幼稚園室 

給食業務 こども未来部・保育幼稚園室 

介護保険事業者情報管理システムの運用 健康福祉部・いきいきセンター・高齢施策課 

事業者指導監査 健康福祉部・福祉指導監査室 

緊急通報システム事業 健康福祉部・いきいきセンター・高齢者支援課 

在宅高齢者虐待防止事業 健康福祉部・いきいきセンター・高齢者支援課 

消防防災協力事業所登録制度の拡充 消防本部・予防課 

女性防火クラブの育成支援（予防課） 消防本部・予防課 

女性防火クラブの育成支援(北消防署) 消防本部・北消防署 
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細事業名 所管部局・課（室） 

自主防災体制推進事業 危機管理室・危機管理室 

避難関連事業 危機管理室・危機管理室 

保安３法対策 消防本部・予防課 

消防訓練指導(南消防署) 消防本部・南消防署 

消防救急無線機の管理 消防本部・指令情報課 

ジュニア救命サポーター事業 消防本部・救急課 

応急手当の普及啓発 消防本部・救急課 

消防一声訪問（警防課） 消防本部・警防課 

調査活動 消防本部・指令情報課 

救急活動（南消防署） 消防本部・南消防署 

消防車両燃料管理 消防本部・消防総務室 

急性灰白髄炎（ポリオ）予防接種 健康福祉部・保健所・地域保健課 

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業 健康福祉部・保健所・地域保健課 

食育関連事業 健康福祉部・保健所・保健予防課 

保健医療審議会 健康福祉部・保健所・保健企画課 

健康とよなか２１・健やか親子２１ 健康福祉部・保健所・保健企画課 

福祉なんでも相談・審議会運営管理 健康福祉部・地域福祉室 

滞納整理システムの運用（介護保険事業特別会計） 健康福祉部・保険窓口センター・保険収納課 

介護認定審査会 健康福祉部・いきいきセンター・高齢者支援課 

認定調査等 健康福祉部・いきいきセンター・高齢者支援課 

レセプト点検業務 健康福祉部・保険窓口センター・保険給付課 

滞納整理システムの運用（国民健康保険事業特別会計） 健康福祉部・保険窓口センター・保険収納課 

保険料徴収事務 健康福祉部・保険窓口センター・保険収納課 

滞納整理システムの運用（後期高齢者医療事業特別会計） 健康福祉部・保険窓口センター・保険収納課 

障害福祉センター運営委員会 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

サービス利用計画作成 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

施設入所支援 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

療養介護 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

生活介護 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

団体活動支援事業 都市計画推進部・まちづくり総務室 

千里ニュータウン再生連絡協議会 都市計画推進部・千里ニュータウン再生推進課 

境界確定事業 資産活用部・土地活用課 

地籍調査 資産活用部・土地活用課 

明示システムの運用 資産活用部・土地活用課 

庄内地区住宅市街地総合整備事業 都市計画推進部・市街地整備課 

(仮称)市営二葉第 3住宅の建設 都市計画推進部・市街地整備課 

服部駅周辺地区の面的整備の検討 都市計画推進部・市街地整備課 
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細事業名 所管部局・課（室） 

千里中央地区再整備 都市計画推進部・千里ニュータウン再生推進課 

住居地区バリアフリー整備 都市基盤部・道路センター・道路建設課 

道路台帳システムの運用 都市基盤部・道路センター・道路管理課 

道路監理業務 都市基盤部・道路センター・道路管理課 

啓発・情報提供 市民協働部・くらしセンター・地域経済課 

中小企業人材育成支援補助 市民協働部・くらしセンター・地域経済課 

豊中商工会議所関係業務 市民協働部・くらしセンター・地域経済課 

パーソナル・サポートモデル事業 市民協働部・くらしセンター・雇用労働課 

地域就労支援事業 市民協働部・くらしセンター・雇用労働課 

無料職業紹介事業 市民協働部・くらしセンター・雇用労働課 

重点分野雇用創造事業 市民協働部・くらしセンター・雇用労働課 

第３次地球温暖化対策実行計画の推進 環境部・環境政策室 

クリーンランド負担金 環境部・環境センター・減量推進課 

廃棄物関連計画の推進 環境部・環境センター・減量推進課 

エコショップ 環境部・環境センター・減量推進課 

ごみ減量普及啓発事業 環境部・環境センター・減量推進課 

再生資源集団回収報奨金交付事業 環境部・環境センター・減量推進課 

多量排出事業所ごみ減量対策事業 環境部・環境センター・減量推進課 

廃棄物減量等推進員活動支援 環境部・環境センター・減量推進課 

リサイクル交流センター施設管理 環境部・環境センター・減量推進課 

リサイクル交流センター主催事業 環境部・環境センター・減量推進課 

リサイクル交流センター施設運営 環境部・環境センター・減量推進課 

公園維持管理事業 環境部・公園みどり推進課 

施設維持管理事業 環境部・公園みどり推進課 

公園等自主管理協定制度事業 環境部・公園みどり推進課 

協働事業提案 環境部・公園みどり推進課 

水路台帳システム整備 都市基盤部・水路課 

深井戸ポンプ 都市基盤部・水路課 

自然事業環境保全（緑化費） 環境部・公園みどり推進課 

花とみどりの相談所車両管理 環境部・公園みどり推進課 

地産地消推進事業補助金 市民協働部・市民協働部特任主幹（農務） 

景観法・都市景観条例に基づく景観指導 都市計画推進部・都市計画室 

都市景観デザイン相談 都市計画推進部・都市計画室 

文書事務の運用・指導 総務部・情報公開課 

文書管理システムの運用 総務部・情報公開課 

歴史的文化的文書の収集・保存・利用 総務部・情報公開課 

文書館等施設管理 総務部・情報公開課 
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細事業名 所管部局・課（室） 

推進体制の整備 市民協働部・コミュニティ政策室 

情報共有・発信事業 市民協働部・コミュニティ政策室 

協働推進の公募制度 市民協働部・コミュニティ政策室 

（仮称）南部コラボセンターのあり方検討 市民協働部・南部地域連携センター 

コラボ事業 市民協働部・千里地域連携センター 

地域自治組織の形成支援 市民協働部・コミュニティ政策室 

総合評価入札関連事務 総務部・契約検査室 

市有施設有効活用 資産活用部・施設活用推進室 

市有施設有効活用システムの運用 資産活用部・施設活用推進室 

普通財産有効活用 資産活用部・土地活用課 

本庁舎管理事業 資産活用部・施設活用推進室 

人事給与・出退勤システム関係事務 総務部・人材育成センター・人事課 

住民基本台帳カード事業 市民協働部・市民窓口センター・市民課 

住民基本台帳カード事業 市民協働部・市民窓口センター・市民相談課 

住民基本台帳カード事業 市民協働部・市民窓口センター・庄内出張所 

住民基本台帳カード事業 市民協働部・市民窓口センター・新千里出張所 

統合型データベースシステムの構築 財務部・財政室 

固定資産税課税システムの運用 財務部・税務センター・固定資産税課 

市民税課税システムの運用 財務部・税務センター・市民税課 

税証明発行業務 財務部・税務センター・税務企画課 

市民税等課税事務 財務部・税務センター・市民税課 

市民税等課税事務(税務総務費) 財務部・税務センター・市民税課 

 

縮小の方向で検討【４３事業】 

細事業名 所管部局・課（室） 

ルシオーレホール施設管理 人権文化部・文化芸術室 

ルシオーレホール施設運営 人権文化部・文化芸術室 

市所蔵美術品管理 人権文化部・文化芸術室 

全国適応指導教室連絡協議会 教育委員会・教育推進部・教育センター 

府費負担教職員の人事権移譲事業 教育委員会・教育推進部・教職員室 

諸帳簿（小学校管理費） 教育委員会・教育推進部・教育推進室 

青少年団体連絡協議会との連絡調整 教育委員会・生涯学習推進部・青少年育成課 

ワーク・ライフ・バランス調査研究・啓発事業 こども未来部・こども政策室 

子どもの遊び場環境づくり事業 教育委員会・生涯学習推進部・青少年育成課 

支援センター子育て支援事業 こども未来部・保育幼稚園室 

特別養護老人ホーム等利子助成 健康福祉部・いきいきセンター・高齢施策課 

シルバー市民証等発行業務 健康福祉部・いきいきセンター・高齢者支援課 
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細事業名 所管部局・課（室） 

世代間交流事業 健康福祉部・いきいきセンター・高齢者支援課 

セイフティメイト配置事業 教育委員会・教育推進部・教育推進室 

ネズミ対策 都市基盤部・水路課 

その他衛生害虫対策 都市基盤部・水路課 

猫避妊去勢手術助成金交付事務 健康福祉部・保健所・衛生管理課 

公害健康被害保健福祉事業 健康福祉部・保健所・地域保健課 

公害健康被害認定審査会事業 健康福祉部・保健所・地域保健課 

公害健康被害診療報酬審査委員会事業 健康福祉部・保健所・地域保健課 

公害健康被害補償業務 健康福祉部・保健所・地域保健課 

施設入所者ガイドヘルプ事業 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

ホームレス対策事業 健康福祉部・福祉事務所 

服部南自転車保管所施設運営 都市基盤部・道路センター・道路管理課 

豊中駅北自転車保管所施設運営 都市基盤部・道路センター・道路管理課 

細街路整備業務 都市基盤部・道路センター・道路管理課 

資金融資関係 市民協働部・くらしセンター・地域経済課 

水生生物昆虫展示 都市基盤部・水路課 

第２次環境基本計画の推進 環境部・環境政策室 

剪定枝チップ化検討事業 環境部・公園みどり推進課 

花いっぱい運動事業（公園維持費） 環境部・公園みどり推進課 

市民農園 市民協働部・市民協働部特任主幹（農務） 

水路維持清掃 都市基盤部・水路課 

花畑開放 市民協働部・市民協働部特任主幹（農務） 

生産緑地買取り申出 市民協働部・市民協働部特任主幹（農務） 

ホタル公開事業 都市基盤部・水路課 

ホタル飼育事業 都市基盤部・水路課 

空港周辺対策事業 都市計画推進部・空港室 

下水道維持管理 都市基盤部・水路課 

市役所別館管理業務 資産活用部・施設活用推進室 

旧子育て支援センター施設管理 資産活用部・施設活用推進室 

車両運行業務 資産活用部・施設活用推進室 

外国人登録事業 市民協働部・市民窓口センター・市民課 
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完了・廃止の方向で検討【２６事業】 

細事業名 所管部局・課（室） 

（財）学校給食会 教育委員会・学校給食室 

福祉会館施設耐震化事業 健康福祉部・地域福祉室 

地方消費者行政活性化基金事業 市民協働部・くらしセンター・消費生活課 

共同浴場施設管理 健康福祉部・地域福祉室 

豊中人権まちづくりセンター老人憩の家施設改修工事 健康福祉部・地域福祉室 

老人保健拠出金事業（老人保健事務費拠出金） 健康福祉部・保険窓口センター・保険給付課 

老人保健医療事業 健康福祉部・保険窓口センター・保険給付課 

おおぞら園施設運営 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

おおぞら園施設管理 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

みずほ園施設管理 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

みずほ園施設運営 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

みずほ園車両管理 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

扶養義務者死亡一時金 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

割賦金 都市基盤部・土木総務室 

刀根山線 都市基盤部・道路センター・道路維持課 

重点分野雇用創造事業 健康福祉部・いきいきセンター・高齢施策課 

環境情報サロン施設運営 環境部・環境政策室 

環境情報サロン施設管理 環境部・環境政策室 

バードドーム管理事業 環境部・公園みどり推進課 

福井会館（仮称）整備事業（地方振興事業費） 資産活用部・土地活用課 

市民サービスコーナー施設管理 市民協働部・市民窓口センター・市民課 

市民サービスコーナー施設管理（戸籍住民基本台帳費） 市民協働部・市民窓口センター・市民課 

庄内出張所施設改修 市民協働部・市民窓口センター・庄内出張所 

基金運用金返還金 財務部・財政室 

土地開発公社経営健全化事務(豊中市土地開発公社貸付金) 財務部・財政室 

土地開発公社経営健全化事務(財産管理費) 財務部・財政室 
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完了・廃止【５５事業】 

細事業名 所管部局・課（室） 

男女共同参画計画の推進（雇用対策費） 人権文化部・人権政策室 

英語教育推進支援室 教育委員会・教育推進部・教育推進室 

記念事業 政策企画部・都市活力創造室 

（仮称）文化芸術センター整備計画の策定 人権文化部・文化芸術室 

（仮称）文化芸術振興地域推進プランの策定 人権文化部・文化芸術室 

キャリア教育の推進事業 教育委員会・教育推進部・教育推進室 

不登校支援協力員配置事業（庄内のみ） 教育委員会・教育推進部・教育センター 

校舎増築事業（東泉丘小学校） 教育委員会・教育総務室特任主幹 

音楽教室空調設備設置事業 教育委員会・教育総務室特任主幹 

アスベスト対策事業 資産活用部・施設整備課 

生徒指導・進路指導総合推進事業 教育委員会・教育推進部・教育センター 

放課後こどもクラブ室整備 こども未来部・保育幼稚園室 

二次予防事業（健康支援室） 健康福祉部・保健所・地域保健課 

特別養護老人ホーム等建設助成 健康福祉部・いきいきセンター・高齢施策課 

生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）運営事業 健康福祉部・いきいきセンター・高齢者支援課 

豊中人権まちづくりセンター老人憩の家施設耐震化事業 健康福祉部・地域福祉室 

労働会館耐震補強 市民協働部・くらしセンター・雇用労働課 

青少年自然の家施設耐震化事業 教育委員会・生涯学習推進部・青少年育成課 

呼吸器疾患患者医療費助成業務 健康福祉部・保健所地域保健課 

機能訓練 健康福祉部・保健所・地域保健課 

（仮称）豊中市保健所の設置（道路橋梁維持費） 健康福祉部・保健所・地域保健課 

介護従事者処遇改善臨時特例基金 健康福祉部・いきいきセンター・高齢施策課 

リサイクルプラザでの就労促進事業 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

障害者福祉作業所 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

第 3期豊中市障害福祉計画の策定 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

更生訓練 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

緊急雇用創出基金事業 健康福祉部・福祉事務所 

庄内分室移転 健康福祉部・福祉事務所 

曽根駅原田線 都市基盤部・道路センター・道路建設課 

公有水路埋立跡整備 都市基盤部・道路センター・道路建設課 

TMO事業 市民協働部・くらしセンター・地域経済課 

TMO事業 都市計画推進部・まちづくり総務室 

産業振興プラットホーム事業 市民協働部・くらしセンター・地域経済課 

工業振興専門家派遣事業 市民協働部・くらしセンター・地域経済課 

産業状況調査／産業振興施策検討委員会 市民協働部・くらしセンター・地域経済課 

インキュベーションセンター事業 市民協働部・くらしセンター・地域経済課 
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細事業名 所管部局・課（室） 

地域雇用創造推進事業 市民協働部・くらしセンター・雇用労働課 

ふるさと雇用再生基金事業 市民協働部・くらしセンター・雇用労働課 

緊急雇用創出基金事業 市民協働部・くらしセンター・雇用労働課 

緊急雇用創出基金事業 健康福祉部・いきいきセンター・高齢施策課 

ふるさと雇用再生基金事業（子育て応援キンダーガーデン事業） こども未来部・保育幼稚園室 

緊急雇用創出事業（親子たんぽぽ教室） こども未来部・保育幼稚園室 

再資源化事業 環境部・環境センター・減量推進課 

クリーンランド施設使用 環境部・環境センター・減量推進課 

車両管理業務（ごみ処理費） 環境部・環境センター・減量推進課 

事業系指定ごみ袋制関係 環境部・環境センター・減量推進課 

中部事業所車庫移転事業 環境部・環境センター・中部事業所 

屋外広告物管理システムの構築 環境部・環境政策室 

大規模小売店舗立地にかかる調整（商工総務費） 市民協働部・くらしセンター・地域経済課 

共同利用施設のトイレバリアフリー化 都市計画推進部・空港室 

普通財産有効活用（普通財産購入費） 資産活用部・土地活用課 

コールセンター導入効果検証業務 市民協働部・市民窓口センター・市民相談課 

行政評価制度の構築 政策企画部・企画調整室 

中核市移行準備事業 健康福祉部・福祉指導監査室 

中核市移行準備事業（障害者）（雇用対策費） 健康福祉部・いきいきセンター・障害福祉課 

 

 


