
平成２７年度行政評価（「今後の 

方向性」に基づく取組内容） 



性質区分 事務事業名 評価担当課 施策番号 頁

ぜん息教室 地域保健課 1

ぜん息児水泳教室 地域保健課 5

熱中症予防対策（保健所） 地域保健課 9

音楽訓練教室 地域保健課 13

健康大学 健康づくり課 17

健康教育関連事務（学校保健との連携） 健康づくり課 21

講習会（栄養指導事業） 健康づくり課 25

歯科健康教育 健康づくり課 29

健康教育・地区組織活動 青戸保健センター 33

親と子の食育推進事業 健康づくり課 0104 37

精神保健教室 保健予防課 0202 41

食品衛生普及・啓発 生活衛生課 0302 45

環境衛生普及・啓発 生活衛生課 0304 49

シニア向けパソコン講座等運営委託 高齢者支援課 53

シルバーカレッジ 高齢者支援課 57

社会参加セミナー 高齢者支援課 61

生きがい支援講座事業 高齢者支援課 65

介護支援サポーター事業 高齢者支援課 0402 69

障害者自立支援事業委託 障害福祉課 73

かつしか教室 生涯学習課 77

介護人材スキルアップ研修委託 介護保険課 0801 81

民生委員関係事務 福祉管理課 0802 85

総合防災訓練 防災課 1002 89

防災市民組織等育成 防災課 1003 93

水辺のふれあいルーム運営 公園課 1202 97

環境美化地区支援 地域振興課 1305 101

飾産野菜品評会事業 産業経済課 1401 105

講座・育成

0101

事務事業評価表（重点）　目次

0401

0501

(1)



性質区分 事務事業名 評価担当課 施策番号 頁

異業種交流会支援事業 商工振興課 109

見本市共同出展事業 商工振興課 113

伝統産業保護育成事業 商工振興課 1402 117

雇用・就労促進事業 産業経済課 121

労働関連講習会 産業経済課 125

優良従業員表彰事業 産業経済課 129

製造業顕彰事業 商工振興課 133

各種講座（人権・男女平等） 人権推進課 1601 137

かつしか少年キャンプ 地域教育課 141

ジュニアリーダー講習会 地域教育課 145

にいじゅくプレイパーク事業 地域教育課 149

ポニースクール 地域教育課 153

子ども会育成会 地域教育課 157

少年の主張大会 地域教育課 161

青少年委員 地域教育課 165

善行青少年表彰 地域教育課 169

青少年対象講座等 生涯学習課 173

学校支援ボランティア 地域教育課 2002 177

ＰＴＡ研修会 地域教育課 181

家庭教育支援事業 地域教育課 185

ＩＴ普及推進事業 生涯学習課 189

工芸教室 生涯学習課 193

地域教育機関連携事業 生涯学習課 197

ボ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 201

リーダー育成等 生涯学習課 205

考古学調査・講座 生涯学習課 209

講師派遣（生涯学習援助制度） 生涯学習課 213

子どものための博物館講座 生涯学習課 217

講座・育成
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性質区分 事務事業名 評価担当課 施策番号 頁

出前教室 生涯学習課 221

成人対象講座 生涯学習課 225

生涯学習人材バンク 生涯学習課 229

天文学調査・講座 生涯学習課 233

民俗学調査・講座 生涯学習課 237

歴史学調査・講座 生涯学習課 241

図書館ボランティア育成事業 中央図書館 2102 245

スポーツ推進委員 生涯スポーツ課 2201 249

区内産業啓発冊子印刷 商工振興課 1404 253

教育広報印刷 庶務課 2002 257

デジタルミュージアム公開 生涯学習課 261

館だより等発行（郷土と天文の博物館） 生涯学習課 265

図書館報等印刷 中央図書館 2102 269

コールセンター等運営 広報課 273

コミュニティＦＭ放送番組提供 広報課 277

ポスター掲出（区設掲示板管理事務） 広報課 281

区長へのはがき（陳情・要望・苦情処理
事務）

広報課 285

広聴会（自治町会長連絡会・区民と区長
との意見交換会実施事務）

広報課 289

広報かつしか発行 広報課 293

子ども区議会 広報課 297

報道機関情報提供 広報課 301

すぐやる活動 すぐやる課 305

生産緑地の指定 街づくり調整課 0901 309

集合住宅建設指導 住環境整備課 313

宅地開発事前協議 住環境整備課 317

道路境界表示事務 道路管理課 321

道路管理センター管理運営 道路管理課 325

道路占用許可事務 道路管理課 329

1101

広報・広聴

2101

―

講座・育成

審査・許認可・
指導・措置

2101

0905
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性質区分 事務事業名 評価担当課 施策番号 頁

道路等監察処理事務 道路管理課 1101 333

新小岩駅周辺放置自転車対策 道路管理課 337

放置自転車撤去・誘導及び指導 道路管理課 341

雨水利用促進（指導） 環境課 1302 345

あき地除草対策事業 環境課 349

緑化指導事業 環境課 353

不法投棄防止対策 リサイクル清掃課 357

事業系ごみ自己処理促進 清掃事務所 361

集積所美化等排出指導 清掃事務所 365

浄化槽関係事務 清掃事務所 369

大店立地法事務 産業経済課 1403 373

審査・許認可・
指導・措置

1307

1303

1102
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