
平成２７年度　事務事業評価表（改革版）一覧　【部局別】

１．総務部

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

306 公共施設耐震調査事業 参事（危機対策・防災） 総務-１ -

735 地域防災力向上支援事業 参事（危機対策・防災） 総務-２ -

1015 災害対応物品整備事業 参事（危機対策・防災） 総務-３ -

０７
生涯学習・

文化

０２
ふるさと意識の醸成
と地域文化の創造

620 江別市史編さん事業 参事（市史・行政資料） 総務-４ -

０８
協働

０１
協働のまちづくりの

推進
1046 市内大学等インターンシップ事業 職員課 総務-５ ２Ｃ-③

354 住民情報システム高度化事業 情報推進課　情報管理係 総務-６ -

544 納税啓発事業 納税課　収納管理係 総務-７ -

545 総合窓口サービス向上事業 総務課　総務係 総務-８ -

557 職員福利厚生会補助金 職員課 総務-９ -

558 職員研修事業 職員課 総務-１０ -

711 指定管理者制度運営事業 契約管財課　契約係 総務-１１ -

928 市税電話催告等委託事業 納税課　収納管理係 総務-１２ -

1018 税申告作成補助事業 市民税課　市民税係 総務-１３ -

6154 ふるさと納税普及促進事業 契約管財課　管財係 総務-１４ ４Ａ-④

6155 市税等コンビニエンスストア収納業務経費 納税課　収納管理係 総務-１５ -

360 電子情報安全管理対策事業 情報推進課　情報管理係 総務-１６ -

362 ネットワーク網整備・保守事業 情報推進課　情報管理係 総務-１７ -

586 えべつスノーフェスティバル開催事業 総務課　総務係 総務-１８ -

589 市政功労者等表彰事業 総務課　総務係 総務-１９ -

591 市長杯記念品授与等経費 総務課　総務係 総務-２０ -

595 江別及び野幌屯田兵村開村記念式典委員会補助金 総務課　総務係 総務-２１ -

605 市民会館管理運営事業 総務課　総務係 総務-２２ -

２．企画政策部

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

０１
自然・環境

０１
人と自然の共生

917 交通対策管理経費 企画課　企画係 企画-１ -

326 都市景観創出事業 都市計画課　計画係 企画-２ -

879 大麻地区住環境活性化事業 参事（住環境活性化・公共交通） 企画-３ ３Ｂ-③

281 生活バス路線運行補助事業 参事（住環境活性化・公共交通） 企画-４ -

283 豊幌駅舎共同管理経費（補助金） 参事（住環境活性化・公共交通） 企画-５ -

1059 公共交通利用促進対策事業 参事（住環境活性化・公共交通） 企画-６ ３Ｂ-②

560 大学連携調査研究助成事業 企画課　企画係 企画-７ １Ｂ-①

844 自治基本条例啓発事業 政策推進課　主査（政策推進・総合計画） 企画-８ -

6135 大学連携学生地域活動支援事業 企画課　企画係 企画-９ １Ｂ-③

6136 大学版出前講座支援事業 企画課　企画係 企画-１０ １Ｂ-①

6137 協働を担う人材育成事業 企画課　企画係 企画-１１ １Ａ-②

6140 協働を知ってもらう啓発事業 政策推進課　主査（政策推進・総合計画） 企画-１２ １Ａ-①

6159 市民参加条例制定事業 政策推進課　主査（政策推進・総合計画） 企画-１３ １Ａ-①

6184 ふるさとふれあい推進事業 企画課　企画係 企画-１４ -

533 国際交流情報提供事業 秘書課　秘書係 企画-１５ -

535 江別国際センター施設管理費等補助金 秘書課　秘書係 企画-１６ -

540 江別市都市提携委員会補助金 秘書課　秘書係 企画-１７ -

０２
交通環境の充実

０８
協働

０１
協働のまちづくりの

推進

０２
国際交流の推進

０４
安全・安心

０２
地域防災力の向上

０９
計画推進

９９
政策の総
合推進

０１
自主・自立の市政運

営の推進

０２
透明性と情報発信力
の高い市政の推進

０１
政策の総合推進

０５
都市基盤

０１
市街地整備の推進
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平成２７年度　事務事業評価表（改革版）一覧　【部局別】

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

541 行政改革推進事業 政策推進課　主査（政策推進・総合計画） 企画-１８ -

554 行政評価・外部評価推進事業 政策推進課　主査（政策推進・総合計画） 企画-１９ -

559 広域行政推進事業 企画課　企画係 企画-２０ -

561 広聴活動事業 広報広聴課　主査（広報広聴） 企画-２１ -

562 広報えべつ発行事業 広報広聴課　主査（広報広聴） 企画-２２ -

966 ウェルカム江別事業 広報広聴課　主査（広報広聴） 企画-２３ ４Ａ-③

1022 ホームページ運営事業 広報広聴課　主査（広報広聴） 企画-２４ -

6138 えべつシティプロモーション事業 政策推進課　主幹（シティプロモート担当） 企画-２５ ４Ａ-④

０３
男女共同参画による
市政運営の推進

529 男女共同参画啓発事業 政策推進課　主査（政策推進・総合計画） 企画-２６ -

771 北海道移住促進事業 企画課　企画係 企画-２７ -

6026 えべつ冬季イベント事業 企画課　企画係 企画-２８ -

３．生活環境部

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

21 環境管理計画等推進事業 環境課参事（環境政策） 生活-１ -

22 環境負荷軽減推進事業 環境課　環境対策係 生活-２ -

23 自然環境保全経費 環境課　主査（自然環境） 生活-３ -

24 環境教育等推進事業 環境課　環境対策係 生活-４ -

25 保存樹木等指定事業 環境課　主査（自然環境） 生活-５ -

26 地域緑化事業 環境課　主査（自然環境） 生活-６ -

30 花のある街並みづくり事業 環境課　主査（自然環境） 生活-７ -

762 有害鳥獣等対策事業 環境課　主査（自然環境） 生活-８ -

1047 太陽光発電啓発事業 環境課　環境対策係 生活-９ -

1 生ごみ減量化推進事業 廃棄物対策課　主査（資源化） 生活-１０ -

2 資源回収奨励事業 廃棄物対策課　主査（資源化） 生活-１１ -

6 リサイクルバンク運営事業 廃棄物対策課　主査（資源化） 生活-１２ -

12 不法投棄物処理経費 廃棄物対策課　指導係 生活-１３ -

14 分別・資源化等啓発事業 廃棄物対策課　主査（資源化） 生活-１４ -

624 ごみ排出抑制啓発事業 廃棄物対策課　減量推進係 生活-１５ -

824 環境クリーンセンター等モニタリング事業 施設管理課　施設係 生活-１６ -

6175 古着・古布及び小型家電資源化事業 廃棄物対策課　主査（資源化） 生活-１７ -

０２
産業

０１
都市型農業の推進

49 合併処理浄化槽設置整備事業 廃棄物対策課　庶務係 生活-１８ -

234 交通安全教育・啓発事業 市民生活課　交通防犯係 生活-１９ -

235 交通標識設置事業 市民生活課　交通防犯係 生活-２０ -

240 地域防犯推進支援事業 市民生活課　交通防犯係 生活-２１ -

242 暴力追放運動推進協議会補助金 市民生活課　交通防犯係 生活-２２ -

245 自治会防犯灯維持費補助金 市民生活課　市民活動係 生活-２３ -

246 自治会防犯灯設置費補助金 市民生活課　市民活動係 生活-２４ -

248 市民相談事業 市民生活課　市民活動係 生活-２５ -

249 環境衛生対策促進事業 市民生活課　生活衛生係 生活-２６ -

250 やすらぎ苑整備事業 市民生活課　生活衛生係 生活-２７ -

5146 葬斎場管理運営事業 市民生活課　生活衛生係 生活-２８ -

９９
政策の総
合推進

０１
政策の総合推進

０１
自然・環境

０１
人と自然の共生

０２
循環型社会の形成

０４
安全・安心

０１
安全な暮らしの確保

０９
計画推進

０１
自主・自立の市政運

営の推進

０２
透明性と情報発信力
の高い市政の推進
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平成２７年度　事務事業評価表（改革版）一覧　【部局別】

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

238 市政協力事業補助金 市民生活課　市民活動係 生活-２９ -

518 地域自治活動事業補助金 市民生活課　市民活動係 生活-３０ -

520 住区会館管理運営事業 市民生活課　市民活動係 生活-３１ -

521 市民憲章推進協議会補助金 市民生活課　市民活動係 生活-３２ -

524 自治会館等建築補助金 市民生活課　市民活動係 生活-３３ -

525 自治会館運営補助金 市民生活課　市民活動係 生活-３４ -

526 自治会連絡協議会補助金 市民生活課　市民活動係 生活-３５ -

528 市民協働推進事業 市民生活課　市民活動係 生活-３６ １Ａ-②

1029 江別市民活動センター・あい施設管理費等補助金 市民生活課　市民活動係 生活-３７ -

6161 自治会活動支援事業 市民生活課　市民活動係 生活-３８ １Ａ-②

０９
計画推進

０１
自主・自立の市政運

営の推進
6171 大学転入・住民登録推進事業 市民課　市民係 生活-３９ -

９９
政策の総
合推進

０１
政策の総合推進

756 大麻集会所管理運営事業 大麻出張所　業務係 生活-４０ -

４．経済部

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

35 農業振興資金貸付事業 農業振興課　農政係 経済-１ -

38 合併処理浄化槽設置貸付事業 農業振興課　農政係 経済-２ -

40 鳥獣被害防止対策事業 農業振興課　農畜産係 経済-３ -

54 江別産農畜産物ブランディング事業 農業振興課　農畜産係 経済-４ ２Ｂ-②

763 「食」と「農」の豊かさ発見実践事業 農業振興課　農政係 経済-５ -

764 都市と農村交流事業 農業振興課　農畜産係 経済-６ ２Ｂ-②

997 酪農経営安定技術高度化支援事業 農業振興課　農畜産係 経済-７ -

1002 次世代就農定着サポート事業 農業振興課　農政係 経済-８ -

3001 農村環境改善センター維持管理費 農業振興課　農村環境整備係 経済-９ -

5034 花き・野菜栽培技術指導センター管理運営事業 農業振興課　農畜産係 経済-１０ -

5035 家畜排せつ物処理施設設置貸付事業 農業振興課　農畜産係 経済-１１ -

5038 排水路維持管理経費 農業振興課　農村環境整備係 経済-１２ -

6054 江別麦の会支援事業 農業振興課　農畜産係 経済-１３ -

6055 江別の米で酒を造ろう会支援事業 農業振興課　農畜産係 経済-１４ -

6146 都市と農村交流施設建設事業 農業振興課　農村環境整備係 経済-１５ -

6158 花き・野菜栽培技術指導センター改修事業 農業振興課　農畜産係 経済-１６ -

０８
協働

０１
協働のまちづくりの

推進

０２
産業

０１
都市型農業の推進
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平成２７年度　事務事業評価表（改革版）一覧　【部局別】

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

62 江別経済ネットワーク事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-１７ ２Ａ-①

64 企業立地等補助金 企業立地課　主査（企業立地） 経済-１８ ２Ｂ-①

65 企業誘致推進事業 企業立地課　主査（企業立地） 経済-１９ ２Ｂ-①

66 起業化促進支援事業 企業立地課　主査（企業立地） 経済-２０ -

70 商工業近代化資金融資事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-２１ -

71 中小企業信用保証料補給事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-２２ -

72 中小企業振興資金融資事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-２３ -

73 小規模企業安定資金融資事業・中小企業振興融資診断事業（斡旋） 商工労働課　主査（商工労働） 経済-２４ -

74 商工業活性化事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-２５ ２Ａ-①

76 江別商工会議所補助金 商工労働課　主査（商工労働） 経済-２６ -

77 江別市商店街振興組合連合会補助金 商工労働課参事（商店街活性化） 経済-２７ -

84 内水面水産資源振興事業補助金 商工労働課　主査（商工労働） 経済-２８ -

88 シルバー人材センター事業補助金 商工労働課　主査（商工労働） 経済-２９ -

92 勤労者研修センター管理運営事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-３０ -

93 勤労者生活資金貸付事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-３１ -

94 勤労者福祉共済制度助成事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-３２ -

97 労働振興補助金 商工労働課　主査（商工労働） 経済-３３ -

743 旧岡田倉庫活用事業 企業立地課　主査（企業立地） 経済-３４ -

806 江別駅前再開発事業 企業立地課　主査（企業立地） 経済-３５ -

958 食を軸とした観光誘客・地場産品販路拡大事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-３６ ２Ａ-②

1005 総合特区推進事業 参事（総合特区推進） 経済-３７ ２Ａ-④

6142 商店街参入促進事業 商工労働課参事（商店街活性化） 経済-３８ ２Ａ-③

6143 有給インターンシップ等地域就職支援事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-３９ ２Ｃ-③

6144 働きたい女性のための就職支援事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-４０ ２Ｃ-②

6145 経済活動広報事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-４１ ２Ａ-①

6160 高校生就職支援事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-４２ ２Ｃ-③

6162 野幌駅周辺地区商店街活性化促進事業 商工労働課参事（商店街活性化） 経済-４３ ２Ａ-③

6174 野幌駅周辺地区活性化事業補助金 企業立地課　主査（企業立地） 経済-４４ -

6187 介護人材育成事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-４５ ２Ｃ-③

79 えべつやきもの市イベント振興事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-４６ -

80 北海鳴子まつり事業補助金 商工労働課　主査（商工労働） 経済-４７ -

81 江別市民まつり事業補助金 商工労働課　主査（商工労働） 経済-４８ -

82 江別観光協会補助金 商工労働課　主査（商工労働） 経済-４９ ２Ｄ-②

83 グレシャムアンテナショップ管理運営事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-５０ -

988 地域発見魅力発信事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-５１ ２Ｄ-①

252 消費生活相談事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-５２ -

253 江別消費者協会補助金 商工労働課　主査（商工労働） 経済-５３ -

254 消費生活コーディネーター業務委託経費 商工労働課　主査（商工労働） 経済-５４ -

257 消費活動啓発事業補助金 商工労働課　主査（商工労働） 経済-５５ -

０７
生涯学習・

文化

０２
ふるさと意識の醸成
と地域文化の創造

495 歴史的れんが建造物保存活用事業 商工労働課　主査（商工労働） 経済-５６ -

０４
安全・安心

０１
安全な暮らしの確保

０２
産業

０２
商工業の振興

０３
観光による産業の振

興
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平成２７年度　事務事業評価表（改革版）一覧　【部局別】

５．健康福祉部

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

98 地域連携普及推進事業 福祉課　地域福祉係 健康-１ -

99 地域福祉活動支援事業　 福祉課　地域福祉係 健康-２ -

101 民生委員連絡協議会補助金 福祉課　地域福祉係 健康-３ -

102 社会福祉協議会補助金 福祉課　地域福祉係 健康-４ -

106 社会福祉センター運営費補助金 福祉課　地域福祉係 健康-５ -

752 社会福祉センター大規模改修事業補助金 福祉課　地域福祉係 健康-６ -

5070 民生委員活動支援事業 福祉課　地域福祉係 健康-７ -

5071 ボランティア人材養成事業 福祉課　障がい福祉係 健康-８ -

108 成人検診推進事業 保健センター　管理係 健康-９ -

109 高齢者予防接種経費 保健センター　管理係 健康-１０ -

110 健康づくり推進事業 保健センター　管理係 健康-１１ -

115 機能訓練経費 保健センター　管理係 健康-１２ -

124 在宅当番医制運営事業 参事（地域医療） 健康-１３ -

125 救急医療対策事業 参事（地域医療） 健康-１４ -

784 夜間急病センター運営経費 夜間急病センター参事（総務） 健康-１５ -

853 後期高齢者健診推進事業 国保年金課　主査（国保健診） 健康-１６ -

881 がん検診等クーポン事業 保健センター　管理係 健康-１７ -

5077 保健センター管理運営事業 保健センター　管理係 健康-１８ -

177 身体障害者訪問入浴サービス事業 福祉課　障がい福祉係 健康-１９ -

181 身体障害者生活訓練事業 福祉課　障がい福祉係 健康-２０ -

183 人工透析患者通院費助成事業 福祉課　障がい福祉係 健康-２１ -

184 心身障害者自立促進交通費助成事業 福祉課　障がい福祉係 健康-２２ -

186 精神障害者ボランティア団体活動支援事業 福祉課　障がい福祉係 健康-２３ -

187 精神障害者相談員設置事業 福祉課　障がい福祉係 健康-２４ -

189 自動車運転免許取得費・改造費助成事業 福祉課　障がい福祉係 健康-２５ -

190 身体障害者スポーツ教室・大会開催事業 福祉課　障がい福祉係 健康-２６ -

191 障害者タクシー利用料金助成事業 福祉課　障がい福祉係 健康-２７ -

195 ふれあいワークセンター管理運営事業 福祉課　障がい福祉係 健康-２８ -

751 江別市自立支援協議会運営事業 福祉課　障がい福祉係 健康-２９ -

789 地域活動支援センター事業 福祉課　障がい福祉係 健康-３０ -

811 障害者日中一時支援事業 福祉課　障がい福祉係 健康-３１ -

812 障害者移動支援事業 福祉課　障がい福祉係 健康-３２ -

813 障害者相談支援事業 福祉課　障がい福祉係 健康-３３ -

996 重症心身障害者（児）医療的ケア事業 福祉課　障がい福祉係 健康-３４ -

1008 身体障害者・知的障害者相談員設置事業 福祉課　障がい福祉係 健康-３５ -

1009 障害者成年後見制度利用支援事業 福祉課　障がい福祉係 健康-３６ -

3013 障害者社会参加支援事業 福祉課　障がい福祉係 健康-３７ -

5109 重度心身障害者医療費 医療助成課　医療助成係 健康-３８ -

6179 障害者移動支援事業（児童） 福祉課　障がい福祉係 健康-３９ -

6180 障害者日中一時支援事業（児童） 福祉課　障がい福祉係 健康-４０ -

6188 ふれあいワークセンター施設整備事業 福祉課　障がい福祉係 健康-４１ -

０３
福祉・保
健・医療

０１
地域福祉の充実

０２
健康づくりの推進と
地域医療の安定

０３
障がい者福祉の充

実
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平成２７年度　事務事業評価表（改革版）一覧　【部局別】

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

198 深夜等訪問介護利用者負担額助成事業 介護保険課　介護給付係 健康-４２ -

212 高齢者・身体障害者除排雪サービス経費 介護保険課　高齢福祉係 健康-４３ -

213 高齢者クラブ生きがい支援推進事業 介護保険課　高齢福祉係 健康-４４ -

214 ふれあい入浴デー事業 介護保険課　高齢福祉係 健康-４５ -

215 シルバーウィーク開催経費 介護保険課　高齢福祉係 健康-４６ -

220 老人憩の家管理運営事業 介護保険課　高齢福祉係 健康-４７ -

3015 デイサービスセンターあかしや管理運営事業 介護保険課　高齢福祉係 健康-４８ -

3016 いきいきセンターわかくさ管理運営事業 介護保険課　高齢福祉係 健康-４９ -

5123 福祉除雪サービス事業 介護保険課　高齢福祉係 健康-５０ -

5125 在宅給食サービス事業 介護保険課　高齢福祉係 健康-５１ -

5126 いきいきセンターさわまち管理運営事業 介護保険課　高齢福祉係 健康-５２ -

5127 高齢者・身障者世帯緊急通報システム設置費 介護保険課　高齢福祉係 健康-５３ -

6178 高齢者等社会参加促進バス助成事業 福祉課　地域福祉係 健康-５４ -

225 生活扶助自立助長支援事業 保護課　主査（生活保護担当） 健康-５５ -

226 年末見舞金支給事業 保護課　主査（生活保護担当） 健康-５６ -

6183 生活困窮者自立支援事業 保護課　主査（生活保護担当） 健康-５７ -

243 社会を明るくする運動助成金 福祉課　地域福祉係 健康-５８ -

258 保護司会運営費補助金 福祉課　地域福祉係 健康-５９ -

117 乳幼児健康診査推進事業 保健センター　管理係 健康-６０ -

118 母子保健指導事業 保健センター　管理係 健康-６１ -

119 歯科相談経費 保健センター　管理係 健康-６２ -

121 予防接種経費 保健センター　管理係 健康-６３ -

122 妊婦健康診査経費 保健センター　管理係 健康-６４ -

133 子育て知識啓発事業 子育て支援室参事 健康-６５ -

135 子育て支援短期利用事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-６６ -

137 乳幼児等医療費 医療助成課　医療助成係 健康-６７ -

139 民間子育て支援センター委託費 子育て支援室参事 健康-６８ -

141 延長保育事業 保育課　保育係 健康-６９ -

142 一時預かり事業 保育課　保育係 健康-７０ -

143 幼保小連携推進事業 子育て支援室参事 健康-７１ -

147 保育園維持管理経費 保育課　保育係 健康-７２ -

148 保育園運営経費 保育課　保育係 健康-７３ -

151 民間保育所等運営費補助金（民間社会福祉施設運営費補助金） 保育課　保育係 健康-７４ -

152 民間社会福祉施設整備費補助事業（保育園） 保育課　保育係 健康-７５ -

154 私立幼稚園補助金（連合会補助金） 子育て支援室参事 健康-７６ -

155 私立幼稚園施設整備費貸付金 子育て支援室参事 健康-７７ -

156 私立幼稚園補助金（運営費補助金） 子育て支援室参事 健康-７８ -

157 私立幼稚園補助金（障がい児教育補助金） 子育て支援室参事 健康-７９ -

158 認可外保育施設運営費補助金 保育課　保育係 健康-８０ -

159 児童館地域交流推進事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-８１ -

160 放課後児童会運営費補助金 子ども家庭課　児童母子係 健康-８２ -

161 放課後児童会運営事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-８３ -

162 東野幌青少年会館管理運営費 子ども家庭課　児童母子係 健康-８４ -

163 豊幌こども広場開設事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-８５ -

165 母子・父子家庭等日常生活支援事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-８６ -

167 交通事故等災害遺児手当 子ども家庭課　児童母子係 健康-８７ -

169 母子寡婦福祉相談事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-８８ -

173 家庭児童相談事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-８９ -

175 江別市家庭児童対策地域協議会事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-９０ -

０３
福祉・保
健・医療

０４
高齢者福祉の充実

０５
安定した社会保障制

度運営の推進

０４
安全・安心

０１
安全な暮らしの確保

０６
子育て・教

育

０１
子育て環境の充実
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平成２７年度　事務事業評価表（改革版）一覧　【部局別】

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

178 障害児通所支援事業運営費 子ども発達支援センタ－　主査（指導） 健康-９１ -

192 地域療育体制推進事業 子ども発達支援センタ－　主査（指導） 健康-９２ -

193 子ども発達支援推進事業 子ども発達支援センタ－　主査（指導） 健康-９３ -

194 おもちゃ図書館運営費補助金 福祉課　地域福祉係 健康-９４ -

750 乳幼児虐待予防支援事業 保健センター　管理係 健康-９５ -

757 あそびのひろば事業 子育て支援室参事 健康-９６ ３Ａ-③

834 ファミリー・サポート事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-９７ -

835 母子家庭等自立支援教育訓練給付事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-９８ -

857 母子家庭等高等技能訓練促進事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-９９ -

858 こんにちは赤ちゃん事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-１００ -

859 親と子の絵本事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-１０１ -

923 子育て支援夜間養護等事業（トワイライトステイ） 子ども家庭課　児童母子係 健康-１０２ -

983 病児・病後児保育事業 保育課　保育係 健康-１０３ -

1026 養育支援家庭訪問事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-１０４ -

1049 親子安心育成支援事業（子育てひろば事業） 子育て支援室参事 健康-１０５ ３Ａ-③

5082 子育て支援センター管理運営経費 子育て支援室参事 健康-１０６ -

5085 あかしや保育園管理運営事業 保育課　保育係 健康-１０７ -

5086 幼稚園就園奨励費補助金 子育て支援室参事 健康-１０８ -

5089 ひとり親家庭等医療費 医療助成課　医療助成係 健康-１０９ -

6147 放課後児童会施設整備事業 子ども家庭課　児童母子係 健康-１１０ -

6148 白樺・若草乳児統合園建設整備事業 保育課　保育係 健康-１１１ ３Ａ-①

6149 待機児童解消対策事業 保育課　保育係 健康-１１２ ３Ａ-①

９９
政策の総
合推進

０１
政策の総合推進

6177 平和祈念式典・戦没者追悼式開催経費 福祉課　地域福祉係 健康-１１３ -

６．建設部
政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

０１
安全な暮らしの確保

241 公共街路灯新設更新等事業 土木事務所道路管理課　維持係 建設-１ -

284 河川等維持事業 土木事務所治水課 建設-２ -

290 排水機場維持管理事業 土木事務所治水課 建設-３ -

302 江別河川防災ステーション管理経費 土木事務所治水課 建設-４ -

929 耐震化推進支援事業 建築指導課 建設-５ -

229 新栄団地建替事業 建築住宅課　住宅係 建設-６ -

309 江別の顔づくり事業（街路事業等） 顔づくり推進室都心整備課　都心整備係 建設-７ -

310 江別の顔づくり事業（野幌駅周辺土地区画整理事業） 顔づくり推進室都心開発課 建設-８ ３Ｂ-①

311 江別の顔づくり事業（商業等活性化事業） 顔づくり推進室都心整備課参事（活性化事業推進） 建設-９ -

314 公園管理事業 都市建設課　公園係 建設-１０ -

315 市民参加による公園づくり事業 都市建設課　公園係 建設-１１ -

323 町名板再整備事業 区画整理指導課　区画整理指導係 建設-１２ -

5139 団地集会所維持管理経費 建築住宅課　住宅係 建設-１３ -

5140 市営住宅管理経費 建築住宅課　住宅係 建設-１４ -

6176 弥生団地大規模改善事業 建築住宅課　住宅係 建設-１５ -

０６
子育て・教

育

０１
子育て環境の充実

０４
安全・安心 ０２

地域防災力の向上

０５
都市基盤

０１
市街地整備の推進
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政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

260 道路景観づくり推進事業 土木事務所道路管理課　管理係 建設-１６ -

270 大麻市営駐車場管理経費 土木事務所道路管理課　管理係 建設-１７ -

274 自動車対策事業 土木事務所道路管理課　管理係 建設-１８ -

276 自治会排雪支援事業 土木事務所雪対策課 建設-１９ -

277 除排雪事業 土木事務所雪対策課 建設-２０ -

278 私道除雪補助金 土木事務所雪対策課 建設-２１ -

747 不法投棄対策事業（市道） 土木事務所道路管理課　維持係 建設-２２ -

878 江別駅跨線人道橋整備工事（駅周辺バリアフリー化） 都市建設課　道路整備係 建設-２３ -

1050 道道整備関連用地取得事業 管理課　総務係 建設-２４ -

3024 道路橋梁管理経費（臨時） 土木事務所道路管理課　維持係 建設-２５ -

3025 道路橋梁管理経費（経常） 土木事務所道路管理課　維持係 建設-２６ -

4723 ロードヒーティング管理経費 土木事務所道路管理課　維持係 建設-２７ -

6150 橋梁長寿命化修繕事業 都市建設課　道路整備係 建設-２８ -

6152 道路施設再整備事業 土木事務所道路管理課　維持係 建設-２９ -

6172 通学路安全対策事業 都市建設課　道路整備係 建設-３０ -

6173 道路橋梁再整備事業 都市建設課　道路整備係 建設-３１ -

７．教育部

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

380 レッツ・イングリッシュ外国青年招致事業 学校教育課　学校教育係 教育-１ -

386 学校図書館事業 学校教育課　学校教育係 教育-２ -

395 教育研究会事業 学校教育課　学校教育係 教育-３ -

396 校外学習推進事業 学校教育課　学校教育係 教育-４ -

397 江別市教育研究所事業 学校教育課　学校教育係 教育-５ -

399 特別支援学級生活介助事業 学校教育支援室参事（特別支援教育） 教育-６ -

402 学校適正配置推進事業 学校教育支援室参事（学校教育支援） 教育-７ -

403 学校給食事業 給食センター　業務係 教育-８ -

406 校舎屋体耐震化事業 総務課　施設係 教育-９ -

407 遠距離通学送迎事業 総務課　総務係 教育-１０ -

417 中文連・中体連各種大会参加補助事業 学校教育課　学校教育係 教育-１１ -

418 奨学資金貸付金 学校教育課　学校教育係 教育-１２ -

419 教育扶助 学校教育課　学校教育係 教育-１３ -

421 特別支援学級通学付添費 学校教育支援室参事（特別支援教育） 教育-１４ -

422 市内私立高校助成金 総務課　総務係 教育-１５ -

462 子ども会育成事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-１６ -

464 成人式開催事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-１７ -

465 発明教室開設事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-１８ -

466 青少年のための市民会議補助金 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-１９ -

467 青少年キャンプ村事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-２０ -

468 青少年文化賞顕彰事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-２１ -

469 問題行動対策事業 学校教育支援室参事（学校教育支援） 教育-２２ -

470 いじめ・不登校対策事業 学校教育支援室参事（学校教育支援） 教育-２３ -

472 「心の教室」相談事業 学校教育支援室参事（学校教育支援） 教育-２４ -

473 ヤング・子育て電話相談事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-２５ -

609 地域一体型学校の顔づくり事業 総務課　総務係 教育-２６ -

616 スクールカウンセラー事業 学校教育支援室参事（学校教育支援） 教育-２７ -

625 小学校外国語活動支援事業 学校教育課　学校教育係 教育-２８ ３Ａ-②

766 社会人による教育活動等支援事業 学校教育課　学校教育係 教育-２９ -

768 特別支援教育推進事業 学校教育支援室参事（特別支援教育） 教育-３０ -

769 キャリア教育推進事業 学校教育課　学校教育係 教育-３１ -

０５
都市基盤

０２
交通環境の充実

０６
子育て・教

育

０２
子どもの教育の充実
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平成２７年度　事務事業評価表（改革版）一覧　【部局別】

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

805 学校給食食器更新事業 給食センター　業務係 教育-３２ -

864 小中学校学習サポート事業 学校教育課　学校教育係 教育-３３ ３Ａ-②

870 子どものための読書環境整備事業 情報図書館　主査（奉仕・事業） 教育-３４ -

874 食育推進事業 給食センター　業務係 教育-３５ -

880 児童生徒体力向上事業 学校教育課　学校教育係 教育-３６ ３Ａ-②

883 北海道中学校水泳大会補助金 学校教育課　学校教育係 教育-３７ -

952 特別支援教育就学奨励費 学校教育支援室参事（特別支援教育） 教育-３８ -

1004 スクールソーシャルワーカー事業 学校教育支援室参事（学校教育支援） 教育-３９ -

5202 中文連・中体連負担金補助事業 学校教育課　学校教育係 教育-４０ -

6141 全国中体連体操競技支援事業 学校教育課　学校教育係 教育-４１ -

6163 江別小学校・江別第三小学校統合校建設事業 総務課　施設係 教育-４２ -

423 公民館管理運営事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-４３ -

424 図書館運営管理事業 情報図書館　主査（奉仕・事業） 教育-４４ -

429 図書館資料整備事業 情報図書館　主査（奉仕・事業） 教育-４５ -

435 旧町村農場管理運営事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-４６ -

436 体験・ボランティア活動支援センター運営事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-４７ -

442 学社融合（地域間交流・体験活動）事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-４８ -

444 情報図書館コンピュータ学習室事業 情報図書館　主査（奉仕・事業） 教育-４９ -

445 情報図書館展示室事業 情報図書館　主査（奉仕・事業） 教育-５０ -

448 家庭教育（青空子どもの広場）事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-５１ -

452 蒼樹大学事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-５２ -

453 情報図書館視聴覚ライブラリー事業 情報図書館　主査（奉仕・事業） 教育-５３ -

454 読書普及活動事業 情報図書館　主査（奉仕・事業） 教育-５４ -

614 青少年ふれあい交流促進事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-５５ -

615 えべつ市民カレッジ（四大学等連携生涯学習講座）事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-５６ １Ｂ-②

5226 コミュニティセンター管理運営事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-５７ -

6156 社会教育団体支援事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-５８ -

6186 図書館運営管理事業（江別太小学校図書館地域開放事業） 情報図書館　主査（奉仕・事業） 教育-５９ -

476 ガラス工芸館管理運営経費 生涯学習課　生涯学習係 教育-６０ -

477 セラミックアートセンター企画展開催事業 主査（セラミックアートセンター） 教育-６１ -

478 セラミックアートセンター管理経費 主査（セラミックアートセンター） 教育-６２ -

479 子どもの文化活動育成事業（土曜広場） 生涯学習課　生涯学習係 教育-６３ -

481 市民文化ホール管理運営事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-６４ -

483 江別市文化協会補助金（文化協会事業） 生涯学習課　生涯学習係 教育-６５ -

484 文化振興奨励事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-６６ -

485 江別音楽協会補助金 生涯学習課　生涯学習係 教育-６７ -

486 発表の場拡大事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-６８ -

488 市民芸術祭開催支援事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-６９ -

492 北海道林木育種場旧庁舎維持管理経費 生涯学習課　生涯学習係 教育-７０ -

493 野幌太々神楽伝承会補助金 郷土資料館　文化財係 教育-７１ -

494 野幌太々神楽保存会補助金 郷土資料館　文化財係 教育-７２ -

617 陶芸文化普及振興事業 主査（セラミックアートセンター） 教育-７３ -

618 市民文化祭開催支援事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-７４ -

619 芸術鑑賞招へい事業 生涯学習課　生涯学習係 教育-７５ -

627 埋蔵文化財発掘調査事業 郷土資料館　文化財係 教育-７６ -

884 郷土資料館企画展開催事業 郷土資料館　文化財係 教育-７７ -

959 郷土資料デジタル化事業 郷土資料館　文化財係 教育-７８ -

5232 ふるさと江別塾～「江別を学ぶ」開催事業 郷土資料館　業務係 教育-７９ -

5234 屯田資料館管理運営経費 郷土資料館　業務係 教育-８０ -

5235 郷土資料館管理運営経費 郷土資料館　業務係 教育-８１ -

０７
生涯学習・

文化

０１
生涯学習の充実

０２
ふるさと意識の醸成
と地域文化の創造

０６
子育て・教

育

０２
子どもの教育の充実
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平成２７年度　事務事業評価表（改革版）一覧　【部局別】

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

499 学校プール開放事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-８２ -

500 体育施設開放事業（学校体育館土曜開放） 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-８３ -

503 屋外体育施設管理運営事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-８４ -

504 スポーツ少年団補助金 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-８５ -

506 あけぼのパークゴルフ場管理運営事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-８６ -

507 江別市体育協会補助金 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-８７ -

508 全国大会等開催補助事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-８８ -

512 森林キャンプ場管理運営事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-８９ -

516 スポーツ普及奨励事業（スポーツ大会出場奨励金交付） 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-９０ -

517 スポーツ普及奨励事業（青少年スポーツ賞顕彰） 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-９１ -

621 社会人体育団体学校開放事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-９２ -

628 地域スポーツ活動活性化促進事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-９３ -

1016 体育施設整備更新事業（体育施設耐震化） 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-９４ -

1019 ３市交流スポーツ大会開催事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-９５ -

5240 スポーツ大会等振興補助事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-９６ -

6157 屋内体育施設管理運営事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-９７ -

6185 スポーツ合宿誘致推進協議会関連経費 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-９８ -

０１
協働のまちづくりの

推進
539 小中学生国内交流研修事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-９９ -

０２
国際交流の推進

537 中学生国際交流事業 生涯学習課　青少年・スポーツ振興係 教育-１００ -

８．消防本部

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

365 火災予防推進事業 予防課　予防係 消防-１ -

366 応急手当普及啓発事業 救急課　救急１・２係 消防-２ -

367 救急業務高度化推進事業 警防課　主査（救急高度化） 消防-３ -

368 救急救命活動事業 救急課　救急１・２係 消防-４ -

369 救急隊員養成事業 庶務課　庶務係 消防-５ -

370 常備消防用備品等整備事業 警防課　主査（装備） 消防-６ -

373 消防団運営費 庶務課　消防団係 消防-７ -

377 消防車両整備事業 警防課　主査（装備） 消防-８ -

1060 消防庁舎・出張所改修事業 庶務課　庶務係 消防-９ -

０４
安全・安心

０３
消防・救急の充実

０７
生涯学習・

文化

０３
市民スポーツ活動の

充実

０８
協働

目次-10



平成２７年度　事務事業評価表（改革版）一覧　【部局別】

９．議会事務局

政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

575 委員会行政調査旅費 議会事務局　議事係 議会-１ -

577 政務活動費 議会事務局　庶務係 議会-２ -

581 議会だより発行 議会事務局　庶務係 議会-３ -

6134 議会改革関連等経費 議会事務局　庶務係 議会-４ -

6169 議員改選関連経費 議会事務局　庶務係 議会-５ -

１０．選挙管理委員会事務局
政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

９９
政策の総
合推進

０１
政策の総合推進

585 選挙常時啓発費 選挙係 選挙-１ -

１１．農業委員会事務局
政策 取組の基本方針 事業ｺｰﾄﾞ 事業名 所属名 頁 未来戦略

47 農業経営基盤強化促進事業 主査（農業委員会） 農業-１ -

950 農地台帳管理経費 主査（農業委員会） 農業-２ -

９９
政策の総
合推進

０１
政策の総合推進

０２
産業

０１
都市型農業の推進

□施策展開方針計画書　（水道部、市立病院）
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