
令和元年度事業点検結果一覧

休止・廃止を検討する【１件】

NO 事業(施設)名称 事業(施設)概要 担当課
当初予算額

[千円]
今後の方向性 区分 管理番号 備考

1 消費生活モニター
消費者行政の推進と市民の消費生活の向上を図る消費生活モニ
ターの活動費

消費生活センター 384
・消費生活モニターの役割やその必要性について、次年度の実施状
況を踏まえ、今後の事業の継続について検討されたい。

民間活力の活用 民-45 2次点検実施

見直しのうえで継続する【43件】

NO 事業(施設)名称 事業(施設)概要 担当課
当初予算額

[千円]
今後の方向性 区分 管理番号 備考

1 統合型地理情報システム推進経費
庁内における地図データ整備及びインターネットを通じて情報提
供を行うため、共用空間データの整備や公開型地理情報システム
の運用管理などを行う。

情報政策課 17,967

・市全体での統合型ＧＩＳの費用対効果について関係課と協議のうえ検
証を行うとともに、効率的な契約内容を検討されたい。
・上記の効果が認められる場合、特定の課だけでなく、庁内職員が業
務改善などにGISを活用できるよう周知されたい。
・市民に対しても利用の促進を引き続き図られたい。

情報化の推進 情-7 2次点検実施

2 住民情報システム基盤経費

住民情報を横断的に利用する情報システムや機器の構築や運
用、市民課、国保年金課、市民税課、こども課、保育幼稚園課の
窓口業務支援システムの運用を行うほか、マイナンバー制度にか
かる情報連携に必要なシステム管理をする。

情報政策課 14,581
・窓口業務支援システムについて、市全体での費用対効果効率につい
て検証するとともに、効率的な契約内容を検討されたい。

情報化の推進 情-14 2次点検実施

3 広報うらやす

浦安市の行政情報や施策等の情報を、市民にわかりやすく提供す
るために、広報紙を発行している。月に2回（1日号・15日号）、通常
号を発行するほか、政策や事業について特に市民に周知を図る
必要のある事案が生じた際に特集号を発行する。

広聴広報課 47,205

・新聞購読者数の減少に伴い、電子媒体を活用した広報紙の発信強
化に努められたい。
・紙面、映像、HPのそれぞれの特性や課題を考慮しながら、効果的な
広報のあり方を検討されたい。

情報化の推進 情-16 2次点検実施

4
行政情報番組及びコミュニティ番組制作
事業

行政情報番組を制作し、㈱ジェイコム千葉浦安局（地上波デジタ
ル放送（11チャンネル））で放送する。

広聴広報課 60,135

・市政モニター以外のニーズを把握したうえで、費用対効果も含め、番
組の本数などを検討されたい。
・スポンサーを入れることにより効率・効果的な番組作成を検討された
い。
・HPへの動画の掲載について、検索しやすく、よりアクセス数が増える
工夫を検討されたい。
・紙面、映像、HPのそれぞれの特性や課題を考慮しながら、効果的な
広報のあり方を検討されたい。

情報化の推進 情-18 2次点検実施

5 浦安市案内図

市内の公共施設をはじめ、病院・医院など各種施設を掲載した市
内地図を作成し、転入者にまちを知る手助けにしてもらうことを目
的に、転入届を出す際に防災セットなどと共に無料で配布してい
る。
また、浦安市案内図については、新しいものを希望する人が多い
ため、平成10年8月3日から有料頒布を開始した。

広聴広報課 828

・作成にあたっては、コスト削減を図るため他市事例にあるような広告
募集も検討されたい。
・広告収入が確保できる場合は、費用負担額についても合わせて検討
されたい。

情報化の推進 情-19 2次点検実施

6 公式ホームページ運営経費
浦安市公式ホームページの運用、およびホームページ作成システ
ム（CMS）のサーバ管理運営保守、CMSの保守など

広聴広報課 5,935

・一社随意契約が継続しているため、公平公正の観点から費用対効果
を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、競争性の確保に努め
られたい。
・住民の利用率の高いスマートフォンの専用ページの構築を検討され
たい。
・市のＰＲのため「こちら浦安情報局（Youtube）」の見やすさの向上（ＨＰ
への画像埋め込み等）を検討されたい。
・紙面、映像、HPのそれぞれの特性や課題を考慮しながら、効果的な
広報のあり方を検討されたい。

情報化の推進 情-23 2次点検実施

7 男女共同参画センター(文化会館内）
男女共同参画社会づくりを推進するための市の拠点として、情報
提供、交流やネットワークづくりに関わる支援、人権に関すること、
相談事業などの事業を行っている。

男女共同参画セン
ター

1,915
性差が男女で切り分けられなくなっている中、施設の名称、在り方を検
討されたい。

公共施設の有効活用 施-3 2次点検実施

8 新浦安駅前複合施設 マーレ
新浦安駅前にあり、保育所、自転車駐車場、国際センターなどの
機能が複合している。この施設は建設から施設管理までがPFI事
業により行われている。

財産管理課 113,394

・利用状況を踏まえ、インフォメーションコーナーの活用方法について
検討されたい。
・ＰＦＩ期間終了後の施設の活用方法については、ＰＦＩの検証結果を踏
まえて検討されたい。

公共施設の有効活用 施-6 2次点検実施

9 sora-café(市庁舎内）
市庁舎10階に設置された食堂であり、浦安福祉事業体が運営を担
い、障がい者の就労訓練の場にもなっている。

財産管理課 -

・競争により営業主体を選定する余地がある中、今後も障がい者の就
労訓練の場として継続していくかどうか、3ヵ年の実績を踏まえて検討さ
れたい。
・障がい事業課と連携して事業の状況や成果などをモニタリングし、事
業の継続性について確認されたい。

公共施設の有効活用 施-9 2次点検実施

10 自治会集会所[全65施設] 主に地域の自治会活動などの拠点施設である。 地域振興課 36,129
・自治会集会所の管理形態の見直しを検討されたい。
・施設が利用されていない時間帯を把握した上で、地域住民等が使え
る余地を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-10 2次点検実施

11 市民活動センター(市庁舎内）
ボランティア活動・特定非営利活動などの、営利を目的とせず、自
主的に社会貢献する市民活動を支援している。

協働推進課 15,306
・利用者実績を踏まえ、開所時間など、今後の運営を検討されたい。
・来館者数の増加につながるよう、賑わいを持たせた施設運営を検討
されたい。

公共施設の有効活用 施-11 2次点検実施
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12 まちづくり活動プラザ

入船地区学校統合に伴い、平成27年（2015年）３月に閉校した「旧
入船北小学校」を用途変更し、「まちづくり活動プラザ」として改修
した。旧校舎を活用した、まちづくり活動団体及び市による事業の
実施に加え、多目的室、体育館、運動場の貸し出しを行っている。

協働推進課 66,120

・事業効果及び利用率を検証し、開所時間など、今後の運営を検討さ
れたい。
・特定区画エリアについては、運営状況や団体の財務状況を踏まえつ
つ、その事業効果を検証されたい。

公共施設の有効活用 施-12 2次点検実施

13 市民活動センター運営経費

市民活動センターは、市民活動（ボランティア活動、特定非営利活
動など不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的
とした市民が行なう営利を目的としない自由な社会貢献活動）を支
援することを目的に設置された施設で、その運営に関わる経費を
計上。

協働推進課 15,306

・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。
・利用者実績を踏まえ、開所時間など、今後の運営を検討されたい。
（施-11と同じ）
・来館者数増加につながるよう、賑わいを持たせた施設運営を検討さ
れたい。（施-11と同じ）

民間活力の活用 民-25 2次点検実施

14 市民大学校運営事業 市民大学校の講座の運用管理及び設備等の維持管理費用。 協働推進課 20,391

・現状の市民のニーズをとらえつつ、設置目的（コンセプト）の変更も視
野にいれ、今後のあり方の検討をされたい。
・市民の利便性向上のため、カリキュラムのサテライト実施も選択肢とし
て検討されたい。

民間活力の活用 民-29 2次点検実施

15 市民大学校（まちづくり活動プラザ内）
まちづくり活動を行うために必要な知識や技術を学び、市民自らが
地域貢献する協働の担い手として、活躍するための学びの場であ
る。

市民大学校 20,391

現状の市民のニーズをとらえつつ、設置目的（コンセプト）の変更も視
野に入れ、今後のあり方を検討されたい。
・市民の利便性向上のため、カリキュラムのサテライト実施も選択肢とし
て検討されたい。

公共施設の有効活用 施-13 2次点検実施

16 行政サービスセンター[全3施設]
市内の各駅前にあり、市役所とオンラインで結び、各種証明書の交
付等を行っている。

市民課 9,055
・日曜開庁やコンビニ交付の取組みを踏まえ、開館時間等を含めた今
後のあり方を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-15 2次点検実施

17 地域職業相談室（市民プラザ内）
求人自己検索機による職業紹介や、ハローワーク市川の相談員が
職業紹介・相談に応じている。

商工観光課 0
・当該施設の認知度及び利用率向上のため、リニューアルに合わせ施
設名称の変更を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-16 2次点検実施

18 浦安フェスティバル事業補助金

本市観光の柱として浦安フェスティバルを行うため、浦安青年会議
所や浦安商工会議所青年部、市民団体等で構成する「浦安フェス
ティバル実行委員会」に対し、補助金を交付するものです。
※当初予算額には補正予算後（６月議会）の金額を記載していま
す。（当初3,000千円 → 補正後20,000千円）

商工観光課 20,000
・ふるさと浦安の魅力をより強く発信していくため、これまでの実績と次
年度の実施状況を踏まえ、今後の事業のあり方を検討されたい。

民間活力の活用 民-44 2次点検実施

19
うらやす・そらいろルーム（まちづくり活動
プラザ内）

学齢期～概ね25歳までの発達障がい児者へ専門性のある相談支
援や療育支援等を行う施設。

障がい事業課 49,702

・運用実績等から、事業費の妥当性について検証されたい。(民-55と
同じ)
・子どもの成長に応じて、子ども発達センターとの情報連携等を検討さ
れたい。

公共施設の有効活用 施-20 2次点検実施

20
基幹相談支援センター（まちづくり活動プ
ラザ内）

障害者総合支援法に基づく、在宅福祉サービスの利用援助、社会
生活力を高めるためのアドバイス、介護相談や情報の提供等、一
般的な障害者相談支援事業に加え、地域における相談支援の中
核的な役割を担う機関として専門的な相談にも応じるなどの基幹
相談支援センター業務を一体的に行い、相談体制の強化を図るた
めの施設。

障がい事業課 41,206

・人口規模などを考慮しても他市に比べ、コストの効率化について検討
の余地があるので、相談実人数に対する運営費について検証された
い。(民-54と同じ)
・施設については、設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き運営
されたい。

公共施設の有効活用 施-21 2次点検実施

21 相談支援事業

障害者総合支援法に基づく、在宅福祉サービスの利用援助、社会
生活力を高めるためのアドバイス、介護相談や情報の提供等、一
般的な障害者相談支援事業に加え、地域における相談支援の中
核的な役割を担う機関として専門的な相談にも応じるなどの基幹
相談支援センター業務を一体的に行い、相談体制の強化を図る
事業。

障がい事業課 41,206
・人口規模などを考慮しても他市に比べ、コストの効率化について検討
の余地があるので、相談実人数に対する運営費について検証された
い。

民間活力の活用 民-54 2次点検実施

22 青少年サポート事業
学齢期～概ね25歳までの発達障がい児者へ専門性のある相談支
援や療育支援等を行う事業。

障がい事業課 49,702
・運用実績等から、事業費の妥当性について検証されたい。
・子どもの成長に応じて、子ども発達センターとの情報連携等を検討さ
れたい。（施-20と同じ）

民間活力の活用 民-55 2次点検実施

23 障がい者就労支援センター運営費
障がい者就労支援センターの効率的な運営を図り、障がい者の就
労・雇用が円滑に行われることを目的に、就労支援センターの運
営を委託する。

障がい事業課 59,404
・人口規模などを考慮しても他市に比べ、コストの効率化について検討
の余地があるので、登録者数に対する運営費について検証されたい。
・指定管理者制度の導入など運営形態について検討されたい。

民間活力の活用 民-68 2次点検実施

24 老人クラブ会館[全36施設]
高齢者福祉施設のひとつである。老人クラブの会員が互いに親睦
を深め、健康を増進し、教養を高めあうとともに、奉仕活動などを通
じ地域社会との交流を図っている。

高齢者福祉課 33,957
・老人クラブ会館の管理形態の見直しを検討されたい。
・施設が利用されていない時間帯を把握した上で、地域住民等が使え
る余地を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-26 2次点検実施

25 地域介護予防活動支援事業

「介護予防リーダー養成講座」を修了した市民が中心となって設立
した、浦安の介護予防をすすめる会「浦安介護予防アカデミア」
が、介護予防の6本柱である運動器の機能向上・低栄養の予防・
口腔機能向上・閉じこもり予防・認知症予防・うつ予防を目的とし、
行政との協働により活動を行う。

高齢者包括支援
課

7,410
・市民活動の自立を促し、地域における介護予防活動の自発的な広が
りをもたせる観点から、運営形態の見直しについて検討されたい。

民間活力の活用 民-75 2次点検実施

26 地域包括支援センター[全5施設]
高齢者の介護・介護予防などに関する相談、調整、連携などを行
う、総合窓口である。5施設の地域包括支援センターがあり、そのう
ち2施設が直営、3施設が指定管理者制度により運営している。

猫実地域包括支
援センター

172,698

・将来的な動向も踏まえ、ニーズを把握し、計画的な設置を検討された
い。
・業務委託での事業展開の有効性から、現在指定管理を導入している
地域包括支援センターについては、指定期間終了後、委託への運営
形態の変更を進められたい。

公共施設の有効活用 施-28 2次点検実施
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27 市役所託児室(市庁舎内）
市役所に用務がある保護者の子供を一時的にお預かりする託児
室である。

こども課 8,024
・利用者実績を踏まえ、利用状況に合わせた配置人員の検討など運営
の見直しをされたい。

公共施設の有効活用 施-30 2次点検実施

28 子育て応援ポータルサイト経費
官民問わない子育て支援情報（年齢別ガイド・状況別ガイド、イベ
ント予定、制度内容、施設概要など）を一元化した子育てポータル
サイト「ＭＹ浦安」を運営する。

こども課 4,743

・一社随意契約が継続しているため、公平公正の観点から費用対効果
を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、競争性の確保に努め
られたい。
・併せて、他団体のような直営や市ホームページと連携した運営につい
ても検討し、コストの削減に努められたい。

情報化の推進
民間活力の活用

情-49
民-81

2次点検実施

29 幼稚園・認定こども園[全14施設]
14園の市立幼稚園・認定こども園があり、そのうち3園が幼稚園、11
園が教育・保育を一体的に行う認定こども園である。

保育幼稚園課 158,140
・利用者状況を見極めながら各園の規模の適正化を図るとともに、教
育・保育のあり方を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-32 2次点検実施

30 保育所[全12施設]
12園の市立保育園があり、そのうち7園が直営、5園が指定管理者
により運営している。

保育幼稚園課 1,275,519

・市立保育園については、今後の需要予測を踏まえながら、待機児童
の解消に向けて保育の提供の拡大を検討されたい。
・現在指定管理を導入している保育園については、より財政負担が軽
減され、現状の保育サービスを維持向上させていくことを目的に、指定
期間終了後、公私連携への移行を進められたい。

公共施設の有効活用 施-33 2次点検実施

31
保育室ゆるり・一時保育（総合福祉セン
ター内）

生後4か月から２歳児の乳幼児を対象に、預ける理由を問わない、
週１日から３日の定期保育または単発での一時保育・緊急保育を
実施している。

保育幼稚園課 5,000

・市内一時預かりの状況を踏まえて、当該事業の必要性について検討
されたい。
・なお、継続して実施する場合、事業者の選定にあたっては競争性の
確保を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-34 2次点検実施

32
保育室アリエ（猫実複合福祉施設（旧教職
員住宅）内）

市の協働事業である在宅子育て家庭定期保育事業を行っている。 保育幼稚園課 10,600

・市内一時預かりの状況を踏まえて、当該事業の必要性について検討
されたい。
・なお、継続して実施する場合、事業者の選定にあたっては競争性の
確保を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-35 2次点検実施

33 休日救急歯科診療所（健康センター内）
健康センターにある休日救急歯科診療所で、休日の救急の歯科
患者に対し、応急的に歯科診療を行っている。

健康増進課 -
・休日診療の利用状況及び民間歯科の営業状況を踏まえて、行政の
役割としての必要性を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-37 2次点検実施

34 児童育成クラブ[全17施設]
日中に保護者が就労などで留守になる家庭の小学校１年生～４年
生の児童と療育手帳などを持っている６年生までの児童を対象に
放課後や夏休みなどに支援を行っている。

青少年課 72,067
・保護者の就労をより一層支援していく環境整備のため、入所児童の
拡充を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-43 2次点検実施

35 放課後児童交流センター
小学校１年生～小学校６年生の児童を対象に放課後の居場所を
提供することで、異年齢児間の遊びを通じた交流を促進し、児童
の健全育成を図ることを目的としている。

青少年課 9,128
・「放課後うらっこクラブ」が開始した今、利用実績を踏まえ、当該事業
の必要性及び当該施設のあり方を、契約期間を考慮しつつ検討された
い。

公共施設の有効活用 施-44 2次点検実施

36 クリーンセンター・ビーナスプラザ
ごみ処理やリサイクル、し尿処理を行っている。施設内のビーナス
プラザは、市民が主役となってリサイクル活動を行う場となってい
る。

クリーンセンター
ビーナスプラザ

1,498,270
・ビーナスプラザについては、利用者のニーズにあった運営場所を検
討されたい。

公共施設の有効活用 施-48 2次点検実施

37 まちづくり情報提供事業
都市計画情報の作成・編集作業を行うことができる都市計画支援
システム（ＵＲＢＡＮ ＭＡＰ）を活用し、情報の蓄積・高度活用を行
うとともに、市民や事業者、庁内職員に対し情報提供を行う。

都市計画課 350
・情報政策課で所管している統合型地理情報システム推進事業の取り
組みと合わせて、今後の事業の実施を検討されたい。

情報化の推進 情-61 2次点検実施

38 みどりのネットワーク事業経費
みどりのホームページ運営のためのインターネット回線料金及び
サーバートや印刷機などの使用料。

みどり公園課 281
・みどりのネットワーク補助金と合わせて当該事業のあり方を検討され
たい。

民間活力の活用 民-126 2次点検実施

39 小学校[全17施設] 17校の市立小学校がある。
教育政策課
教育施設課

585,675
・市全体の将来的な児童数の推移を踏まえて、学校統合、学校区の変
更、学校施設の有効活用等、今後のあり方を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-66 2次点検実施

40 中学校[全9施設] ９校の市立中学校がある。
教育政策課
教育施設課

279,297
・市全体の将来的な児童数の推移を踏まえて、学校統合、学校区の変
更、学校施設の有効活用等、今後のあり方を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-67 2次点検実施

41
子どもアートギャラリー（新浦安駅前複合
施設 マーレ内）

市立の幼稚園・認定こども園や小学校・中学校の授業で制作した
こどもたちの作品を展示している。

指導課 -
・展示場所の移転やサテライト実施など、園児・生徒の創作活動の成果
がより広く市民に紹介されるような方策を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-69 2次点検実施

42 軽スポーツ大会（スポーツ推進委員）
地域住民の健康増進・体力作りを目指し、いつでも、どこでも、手
軽にできるスポーツの日常化を図る。

市民スポ－ツ課 201
・事務局を担う市に負担が生じていること、また、市民活動の自立を促
す観点から、スポーツ推進委員や協会等に更なる業務分担を依頼す
ることを検討されたい。

民間活力の活用 民-146 2次点検実施

43
みんなのスポーツの集い（スポーツ推進委
員）

県民の日の制定の趣旨に基づき、市民が気軽にスポーツに親し
み、スポーツへの関心が高められるよう、また、軽スポーツ競技の
普及を目的にみんなのスポーツの集いを開催する。

市民スポ－ツ課 574
・事務局を担う市に負担が生じていること、また、市民活動の自立を促
す観点から、スポーツ推進委員や協会等に更なる業務分担を依頼す
ることを検討されたい。

民間活力の活用 民-147 2次点検実施

現状のまま継続する【237件】

NO 事業(施設)名称 事業(施設)概要 担当課
当初予算額

[千円]
今後の方向性 区分 管理番号 備考

1 行政改革推進委員会委員８名分報酬
効果的で効率的な市政の実現を推進するため、学識経験者・民間
企業等代表・市民で構成される行政改革推進委員会を開催し、本
市の行政改革全般について協議及び検討する。

総務課 290 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-1

2 情報公開室(市庁舎内）
予算・決算書、条例・規則、市の総合計画書そのほかの計画書、
各種調査の報告書、統計書などの市の刊行物や、そのほかの行
政資料などを閲覧できる。

法務文書課 -
行政情報の収集に努め、積極的な情報公開・透明性の確保を推進さ
れたい。

公共施設の有効活用 施-1 2次点検実施

3 文書管理システム経費
文書の起案、決裁等の事務を電子システム化した文書管理システ
ムを利用、保守運用するための経費

法務文書課 10,367

・一社随意契約が継続しているため、公平公正の観点から費用対効果
を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、競争性の確保に努め
られたい。
・電子決裁率の低下は課題である。電子決裁率を向上させることがで
きるよう、システムの改善に取り組まれたい。併せて、セキュリティ対策
等も含めて取り組みを推進されたい。

情報化の推進 情-1 2次点検実施
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NO 事業(施設)名称 事業(施設)概要 担当課
当初予算額

[千円]
今後の方向性 区分 管理番号 備考

4
情報公開・個人情報保護審査会委員５名
分報酬

情報公開・個人情報保護審査会条例第１条により設置する審査会
の委員に対する報酬

法務文書課 273 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 情報化の推進 情-2

5 情報公開・個人情報保護経費
情報公開室及び行政資料関係消耗品等、情報公開及び個人情
報保護制度の運営経費

法務文書課 521
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-3

6 総合人事管理システム経費
職員の事務処理の効率化を図るために人事、給与等の各種デー
タを共有化し、一元的に運用する『総合人事管理システム』に係る
経費

人事課 27,542

・一部のシステムでは一社随意契約が継続しているため、公平公正の
観点から費用対効果を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、
競争性の確保に努められたい。
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-4 2次点検実施

7 防災備蓄倉庫[全10施設]

大規模な公園内、各地区の公民館、災害時の避難所に指定して
いる市内の小・中学校及び高等学校・大学などへ防災備蓄倉庫を
設置し、食料・毛布などや防災用資器材等の備蓄の整備を図って
いる。

危機管理課 12,710 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-2

8 地域防災無線維持管理経費
災害時の情報収集や防災関係機関並びに医療機関・ライフライ
ン・学校・自治会等の通信連絡体制の確立を図ることを目的に設
置している無線の維持管理を行う。

危機管理課 12,136
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-5 2次点検実施

9 災害対策通信システム維持管理経費
災害時に防災関係機関との緊密な連携を図ることを目的に導入し
たシステムの保守点検料また、通信回線使用料

危機管理課 9,451

・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。
・訓練内容については、実効性を検証し、より効果的な実施を検討され
たい。

情報化の推進 情-6 2次点検実施

10 防災訓練事業

災害時を想定しての実践的な防災訓練を行うことにより、応急対策
体制の強化を図るとともに、市民一人一人の防災意識の高揚と災
害時の防災行動力の向上を図ることを目的に総合防災訓練を実
施するもの。

危機管理課 9,432
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-4 2次点検実施

11 情報セキュリティ対策費
情報資産及び情報システムを自然災害や不正行為などの脅威か
ら守る。

情報政策課 15,025
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-8 2次点検実施

12 電子申請等推進経費
申請･届出をインターネット上から行えるようシステム化を推進す
る。

情報政策課 993
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-9 2次点検実施

13
パーソナルコンピュータ・プリンタ等管理経
費

各課に配置しているパーソナルコンピュータ及びプリンタなどの管
理を行うための経費。トナー購入に係る消耗品費やOA機器の修
繕料、ヘルプデスク経費やパソコンの賃借料等

情報政策課 42,883
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-10

14 ネットワーク基盤経費 庁内ネットワーク及びＬＧＷＡＮの通信回線費及び運用経費 情報政策課 52,677
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-11

15 情報共有基盤経費 グループウェア運用経費 情報政策課 5,326
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-12

16 情報システムサーバ統合基盤経費

情報システムの新規導入や、それぞれ個々に導入したシステムの
更新時に、サーバー仮想化環境クラウドサービスに統合して、情報
セキュリティ対策の向上や情報システムの安定稼働、情報システム
の管理、運用に係るコスト削減を図る。

情報政策課 222,733
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-13 2次点検実施

17 情報システム調達支援事業
更新を予定している他課の情報システムを、適正な価格で調達す
るための業務を委託する。

情報政策課 5,081
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-15 2次点検実施

18 新総合計画審議会２２名分報酬
市長の諮問に応じ、次期総合計画の策定に関する事項について
調査及び審議を行い、答申する。

企画政策課 853 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-5

19 声の広報うらやす
視覚障害者に市政を知っていただくため、広報紙の内容を浦安ボ
ランティア会朗読グループの協力を得て、テープを制作（月２回）
し、郵送するほか、図書館でも貸出している。

広聴広報課 111
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、管理・運営を引き続き実
施されたい。

情報化の推進
民間活力の活用

情-17
民-6

2次点検実施

20 広聴関係経費
職員の意識改革を図ることを目的に、傾聴の意識とテクニック、ク
レーム対応、アンケート分析を３つの柱として、「広聴に関する講習
会」を実施する。

広聴広報課 112
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-20

21 市長への手紙経費
市民参加によるまちづくりの推進として｢広く市民から苦情、要望、
意見、質問等を受け、適正かつ迅速に処理する。
また、市民の声を今後のまちづくりに生かす。

広聴広報課 813

・一社随意契約が継続しているため、公平公正の観点から費用対効果
を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、競争性の確保に努め
られたい。
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進
民間活力の活用

情-21
民-7

2次点検実施

22 インターネット市政モニター経費
身近な行政課題などについて、市民の声を市政に反映させるた
め、インターネット環境を通じて、即時に市民の考えや意見を聞く
市政モニター制度

広聴広報課 5,691

・一社随意契約が継続しているため、公平公正の観点から費用対効果
を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、競争性の確保に努め
られたい。
・登録モニター数の拡大に引き続き努められたい。

情報化の推進
民間活力の活用

情-22
民-8

2次点検実施

23 緊急情報配信経費
防災、防犯、健康、火災、光化学スモッグ、迷子・迷い人・そのほか
の各カテゴリの情報について登録者側で選択し、希望する情報を
登録された電子メールアドレスに配信する。

広聴広報課 1,635

・一社随意契約が継続しているため、公平公正の観点から費用対効果
を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、競争性の確保に努め
られたい。
・登録者数増加に向けて引き続き取り組まれたい。
・多言語対応など、使い勝手向上を検討されたい。

情報化の推進 情-24 2次点検実施
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24 動画配信経費

インターネットを通じて市の行政情報をお知らせするため、ホーム
ページを作成している。 ウェブアクセシビリティに配慮しながら文
字で提供している情報に加えて、平成17年度からは、市長コラムの
映像版や主な公共施設を動画による行政情報として配信してい
る。さらに、平成24年1月からは、市で制作している行政情報番組
をデータ変換し、動画（ユーチューブ）での視聴を可能とした。

広聴広報課 753
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-25 2次点検実施

25 男女共同参画推進会議委員１１名分報酬
男女共同参画社会の形成の促進について、市民主体、協働のもと
で効果的な促進が図れるよう、広く意見を求めていくことを目的に
開催する。

男女共同参画セン
ター

199 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-9

26 男女共同参画推進会議等開催経費 男女共同参画推進のための推進会議等開催する。
男女共同参画セン
ター

38 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する 民間活力の活用 民-10

27 財務事務経費 財政業務を円滑に推進するための財政事務経費 財政課 5,562 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 情報化の推進 情-26

28 財務会計システム運用経費
財務会計システムの導入により、全庁的に財務事務の効率・迅速
化を行う。

財政課 1,498
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-27

29 財政情報提供経費
総務省の統一的な基準を踏まえ、企業会計的手法による財務書
類４表を作成し、「浦安市の財務書類」としてまとめる。

財政課 10,756 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 情報化の推進 情-28

30 市庁舎
平成28年６月に開庁した。有事の際の対策本部としての機能を強
化するとともに、利便性向上を目的に複数の施設・建物に分散して
いた庁舎機能を集約している。

財産管理課 401,459 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-4

31 集合事務所
事務所、青少年館及び子育て支援センターの機能が複合してい
る。

財産管理課 72,349
・貸付にかかる無償・有償貸与等の判断基準の明確化を検討された
い。

公共施設の有効活用 施-5 2次点検実施

32
接続デッキ（新浦安駅前複合施設 マー
レ）

新浦安駅と新浦安駅前複合施設をつなぐ、接続デッキである。 財産管理課 - 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-7

33 車庫・倉庫
車庫は市役所バス及び公用車を駐車するための施設である。倉庫
は庁舎運営に必要な備品を収めるための施設である。

財産管理課 - 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-8

34 財務会計システム経費

財務会計システム経費は、庁内の契約事務の効率化及び利便性
向上のため、財務会計システム「ＦＡＬＡＯⅢ」内の契約管理システ
ムを安定稼動させることを目的とします。契約管理システムの保守
及びシステムの改修を行う。

契約課 1,701

・一社随意契約が継続しているため、公平公正の観点から費用対効果
を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、競争性の確保に努め
られたい。
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-29 2次点検実施

35 電子入札システム運用経費 インターネットを通じて業者登録申請や入札を行う。 契約課 5,224
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-30

36 設計・積算事務経費 公共建築の新築・改修・保全・調査などの設計・積算に係る経費 営繕課 1,901
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-31 2次点検実施

37 税証明コンビニ交付サービス経費 税証明のコンビニ交付サービスに関する経費 市民税課 2,135
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-32

38 固定資産税評価業務経費 固定資産評価資料のＯＡ機器による管理 固定資産税課 38,807
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-34

39 固定資産税業務電算処理経費（通常分）
固定資産税に係わる各種証明書の発行・所有権移転の処理等通
常業務においてＯＡ機器により対応している部分の通常経費

固定資産税課 33,173
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-35

40 市税徴収事務電算処理経費（通常分） 市税徴収事務の運営、管理に係る事務全般の電算処理（通常分） 収税課 20,897
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-36

41
パークシティ東京ベイ新浦安Ｓｅａ・Ｃｏｃｏ
合同自治会集会所新築事業

自治会活動の拠点施設として整備するため、平成30年度に実施
設計を行うパークシティ東京ベイ新浦安Ｓｅａ・Ｃｏｃｏ自治会の合同
自治会集会所の建築工事を実施する。

地域振興課 125,832 臨時的な事業であり、現状どおり実施する。 民間活力の活用 民-11

42
モアナヴィラ新浦安自治会集会所新築事
業（実施設計）

自治会活動の拠点施設として整備するため、モアナヴィラ新浦安
自治会集会所の建築工事のための実施設計を行う。

地域振興課 5,060 臨時的な事業であり、現状どおり実施する。 民間活力の活用 民-12

43 原爆展及び被爆体験講話事業

・浦安被爆者つくしの会の協力のもと、原爆被災写真及び市民か
ら寄せられた千羽鶴等の展示等を通して、市民に非核平和の啓発
を行う。
・広島市、長崎市、(公財)長崎平和推進協会、（公財）第五福竜丸
平和協会の協力のもと、原爆被災物品や原爆被災写真等の展示
と被爆体験講話を開催。

地域振興課 1,664
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-13 2次点検実施

44 浦安市国際交流協会補助金
地域に根ざした市民主体の国際理解・交流を推進していくため、
浦安市国際交流協会へ補助金の交付を行う。

地域振興課 4,600 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-17

45 市民参加推進会議委員９名分報酬

市民参加推進計画に関する事項、市民参加の進捗状況に関する
こと、その他市民参加の推進に関し必要な事項について調査審議
を行うことを所掌事務とする市民参加推進会議の開催に伴う委員
報酬。

協働推進課 408 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-19

46 市民参加推進会議経費 市民参加推進会議を開催する際の経費。 協働推進課 7 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する 民間活力の活用 民-20

47 協働事業選考委員会委員６名分報酬
協働事業提案の妥当性等について審査し、市長へ報告すること、
そのほか協働事業提案制度に関することを所掌事務とする協働事
業選考委員会の開催に伴う委員報酬。

協働推進課 273 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-21

48 協働事業選考委員会経費 協働事業選考委員会を開催する際の経費。 協働推進課 11 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する 民間活力の活用 民-22
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49 市民活動補助金審査会委員８名分報酬
浦安市市民活動補助金の交付に関する規則に規定する補助金の
交付の妥当性について審査し、その結果を市長に報告することを
所掌事務とする市民活動補助金審査会の開催に伴う委員報酬。

協働推進課 508 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-23

50 市民活動補助金審査会経費 市民活動補助金審査会を開催する際の経費。 協働推進課 22 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する 民間活力の活用 民-24

51 市民活動基金積立金
市民の主体的な活動を育成、支援するため、市内の市民活動に
補助金を交付する制度をつくり、この補助金の基となる市民活動基
金を設置した。

協働推進課 1,400 会計上、必要な事務処理であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-27

52 市民活動基金利子積立金 市民活動基金の利子。 協働推進課 15 会計上、必要な事務処理であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-28

53 放置自転車美浜保管場所
駅周辺の自転車放置整理区域内に放置された自転車、原動機付
自転車を撤去・移送し、保管する施設である。

市民安全課 0 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-14

54
安全で安心なまちづくり推進協議会委員９
名分報酬

安全で安心なまちづくりの推進に関する条例に基づき設置された
協議会の委員報酬

市民安全課 245 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-30

55 安全で安心なまちづくり推進協議会経費
安全で安心なまちづくりの推進に関する条例に基づき設置された
協議会委員の交通費及び会議の際の茶菓代

市民安全課 11 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-31

56 自主防犯・見守り隊活動支援経費

自主防犯パトロール等の啓発活動に取り組む自治会等の市民団
体や学生防犯委員会Ⅴ５等の団体、また、新たに組織する活動団
体に対する貸与物品のほか、貸し出し用パトロール車の必要経費
を計上する。

市民安全課 2,104
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-32 2次点検実施

57 戸籍事務経費 戸籍法に基づき、届出の受理から編成保管事務を行う。 市民課 26,473
・他団体の運用状況を参考にしながら、リースアウトのタイミングなどで
より効果・効率的なものがないか、検討されたい。

情報化の推進 情-37 2次点検実施

58
住民基本台帳ネットワークシステム運営経
費

市町村を超えた住民基本台帳に関するネットワークを構築し、ネッ
トワークシステムの運用管理を行う。

市民課 15,712
・他団体の運用状況を参考にしながら、リースアウトのタイミングなどで
より効果・効率的なものがないか、検討されたい。

情報化の推進 情-38 2次点検実施

59 住民記録システム運営経費
住民記録システムを構築し、そのシステムの運用及び維持管理を
行う。

市民課 26,641
・他団体の運用状況を参考にしながら、リースアウトのタイミングなどで
より効果・効率的なものがないか、検討されたい。

情報化の推進 情-39 2次点検実施

60 コンビニ交付サービス運用事務経費
個人番号カードを利用し、コンビニエンスストアに設置されているキ
オスク端末を通じて、住民票・印鑑証明書等を交付するサービスの
運用経費

市民課 10,386
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-40 2次点検実施

61 個人番号カード交付事務経費
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律の施行に伴い、地方公共団体において個人番号カー
ドの交付事業等に要する経費

市民課 39,162
・個人番号カードの利用機会拡大に努めるとともに、所有者に対して効
果的な利用方法の伝達を継続されたい。

情報化の推進 情-41 2次点検実施

62 住居表示事務運営費

住居表示を実施した地域において、実施時点でのわかりやすい住
居表示を維持し、かつ事業の推進を図るために、新築又は改築建
物に対する住居番号の設定や証明書等の発行、表示板の交付
や、新たな住居表示街区案内板の設置業務、既に住居表示を実
施した地区での各種表示板の点検・保守の維持管理業務を行う。

市民課 13,271
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-42 2次点検実施

63 商店街共同施設設置等事業費補助金
市内の商業団体が共同事業の推進を図るために行う共同事業の
設置事業費及び当該施設の維持管理に要する経費の一部を補助
する。

商工観光課 217 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-34

64 商工業振興共同事業補助金
産業の振興を図るため、市内の商工業団体が共同で実施した販
売促進の宣伝・広告等の事業に要する経費の一部を補助する。

商工観光課 4,500 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-35

65 創業支援セミナー運営補助金
創業を支援するため、創業を希望する市民に対して研修事業を行
う

商工観光課 1,526
・今後のセミナー受講者数や創業者数の実績を確認しながら、将来的
な補助金のあり方について検討されたい。

民間活力の活用 民-36 2次点検実施

66 市民参加型観光イベント等実施事業
観光事業者や市民活動団体などとの協働により、まちの魅力を伝
える交流型のイベント創出事業を実施する。

商工観光課 8,009
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-40 2次点検実施

67 観光人材育成支援事業
観光ボランティアガイドを育成・運営支援するとともに、「観光振興
計画」で示している「まち歩きを楽しめるような仕組みづくり」などの
推進事業を、市民との協働により実施する。

商工観光課 84
・セミナーの効果を検証しながら、商工会議所等と連携し、より効果的
な内容を検討されたい。

民間活力の活用 民-41 2次点検実施

68 消費生活センター(市庁舎内）
消費生活上のトラブルや消費生活に関する苦情などについての相
談に応じている。

消費生活センター -
・施設の設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き現状どおり運営
されたい。

公共施設の有効活用 施-17 2次点検実施

69
災害ボランティアセンター（総合福祉セン
ター内）

常設型の災害ボランティアセンターであり、平常時より、ボランティ
ア活動のための対策を推進している。

社会福祉課 -
施設の設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き現状どおり運営
されたい。

公共施設の有効活用 施-18 2次点検実施

70 災害ボランティアセンター倉庫 災害時に必要な物資を収納するために設置している倉庫である。 社会福祉課 - 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-19

71 生活保護システム経費 生活保護システムの保守管理等に係る経費 社会福祉課 2,861
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-43

72
浦安市民生委員児童委員協議会運営費
補助金

「浦安市民生委員児童委員協議会運営費補助金交付要綱」によ
り、協議会運営費に対して補助金の交付を行っている。

社会福祉課 3,416 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-46

73 学習支援事業
子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、居場所づくり、進
学に関する支援を実施。

社会福祉課 7,062
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、利用者の声を聴きながら
運営方法の改善を引き続き実施されたい。

民間活力の活用 民-47 2次点検実施

74 ひきこもり相談事業
本市に居住するおおむね16歳以上のひきこもり状態にある方及び
その家族等に適切な助言を行うとともに、家庭訪問や同行支援を
行う。

社会福祉課 4,209
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、利用者の声を聴きながら
運営方法の改善を引き続き実施されたい。

民間活力の活用 民-48 2次点検実施

75 浦安市保護司連絡協議会補助金
「浦安市保護司連絡協議会補助金交付要綱」に基づき交付する補
助金。

社会福祉課 625 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-51
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76 障がい福祉システム経費
コンピュータを活用し援助を必要とする市民の基本的な情報や
サービスの受給状況などの情報の共有化を図り総合的なサービス
の提供や相談窓口の充実を図るもの。

障がい福祉課 7,771
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-44

77 総合福祉センター

身体障がい者福祉センター、こども発達センター、東野児童セン
ター、こども家庭支援センター、地域福祉センター、社会福祉協議
会、保育室ゆるり・一時預かりの各機関を有する総合的な福祉施
設である。

障がい事業課 59,530
・当該事業の所管課について、効果検証が可能な主体などに留意して
適正化を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-22 2次点検実施

78 ワークステーション

働く意欲のある障がいのある方の就労相談や、一般就労へのコー
ディネート機能を担う障がい者就労支援センターと、障害者総合支
援法に基づく福祉的就労施設、障がいのある方を直接雇用する一
般就労施設である特例子会社２社を併設した複合施設である。

障がい事業課 50,961
・当該施設の設置目的を効果的に達成できるよう、より効率的な運営形
態を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-23 2次点検実施

79 地域活動支援センター

障がい者及び障がい児の自立した日常生活や社会生活の促進を
図るための施設である。
※当初予算額には、今川センターと駅前センターほっぷの事業費
補助金の額を記載しています。

障がい事業課 40,460
・施設の設置目的が効果的に達成されるよう、移転先において運営さ
れたい。

公共施設の有効活用 施-24 2次点検実施

80
グループホーム猫実（猫実複合福祉施設
（旧教職員住宅）内）

障がいのある方の地域意向を進めるための、障害者グループホー
ム事業が行われている。

障がい事業課 417
・施設の設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き現状どおり運営
されたい。

公共施設の有効活用 施-25 2次点検実施

81 障がい福祉ガイドブック作成経費

障がい者及びその家族における種々負担を軽くするために、身体
障害者福祉法、知的障害者福祉法をはじめ、いろいろな法律や条
例などで定められている福祉制度のあらましを連載したガイドブッ
クを作成するための経費

障がい事業課 1,453
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-45 2次点検実施

82 自立支援協議会委員１０名分報酬

地域の実情に応じ、中立・公平な立場で適切な相談支援が実施で
きる体制の整備を図るとともに、福祉サービス事業者、雇用・就労、
教育、医療等の関連する機関の関係者からなるネットワークの構築
を図り、障がい者等が地域において自立した生活を営むことができ
るようにすることを目的とする。

障がい事業課 543 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-52

83 自立支援協議会経費

地域の実情に応じ、中立・公平な立場で適切な相談支援が実施で
きる体制の整備を図るとともに、福祉サービス事業者、雇用・就労、
教育、医療等の関連する機関の関係者からなるネットワークの構築
を図り、障がい者等が地域において自立した生活を営むことができ
るようにすることを目的とする。

障がい事業課 3,699 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-53

84
高齢者・障がい者権利擁護協議会委員１
２名分報酬

高齢者・障がい者の虐待防止ネットワークの構築、地域における虐
待の防止、養護者に対する支援などの協議及び、障害者差別解
消支援地域協議会の機能をもつ、高齢者・障がい者権利擁護協
議会を設置する。

障がい事業課 326 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-56

85 障がい者グループホーム運営費補助金
障がい者の福祉の増進を図るため、グループホーム等の施設を運
営している事業者に対して補助金を交付する。

障がい事業課 9,642 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-58

86
障がい者グループホーム施設整備費補助
金

市内にグループホーム等の拡充を図るため、市が指定する事業者
に対し、整備等に要する経費の一部について補助金を交付する。

障がい事業課 16,630 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-59

87
地域活動支援センター経営事業費補助
金

他市町村を含む地域活動支援センターを（浦安市民が）利用した
際に、その施設の運営費の一部として利用（率）に応じて補助を行
う。

障がい事業課 1,785 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-60

88
重度障がい児等通所事業所特別支援事
業補助金

経管栄養、痰の吸引等常時医療的ケアを必要とする方が通所する
事業所に対し、看護師による医療ケアを実施している場合に補助
金を交付する。

障がい事業課 4,913 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-62

89 重度障がい者支援事業所運営費補助金
重度障がいのある方を支援する生活介護及び就労継続支援、共
同生活援助事業所に対して補助金を交付する。

障がい事業課 90,880 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-63

90 障がい者短期入所事業所運営費補助金
障がい者の福祉の増進を図るため、短期入所事業所の施設を運
営している事業者に対して補助金を交付する。

障がい事業課 10,800 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-65

91
障がい福祉サービス等従事者住宅手当支
給事業費補助金

障がい者の福祉の増進を図るため、従事者に住宅手当を支給して
いる障害福祉サービス事業所等に対して補助金を交付する。

障がい事業課 6,000 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-66

92 シルバー人材センター
公共団体、民間企業、家庭からの仕事を引き受け、会員の希望と
経験・能力に応じて、請負または委任という形式で、その仕事に従
事している。

高齢者福祉課 21,249
・施設の老朽化なども踏まえ、契約期間の終期等のタイミングで現在の
貸付を継続するか否かについて検討されたい。

公共施設の有効活用 施-27 2次点検実施

93 高齢者福祉システム経費 高齢者福祉に関する事務をシステム化する。 高齢者福祉課 2,919
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-46

94 高齢者あんしんマンションライフ支援事業
マンションの管理組合が行う高齢者のための支援事業に対し、費
用の一部を助成する。

高齢者福祉課 1,937 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-69

95 介護保険システム経費
介護保険、資格、賦課、収納、給付、受給者等の管理等を行う介
護保険システムに係る経費

介護保険課 13,740
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-47 2次点検実施

96 介護保険運営協議会委員１５名分報酬 介護保険運営協議会委員報酬 介護保険課 678 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-76
97 介護保険運営協議会経費 介護保険運営協議会に要する経費 介護保険課 22 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-77

98 こども発達センター（総合福祉センター内）
こどもの発達に対する療育・生活指導・計画、児童発達支援などを
行っている。

こども発達セン
ター

-
・子どもの成長に応じて、青少年発達サポートセンター（そらいろルー
ム）との情報連携等を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-29 2次点検実施
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99 子育てハンドブック作成事業

子育て支援に関する行政情報を発達段階に応じた分かりやすい
内容に集約するとともに、特集ページや子育てエピソードも交え、
より親しみやすい構成で冊子を作成し、妊娠中の保護者や子育て
家庭へ配布を行う。

こども課 873
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-48 2次点検実施

100 こども福祉システム経費
こども福祉システムが正常かつ円滑に運用するため、システム改修
及び保守管理業務を行う。

こども課 19,467
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-50

101
こども福祉システム経費（社会保障・税番
号制度システム対応分）

社会保障・税番号制法施行に伴い、情報連携の本番開始に向け
た本稼働準備や、副本登録における本稼働データ登録支援等を
行う。

こども課 2,376
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-51

102 ファミリー・サポート・センター事業
育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者からなる会員
組織「うらやすファミリー・サポート・センター」により、地域において
育児に関する相互援助を支援する。

こども課 13,479
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-78 2次点検実施

103 地域子育て応援団事業補助金
公共施設の空き時間を有効活用した取り組みとして、子育て支援
活動を実施する市民団体へ活動費等の補助を行う。

こども課 6,806 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-80

104 子ども・子育て会議委員１４名分報酬
子ども・子育て支援第77条の規定により設置した「浦安市子ども・
子育て会議」の委員報酬。

こども課 633 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-82

105 子育て支援センター（集合事務所内）
０歳から未就学児とその保護者を対象に、親子が交流できる場や
子育てに関する相談・情報の提供をしている。

子育て支援セン
ター

11,765
子育て支援センターの認知度向上のため、事業の周知、利用者の増
加に向けた取り組みを検討されたい。

公共施設の有効活用 施-40 2次点検実施

106 児童センター[全2施設]
18歳未満の子供と保護者が利用できる施設で、東野と高洲の２か
所にある。

児童センター -
少子化が進行している一方で、共働き家庭の増加にともない放課後の
居場所づくりの需要は増加していると予想されるため、地区別の利用
者のニーズ等を把握し、適正な施設配置を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-31 2次点検実施

107 ふれあい体験事業（東野分）

次世代親になるこどもに、妊娠、出産、子育てに関する知識を深め
る機会を提供する。助産師、思春期保健師から命の大切さを学
ぶ。また、児童センター事業の「赤ちゃんサロン」に小学5,6年生、
中学生、高校生世代が参加し、赤ちゃんとふれあう。

児童センター 275
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-88 2次点検実施

108 ふれあい体験事業（高洲分）

次世代親になるこどもに、妊娠、出産、子育てに関する知識を深め
る機会を提供する。助産師、思春期保健師から命の大切さを学
ぶ。また、児童センター事業の「親子遊び」に小学5,6年生が参加
し、赤ちゃんとふれあう。

児童センター 29
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-89 2次点検実施

109 保育システム経費 保育業務のシステム経費 保育幼稚園課 6,281
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-52

110
在宅子育て家庭定期等一時保育事業補
助金

在宅子育て家庭等の児童を対象とした定期等の一時預かり保育。 保育幼稚園課 11,500 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-90

111 認証保育所運営費等補助金

保育に欠ける乳幼児が良好な環境で保育されることを目的とし、低
年齢の待機児童解消、多様な保育ニーズに応えるため、国の定め
た認可外保育施設指導監督基準をさらに引き上げた本市の基準
を満たした認可外保育施設を認証する事業です。

保育幼稚園課 42,622 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-92

112 私立保育所施設整備資金借入金補助金
みのり保育園建替え事業（平成１１・１２年度継続事業）と平成１８年
度開設しおかぜ保育園、平成２３年度開設愛和元町保育園建設
事業に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金補助

保育幼稚園課 9,000 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-93

113
私立保育所施設整備資金借入金利子補
給金

私立保育園の開設に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入
金利子補給

保育幼稚園課 749 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-94

114 一時預かり事業 理由を問わない短時間の一時預かり事業を実施する。 保育幼稚園課 39,381 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-95

115
新浦安カルチャープラザ（新浦安駅前複
合施設 マーレ内）

青少年の活動、交流に資する事業として音楽スタジオのほか、青
少年に利用を限定した事業などを実施している。

青少年課 53,939
・ＰＦＩ期間は現状で継続されたい。
・その後の活用方法はPFIの検証結果も踏まえて、行政の役割としての
必要性について検討されたい。

公共施設の有効活用 施-42 2次点検実施

116
浦安市青少年相談員連絡協議会活動補
助金

青少年健全育成活動を推進するため、知事及び市長から委嘱を
受けた青少年相談員の連絡協議会への活動補助金

青少年課 650 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-97

117 子ども会活動補助金
21世紀を担う子どもたちの健全育成活動に携わる地域教育の核と
なっている子ども会活動を支援するための補助金

青少年課 1,730 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-99

118 ボーイスカウト活動補助金
ボーイスカウトが行う青少年健全育成事業を支援するための補助
金

青少年課 160 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-100

119 ガールスカウト活動補助金
ガールスカウトが行う青少年健全育成事業を支援するための補助
金

青少年課 160 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-101

120 浦安市リーダースクラブ活動補助金
地域教育推進のため、小学校5年生以上の青少年で組織された浦
安市リーダースクラブが行う青少年健全育成事業を支援するため
の補助金

青少年課 150 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-102

121 浦安市青少年健全育成連絡会補助金
青少年の健全育成と非行防止を図るため組織された浦安市青少
年健全育成連絡会活動に対しする補助金

青少年課 840 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-103

122 健康センター
保険・医療・福祉が連携した複合的な施設であり、各種健康相談
や健康教育などを行っている。

健康増進課 80,707
・施設の設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き現状どおり運営
されたい。

公共施設の有効活用 施-36 2次点検実施

123 急病診療所（健康センター内）
医療機関が休みの時や夜間などの急な病気の初期診療を行って
いる。

健康増進課 - ・利用状況を踏まえて、診療時間の設定を検討されたい。 公共施設の有効活用 施-38 2次点検実施

124 健康管理システム経費
浦安市行政情報化推進基本計画に基づく、福祉総合システムに
係る経費

健康増進課／母
子保健課

30,260
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-53
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125 健康フェア事業
生活習慣病予防・健康増進のための正しい知識を普及するイベン
ト。

健康増進課 668
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-104 2次点検実施

126 健康推進員育成事業
市民のボランティアである健康推進員による健診の受診率向上に
向けた普及活動や健康づくりに関する情報提供を行う。

健康増進課 1,821
・市民の健康寿命の延伸に向け、事業の効果・効率化がより一層図ら
れるよう健康推進員の役割や行政が行う環境整備について検討された
い。

民間活力の活用 民-105 2次点検実施

127
こんにちはあかちゃんルーム・子育て応援
ルーム（健康センター内）

妊娠届け出時、出産前後、子供の１歳誕生日前後の子育てケアプ
ランを作成している。

母子保健課 77,847

・施設の設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き現状どおり運営
されたい。
・運営費については、実績などを踏まえ、コストの効率化に努められた
い。

公共施設の有効活用 施-39 2次点検実施

128 母子保健推進員経費
市から委嘱された推進員が妊産婦や乳幼児とその母親に妊娠・出
産・育児についての心配事や相談に応じる。必要な母子保健サー
ビスの周知。

母子保健課 1,274
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-106 2次点検実施

129 国民年金事務電算処理経費

国民年金システムで被保険者（２・３号被保険者を除く）の資格の取
得・喪失・種別変更・氏名・住所の変更などに関する届出等の入力
処理、加入者の記録管理及び異動処理、日本年金機構に報告す
るための各種帳票類の作成を行う。

国保年金課 2,147
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-54

130 コンビニ収納サービス経費

銀行窓口の統廃合やライフスタイルの変化に伴い納付方法も多様
化することが求められており、その要求に対応するためコンビニエ
ンスストアでの納付ができることとし、365日24時間納付可能とす
る。

国保年金課 4,150
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-55

131 健康管理システム経費
浦安市行政情報化推進基本計画に基づく、福祉総合システムに
係る経費

国保年金課 1,191
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-56

132 後期高齢者医療保険料徴収事務経費 後期高齢者医療保険料を徴収する。 国保年金課 34,649 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 情報化の推進 情-57

133 コンビニ収納サービス経費

銀行窓口の統廃合やライフスタイルの変化に伴い納付方法も多様
化することが求められており、その要求に対応するためコンビニエ
ンスストアでの納付ができることとし、365日24時間納付可能とす
る。

国保年金課 2,061
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-58

134
国民健康保険運営協議会委員１０名分報
酬

国保運営協議会委員報酬 国保年金課 289 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-107

135 国民健康保険運営協議会経費 国保運営協議会に要する経費 国保年金課 11 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-108

136 児童家庭相談システム経費 児童家庭相談に伴う事務処理や統計処理を行う情報システム
こども家庭支援セ
ンター

615

・一社随意契約が継続しているため、公平公正の観点から費用対効果
を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、競争性の確保に努め
られたい。
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-59 2次点検実施

137 こども家庭支援センター（健康センター内）
地域で安心して子育てができる環境づくり、また児童虐待の防止
強化などを目的に、こどもと家庭に関するさまざまな問題に総合的
に対応するための施設である。

こども家庭支援セ
ンター

-
・施設の設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き現状どおり運営
されたい。

公共施設の有効活用 施-41 2次点検実施

138 エンゼルヘルプサービス事業
保護者の出産や病気などの際に、周りから支援が見込めない未就
学児を養育している家庭を対象に、家事および育児支援を行うエ
ンゼルヘルパーを派遣する。

こども家庭支援セ
ンター

10,419 ・事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き続き実施されたい。 民間活力の活用 民-87 2次点検実施

139 三番瀬環境観察館
野鳥などの生物を含む三番瀬の自然観察ができ、環境学習の場と
しても活用できる場所となっている。

環境保全課 4,926 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-45

140 環境審議会委員１５名分報酬
環境の保全に関して基礎的事項の調査審議を行うため市長が委
嘱する委員の報酬

環境保全課 407 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-109

141 環境審議会経費 環境審議会の運営経費 環境保全課 18 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-110

142 環境フェア経費
広く市民に地球環境問題、身近な環境問題等を理解していただく
ために実施する。

環境保全課 2,671
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-111 2次点検実施

143 資源回収事業者団体補助金
資源回収事業者が市内の資源回収団体（自治会、子供会、ＰＴ
Ａ、管理組合等）から買い取った資源の総重量に対して、1kgにつ
き３円を乗じた補助金額を交付する。

ごみゼロ課 11,970 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-112

144 資源回収事業奨励補助金
市内の資源回収団体（自治会、子供会、ＰＴＡ、管理組合等）が資
源回収事業者に売り渡した資源の総重量に対して、1kgにつき７円
を乗じた補助金額を交付する。

ごみゼロ課 29,190 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-113

145 廃棄物減量等推進員経費 各自治会でごみの減量・再資源化を推進するリーダーを選任する ごみゼロ課 102
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-114 2次点検実施

146 廃食油等リサイクル経費 廃食油、古着・古布、革製品の拠点回収を行う。 ごみゼロ課 1,581
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-115 2次点検実施

147 作業員詰所
環境衛生課及びみどり公園課の作業員の待機・休憩のための施
設である。ごみの不法投棄、市内清掃などにかかる備品などを収
納している。

環境衛生課 1,791 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-46

148 墓地システム経費
墓地の管理運営を行うシステムに係る経費。新設する1.5㎡小型墓
所、長期納骨堂、合葬墓地の運用がはじまるため、既存の墓地シ
ステムを改修する。

環境衛生課 3,648
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-60 2次点検実施

149 斎場
葬儀・火葬を行う施設である。通夜、告別式、火葬などの一連の葬
儀を同じ施設内で行うことができる。

斎場 167,009
・施設の設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き現状どおり運営
されたい。

公共施設の有効活用 施-47 2次点検実施
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150 景観審議会委員９名分報酬

景観計画の策定及び変更に関することや、重点区域の指定、変更
及び解除に関することなど、本市の良好な景観の形成の推進に関
し必要な事項を調査・審議を行う景観審議会の委員に対する報酬
です。

都市計画課 82 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-116

151 景観審議会経費

景観計画の策定及び変更に関することや、重点区域の指定、変更
及び解除に関することなど、本市の良好な景観の形成の推進に関
し必要な事項を調査・審議を行う景観審議会の委員に対する交通
費です。

都市計画課 6 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-117

152 建築確認支援システム運営経費 建築確認申請の受け付け・確認・照会業務の一元化に係る経費 建築指導課 14,511

・一社随意契約が継続しているため、公平公正の観点から費用対効果
を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、競争性の確保に努め
られたい。
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-62 2次点検実施

153 市営住宅[全3施設]
住宅確保要配慮者に対し安い家賃で賃貸することにより、市民生
活の安定と社会福祉の増進に寄与するために運営している。

住宅課 28,722
・施設の設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き現状どおり運営
されたい。

公共施設の有効活用 施-49 2次点検実施

154
集合住宅エレベーター防災対策改修支援
補助金

エレベーター防災対策改修工事を行う管理組合等に対し、工事費
の一部を助成する。

住宅課 2,000 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-121

155 住生活基本計画策定委員１２名分報酬
住生活基本計画策定委員会において、計画の策定に関する事項
について調査審議する。

住宅課 326 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-122

156 コミュニティ住宅[全2施設]
猫実五丁目東地区住宅市街地総合整備事業の施行に伴い、その
居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮することとなる事業地内
の従前居住者に対して賃貸するため設置している。

市街地開発課 1,743
・施設の設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き現状どおり運営
されたい。

公共施設の有効活用 施-50 2次点検実施

157 まちづくり事務所

堀江・猫実元町中央地区（やなぎ通り、宮前通り、受け入れ線、大
三角線に囲まれた地区）の中央部の様々な課題を解消するため、
再整備に向け、地元住民への説明会や勉強会、相談などを行って
いる。

まちづくり事務所 2,097 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-51

158
猫実Ａ地区土地区画整理審議会委員１０
名分報酬

猫実Ａ地区土地区画整理事業における審議会の委員報酬。 まちづくり事務所 453 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-123

159 排水機場[全22施設]
降水時に浸水しないように、雨水を川へ排水するための施設であ
る。

道路整備課 40,410 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-52

160 水防倉庫[全3施設] 水中ポンプや土のう袋などの水防関連備品を収納している。 道路整備課 0 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-53
161 舞浜駅公衆トイレ 駅前広場の利用者のための公衆トイレである。 道路整備課 - 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-54

162 自由通路(新浦安駅、舞浜駅)
駅の南北のエリアをバリアフリーで円滑に移動できるようにしてい
る。

道路整備課 - 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-55

163
エレベーター棟(新浦安駅北側、新浦安駅
前広場側、舞浜駅)

駅の南北のエリアをバリアフリーで円滑に移動できるようにしてい
る。

道路整備課 - 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-56

164 街灯維持管理経費 夜間の安全対策のために街灯維持補修を行う。 道路整備課 148,258
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-63 2次点検実施

165 汚水ポンプ場[全2施設] 汚水を効率的に排水するための施設である。 下水道課 89,978 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-57
166 公園管理事務所[全3施設] 公園施設の管理を行うために設置されている施設である。 みどり公園課 - 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-58

167 公園トイレ[全39施設]
公園及び緑道の利用者の利便性向上のために設置されている施
設である。

みどり公園課 - 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-59

168 明海の丘公園コミュニティハウス 公園の維持管理に必要な備品を収納するための施設である。 みどり公園課 0 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-60

169 公園等里親制度支援事業 公園等里親への支援に係る経費 みどり公園課 1,675
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-124 2次点検実施

170 浦安春まつり事業

緑を育てる緑化運動を推進して行く方策の一つとして、市民の皆さ
んの緑化に対する意識啓発を図る事を目的に、浦安春まつりを開
催するもの。（昭和50 年度から平成29 年度まで植木まつりとして
開催）

みどり公園課 12,828
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-127 2次点検実施

171 交通公園倉庫棟 公園の維持管理に必要な備品を収納するための施設である。 交通公園 - 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-61

172 若潮公園体験学習施設
天候に左右されずに遊ぶことができる屋内施設で、運動や動物と
のふれあいのほか、子供たちが楽しみながら交通知識や交通道徳
を身につけることができる。

交通公園 12,605
・施設の設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き現状どおり運営
されたい。

公共施設の有効活用 施-62 2次点検実施

173 選挙管理委員会事務経費 選挙管理委員会の事務全般に係る経費
選挙管理委員会
事務局

15,858 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 情報化の推進 情-64

174 議会だより発行経費
広く一般市民に議会活動を周知するため、年４回議会だよりを発
行している。新聞折り込み及び駅広報スタンドで配布している。

議会事務局庶務・
議事課

2,729
・全戸配布を検討する場合は、効率化の観点から広報紙の配布と調整
されたい

情報化の推進 情-65 2次点検実施

175 会議録検索・議会中継経費
本会議の映像や議事録が分かりやすく検索出来るように、映像の
編集や配信をする事業

議会事務局庶務・
議事課

3,362
・業務委託契約については、随意契約となっているため、契約先及び
契約金額については引続き十分に検討されたい。

情報化の推進 情-66 2次点検実施

176 会議録作成経費
議会の会議記録を作成するためのテープ反訳、速記反訳及び印
刷製本の事業

議会事務局庶務・
議事課

4,852
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-67

177
浦安市明るい選挙推進協議会運営費補
助金

市からの明るい選挙推進協議会に対する補助金
選挙管理委員会
事務局

300 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-128

178
消防本部・消防署[消防庁舎1施設、出張
所全3施設]

消防本部と消防署、消防署今川出張所、堀江出張所、日の出出
張所の常備消防がある。災害から市民を守るため、火災発生時の
消火活動、救急、救助活動及び火災発生を未然に防ぐための工
場や事業所への立ち入り検査などを行っている。

消防本部 総務課 72,136 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-63
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179 消防団詰所[全3施設]
非常備消防として、３つの消防団（第１分団、第２分団、第３分団）
があり、それぞれに詰所がある。

消防本部 総務課 5,962 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-64

180 消防団器具置場[全6施設]
消防団器具置場が６施設あり、消防ポンプ自動車や消防活動用具
などが格納されている。

消防本部 総務課 - 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-65

181
防火対象物台帳等マイクロフィルム電子
化経費

平成５年度より防火対象物及び危険物施設の図面並びに火災調
査書を従来のファイル保管から保管スペースの確保等の問題及び
当該図面等の効率的な活用を図るためマイクロフィルム化とデジタ
ル化へ移行したものである。

消防本部予防課 2,896
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-68

182 災害情報機器等整備・運営経費
多種多様化する災害に対応するため、災害情報機器等を整備・運
営する。

消防本部警防課 6,014
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-69

183 教育情報誌発行事業

子どもたちの教育について、保護者や市民の関心を高めることを
目的に、教育情報誌を発行し、市内幼稚園、認定こども園、保育
園及び市立小・中学校の保護者に配布するとともに市内社会教育
施設や自治会等を経て市民に配布する。

教育政策課 2,329
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-70 2次点検実施

184 地域とともに歩む学校づくり推進経費

学校・家庭・地域の連携協力の推進を図るために、市立各小中学
校への学校支援コーディネーターの配置を進め、地域ボランティア
による学校支援をより充実させるとともに、コーディネーター等の交
流会の開催をとおして中学校区の支援のネットワークを構築しま
す。

教育政策課 1,645
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-129 2次点検実施

185 適応指導教室
不登校児童・生徒のために開設している。専門の相談員・指導員
が、カウンセリング、学習・集団活動の指導・支援を行い、学校や社
会生活へ適応するための相談や援助を行っている。

指導課 4,060
・施設の設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き現状どおり運営
されたい。

公共施設の有効活用 施-68 2次点検実施

186 第３次学校図書館電算化事業
市立各小・中学校図書館に学校図書館システムを導入し、図書管
理の効率化を図り、学校間の相互賃借等図書の有効な活用を行
う。

指導課 25,804
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-71 2次点検実施

187 コンピュータ教育推進事業
情報教育環境を有効に活用できるためのサポート体制を整備し、
情報ネットワークの活用による学校教育の質的改善を図る。

指導課 94,694
・事業を進めるにあたっては、その効果に留意し、また児童・生徒の声
等を確認されたい。

情報化の推進 情-72 2次点検実施

188 学校教育用コンピュータ整備事業
小・中学校のコンピューター教室等の機器の調達や、インターネッ
トができる環境を整備する。

指導課 220,621
・事業を進めるにあたっては、その効果に留意し、また児童・生徒の声
等を確認されたい。

情報化の推進 情-73 2次点検実施

189 学校教育支援システム運用事業
センターサーバを中心とした市立小・中学校間ネットワークである
学校教育支援システムを、効率的に維持管理する。

指導課 42,596
・ウイルス検知が増えているので情報政策課と連携し、セキュリティ対策
に努められたい。

情報化の推進 情-74 2次点検実施

190
こどもの成長の記録提供システム運用事
業

児童・生徒の健康状況や学習状況を、情報として児童・生徒や保
護者にわかりやすく提供するためのシステムを運用する。

指導課 2,310

・一社随意契約が継続しているため、公平公正の観点から費用対効果
を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、競争性の確保に努め
られたい。
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-75 2次点検実施

191 タブレット活用推進事業
普通教室での一斉学習・個別学習・協働学習によるタブレット端末
の利活用を進め、わかる授業の展開を推進するとともに、児童生徒
一人一人の主体的な学習を進め、情報活用能力を育成する。

指導課 42,667
・「コンピュータ教育推進事業」等との統合について、引き続き取り組ま
れたい。

情報化の推進 情-76 2次点検実施

192 浦安市教育研究会運営費補助金
市立小・中学校の教職員で組織されている教育研究会の運営に
係る経費の一部を補助する。

指導課 800 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-130

193
浦安市ふるさとふれあい教育活動推進事
業補助金

未来に向かって夢を持ち、豊かに生きる浦安っ子を育成するた
め、学校、家庭、地域が各々連携し、浦安市教育ビジョンの５つの
「めざす子ども像」の実現を支え、地域ぐるみで学校を支援する仕
組みづくりを推進することを目的に、ふるさとふれあい教育活動推
進事業を補助する。

指導課 14,600 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-131

194 浦安市小・中学校体育連盟運営費補助金
児童・生徒の体力向上及びスポーツ精神育成の推進母体である
浦安市小中学校体育連盟の活動に必要な経費の一部を補助す
る。

保健体育安全課 2,438 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-132

195 浦安市学校保健会運営費補助金

浦安市における学校保健（小・中学校）の研究を通して、その普
及、徹底を図り、施策に寄与することが目的である。事業としては、
学校保健の文教施策に対する協力、学校保健に関する調査研
究、学校保健委員会の指導及び研修、学校保健委員会の活動助
成等の経費である。

保健体育安全課 1,200 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-133

196 学校給食センター
小学校17校・中学校９校への給食の提供を行っている。この施設
は、PFI事業により、建設から給食の調理・維持管理まで民間事業
者が運営している。

千鳥学校給食セン
ター第一・第二調
理場

766,154 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-70

197 旧医院
昭和４年（1929年）に建てられた洋風建築物で、現在は平日に子
育てサロン「堀江つどいの広場」を開設している。

生涯学習課 1,526
・文化財の有効活用と価値のＰＲの視点から、子育てのみでなく、コミュ
ニティの形成や高齢者の居場所づくりなど多様な利用の可能性につい
て検討されたい。

公共施設の有効活用 施-71 2次点検実施

198 生涯学習情報紙の発行 市民の学習の手だてとなる冊子を発行する。 生涯学習課 793
・事業の効果・効率がより一層図られるよう、ルネサンスとの連携などコ
スト面にも配慮しながら、引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-77 2次点検実施
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199 生涯学習情報提供システム運営事業
各生涯学習施設の情報提供システムをネットワークにより有機的に
結ぶことにより、市民の求める生涯学習情報を時間や場所に関係
なく提供することを目的とする。

生涯学習課 2,099

・一社随意契約が継続しているため、公平公正の観点から費用対効果
を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、競争性の確保に努め
られたい。
・アクセス数や登録団体数増加のため、登録団体等へアンケートを実
施するなど、当システムの有効性についてニーズを確認されたい。
・スマートフォンへの対応は、ニーズを確認したうえで実施されたい。

情報化の推進 情-78 2次点検実施

200 文化施設予約管理システム維持管理経費 市民文化施設の予約に関する事務をシステム化する。 生涯学習課 4,825

・一社随意契約が継続しているため、公平公正の観点から費用対効果
を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、競争性の確保に努め
られたい。
・市民の利便性向上のため、スマートフォン対応の必要性について検
討されたい。

情報化の推進 情-79 2次点検実施

201 成人式開催経費
毎年、成人の日に市内の新成人を対象に成人式を開催しているも
ので、成人となったことを祝い励ます式である。

生涯学習課 13,917
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-134 2次点検実施

202 美術展覧会
年一回の市民総合芸術展覧会である。主催教育委員会・協力美
術協会

生涯学習課 6,869
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-139 2次点検実施

203 浦安市民謡舞踊連盟活動費補助金
浦安市民謡舞踊連盟は市内の民謡民舞１４団体で構成され、チャ
リティー民謡民舞大会は、歳末の恒例行事として盛大に開催され
ている。

生涯学習課 285 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-140

204 浦安市美術協会活動費補助金
市内の美術家で構成されている美術協会は会員展を年に１回、市
美術展への協力など、市の美術文化に多大なる貢献をしている。

生涯学習課 285 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-141

205 浦安市華道協会活動費補助金
華道の師範クラスで構成されている華道協会は、年に１回会員展
を行ったり、公共施設に花を生けたりしている。

生涯学習課 200 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-142

206 浦安市吟剣詩舞道連盟活動費補助金
１１団体で構成されている吟剣詩舞道連盟は、年１回の発表会など
を開催している。

生涯学習課 570 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-143

207 浦安市合唱連盟活動費補助金
合唱連盟は、８団体で構成されており合唱祭を主催及び市民音楽
祭に出演と音楽団体としては最も活発に活動している。

生涯学習課 570 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-144

208 球技場本部棟[全4施設]
野球場と少年野球場がそれぞれ３か所と、ソフトボール場が２か所
ある。そのうち４か所の球技場には本部棟があり、放送設備などが
整っている。

市民スポ－ツ課 - 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-72

209 球技場管理棟[全4施設] 球技場などのスポーツ施設を管理している。 市民スポ－ツ課 - 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-73
210 スポーツ施設管理事務所[全4施設] 球技場などのスポーツ施設を管理している。 市民スポ－ツ課 - 当該施設について、その必要性から現状どおり運営する。 公共施設の有効活用 施-74

211 体育施設予約管理システム維持管理費 体育施設予約管理システムを運営していくための経費 市民スポ－ツ課 28,507

・一社随意契約が継続しているため、公平公正の観点から費用対効果
を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、競争性の確保に努め
られたい。
・市民の利便性向上のため、スマートフォン対応の必要性について検
討されたい。

情報化の推進 情-80 2次点検実施

212 スポーツフェア実行委員会補助金

体育の日の趣旨に基づき、スポーツを一層普及させるとともに、市
民の健康増進・体力向上を図る。
また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、市
民の機運を高めるため、啓発するものである。

市民スポ－ツ課 6,500 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-148

213 体育協会活動費補助金
市民スポーツ団体の育成と振興を図るため、浦安市体育協会に対
し、体育振興費及び県民大会派遣費等を補助している。

市民スポ－ツ課 15,500 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-150

214
スポーツ推進委員連絡協議会活動費補
助金

スポーツ推進委員連絡協議会の活動に要する経費の一部を補助
する。

市民スポ－ツ課 800 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-151

215 軽スポーツ協会活動費補助金 軽スポーツ協会の活動に要する経費の一部を補助する。 市民スポ－ツ課 920 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-152

216 全国大会・関東大会出場補助金
体育協会等のスポーツ団体所属で全国大会・関東大会に出場す
る選手、またはチームの大会参加負担を軽減を図る為の交通費・
宿泊費の補助をする

市民スポ－ツ課 2,000 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-154

217 市民体育大会
教育委員会・体育協会の共催事業として、体育協会の加盟団体の
運営のもとに、春・秋に市民体育大会を行う。

市民スポ－ツ課 1,005
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-155 2次点検実施

218 総合型地域スポーツクラブ支援事業 総合型地域スポーツクラブの活動を補助する。 市民スポ－ツ課 200 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-156

219 浦安市青少年補導員連絡協議会補助金
青少年による非行防止及び青少年の犯罪被害を未然に防止し青
少年の健全育成のため、補導活動等を行う浦安市青少年補導連
絡協議会の運営を円滑に行う。

青少年センター 700 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-157

220 郷土博物館
漁師町時代から築き上げられてきたうらやす特有の文化を展示し
ている。

郷土博物館 53,031
・施設の設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き現状どおり運営
されたい。

公共施設の有効活用 施-75 2次点検実施

221 浦安お洒落保存会活動費補助金
県指定無形民俗文化財「浦安お洒落保存会」の活動費を補助す
る。

郷土博物館 300 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-158

222 浦安囃子保存会活動費補助金 市指定無形民俗文化財「浦安囃子保存会」の活動費を補助する。 郷土博物館 300 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-159

223 浦安細川流投網保存会活動費補助金
市指定無形民俗文化財「浦安細川流投網保存会」の活動費を補
助する。

郷土博物館 300 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-160

224 浦安舟大工技術保存会活動費補助金
市指定無形民俗文化財「浦安舟大工技術保存会」の活動費を補
助する。

郷土博物館 300 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-161
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225 博物館ボランティア事務経費
博物館ボランティア「もやいの会」の活動を支援し、体験教室、イベ
ント等の博物館事業について協力体制をつくることにより、博物館
運営の活性化を図る。

郷土博物館 989
・民間活力を活用し、事業の効果・効率化がより一層図られるよう引き
続き実施されたい。

民間活力の活用 民-162 2次点検実施

226 公民館[全7施設]
公民館では、様々な学級・講座を開催し、また、社会教育活動や
地域活動のための自主サークル・団体への施設の貸出などを行っ
ている。

高洲公民館 284,607
・事業費が増加傾向にあるため、コスト削減を検討されたい。
・現状の利用状況を分析し、引き続き利用率拡大を検討されたい。

公共施設の有効活用 施-76 2次点検実施

227 公民館施設予約管理システム維持管理費

各公民館に設置する利用者端末やインターネット、携帯電話から
施設の抽選申込みや空き状況の確認及び予約ができるサービス
で、安全な通信を行うための運用保守並びにパソコン等機器の賃
貸借に係る経費

高洲公民館 2,278

・一社随意契約が継続しているため、公平公正の観点から費用対効果
を見極めながら契約形態を改めて検討するなど、競争性の確保に努め
られたい。
・市民の利便性向上のため、スマートフォン対応の必要性について検
討されたい。

情報化の推進 情-81 2次点検実施

228 公民館運営審議会委員１１名分報酬

公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種
の亊業の企画実施につき調査審議するため、社会教育法第２９条
第１項に基づき設置されている。なお報酬額については、浦安市
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
に基づく。

高洲公民館 670 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-163

229 公民館運営審議会経費
公民館運営審議会では、先進地視察や研修会等への参加によっ
て公民館運営審議会活動の内容の充実を図っている。

高洲公民館 52 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-164

230
図書サービスコーナー（新浦安駅前複合
施設 マーレ内）

新浦安駅前プラザマーレの１階にあり、予約した資料の受け取りや
図書館で借りた本、CDなどの返却ができる。

中央図書館 2,511
・施設の設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き現状どおり運営
されたい。

公共施設の有効活用 施-77 2次点検実施

231 図書館[本館1施設、分館全7施設]
本市の図書館は、中央図書館と７つの分館（各公民館に設置）で
構成している。中央図書館と各分館はオンラインで結ばれており、
各館の資料を検索できる。

中央図書館 12,261
・施設の設置目的が効果的に達成されるよう、引き続き現状どおり運営
されたい。

公共施設の有効活用 施-78 2次点検実施

232 震災資料アーカイブ化事業
震災関連情報のアーカイブ化に取り組み、収集した資料をアーカ
イブシステムによって市民に公開する。

中央図書館 2,698
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-82 2次点検実施

233 電算関係運営費 図書館業務を電算化するための経費 中央図書館 1,379
事務事業の効率化を図るために必要な事業であり、現状どおり運営す
る。

情報化の推進 情-83

234 電算システム運用経費
多様化する図書館業務に対応し、円滑に業務を遂行するために
図書館の電算システムを更新し業務の効率化と、図書館サービス
の向上を図る。

中央図書館 16,409
・事業の効果・効率化がより一層図られるよう、コスト面にも配慮しなが
ら、管理・運営を引き続き実施されたい。

情報化の推進 情-84 2次点検実施

235 図書館協議会委員１０名分報酬
図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに図書館の行う
図書館奉仕に対し意見を述べる機関としての図書館協議会を開
催する。

中央図書館 354 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-165

236 図書館協議会運営経費
図書館協議会委員の旅費等、図書館協議会の運営にかかわる経
費を計上する。

中央図書館 29 事業の円滑な運営を行うため必要な事業であり、継続して実施する。 民間活力の活用 民-166

237 浦安市読書会連絡協議会補助金
協議会に加盟している読書会は６団体で、各読書会の代表者に
よって組織されている。この読書会活動をより一層充実させるた
め、補助を行うものである。

中央図書館 100 民間活力を活用した事業であり、現状どおり運営する。 民間活力の活用 民-167

注：当初予算額の欄について
・区分の欄が「公共施設の有効活用」となっている施設については、当該施設の経常的な維持管理経費を記載。なお、以下については、事業運営費を含めた額を記載しています。
施-11、施-13、施-15、施-20、施-21、施-24、施-27、施-28、施-30、施-33、施-34、施-35、施-39、施-40

・「-」表記については、複合施設や倉庫、駐車場などで、主たる施設が一括して維持管理を行い、当該施設で維持管理経費を計上していないものです。
・「0」表記については、放置自転車の保管場所など、当該施設の維持管理にあたり経費を計上していないものです。

13/13


