
所属 管理 番号 予算書に記載の事業名 事務事業名 短期方針

企画課 001 総務一般管理費 秘書業務 現状維持
002 シティプロモーション事業費 シティプロモーション施策の推進 改善・効率化
003 企画調整費 総合計画事業 改善・効率化
004 企画調整費 行政改革事業 現状維持
005 企画調整費 行政評価事業 改善・効率化
006 企画調整費 国政要望活動 現状維持
007 企画調整費 県政要望活動 現状維持
008 企画調整費 政党要望活動 現状維持
009 企画調整費 商標登録事業 廃止・完了
010 企画調整費 連携中枢都市圏連携事業 改善・効率化
011 企画調整費 ＰＰＰ・ＰＦＩ推進事業 拡大・拡充
012 企画調整費 都市間連携推進事業 現状維持
013 企画調整費 コミュニティ助成事業 現状維持
014 企画調整費 地方分権改革 現状維持
015 企画調整費 まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進 改善・効率化
016 企画調整費 中井中央公園拠点整備 改善・効率化
017 定住促進空き家活用事業費 空き家バンク事業 拡大・拡充
018 定住促進空き家活用事業費 子育て・若年夫婦世帯空き家改修事業補助事業 改善・効率化
019 定住促進空き家活用事業費 県西地域空き家利活用促進協議会 現状維持
020 企画調整費 移住・定住の促進 拡大・拡充
021 企画調整費 地域再生計画 現状維持
022 企画調整費 自治基本条例の推進 改善・効率化
023 企画調整費 市町村振興協会事業 現状維持
024 企画調整費 あしがらブランディング事業 改善・効率化
025 企画調整費 県西地域活性化プロジェクト 現状維持
026 企画調整費 東京２０２０オリ・パラ開催 現状維持
027 企画調整費 かながわ西観光コンベンションビューロー 現状維持
028 企画調整費 ラグビーワールドカップ２０１９準備委員会 現状維持
029 企画調整費 足柄上地区首長懇談会 現状維持
030 企画調整費 なかい誕生110年記念事業事務 改善・効率化
031 生活交通維持対策費 地域公共交通会議の運営 現状維持
032 生活交通維持対策費 路線バス利便性の向上 改善・効率化
033 生活交通維持対策費 オンデマンドバスの実証運行 改善・効率化
034 生活交通維持対策費 オンデマンドバス予約・登録・運行 現状維持
035 広域連携・地域間交流費 神奈川県西部広域行政協議会 現状維持
036 広域連携・地域間交流費 足柄上地区広域行政協議会 現状維持
037 広域連携・地域間交流費 秦野市・中井町・二宮町・大磯町広域行政推進協議会 現状維持
038 広域連携・地域間交流費 一市三町広域行政推進協議会 改善・効率化
039 広域連携・地域間交流費 ３市３町広域行政推進協議会 改善・効率化
040 広域連携・地域間交流費 葛川サミット 改善・効率化
041 広域連携・地域間交流費 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議 改善・効率化
042 広域連携・地域間交流費 神奈川県鉄道輸送力増強促進会議 現状維持
043 広域連携・地域間交流費 未病サミット神奈川実行委員会 改善・効率化
044 番号制度管理事業費 番号制度（マイナンバー）事務 改善・効率化
045 都市計画総務費 企業誘致関係事務 改善・効率化
046 都市計画総務費 土地利用調整事務 現状維持

総務課 001 総務一般管理費 職員給与支給事務 現状維持
002 総務一般管理費 職員旅費支給事務 現状維持
003 総務一般管理費 源泉徴収事務 現状維持
004 総務一般管理費 職員福利厚生事務 現状維持
005 総務一般管理費 労働安全衛生事務 拡大・拡充
006 総務一般管理費 公務災害補償事務 現状維持
007 総務一般管理費 職員被服貸与事務 現状維持
008 総務一般管理費 町村会共済事務 現状維持
009 総務一般管理費 非常勤職員雇用事務 拡大・拡充
010 総務一般管理費 行政手続事務 現状維持
011 総務一般管理費 文書管理事務 現状維持
012 総務一般管理費 文書発送収受事務 現状維持
013 総務一般管理費 平和推進事業 現状維持
014 総務一般管理費 総務管理事務 現状維持
015 総務一般管理費 消耗品管理事務 現状維持
016 総務一般管理費 備品管理事務 現状維持
017 総務一般管理費 公用車管理事務 現状維持
018 情報公開費 個人情報保護事務 現状維持
019 情報公開費 情報公開事務 現状維持
020 行政相談費 各種相談事務 現状維持
021 表彰費 表彰事務 現状維持
022 人事・職員研修費 職員管理事務 現状維持
023 人事・職員研修費 職員研修 改善・効率化
024 人事・職員研修費 職員人材育成事務 現状維持
025 例規費 例規整備事務 現状維持
026 財産管理費 町有財産管理事業 現状維持
027 財産管理費 庁舎管理事務 現状維持
028 財産管理費 借地契約事務 現状維持
029 電子自治体共同運営費 入札事務 現状維持
030 電子自治体共同運営費 契約事務 現状維持
031 電子自治体共同運営費 検査事務 改善・効率化
032 電子自治体共同運営費 公共工事適正化事務 現状維持
033 税務総務費 固定資産評価審査委員会事務 現状維持
034 選挙管理委員会費 選挙管理委員会事務 現状維持
035 選挙啓発費 選挙啓発費事務 現状維持
036 監査委員費 監査事務 現状維持
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037 保健福祉センター施設運営費 借地契約事務 現状維持
038 中井中央公園費 借地契約事務 現状維持
039 厳島湿生公園費 借地契約事務 現状維持
040 消防団施設費 借地契約事務 現状維持
041 防災無線費 借地契約事務 現状維持
042 中村小学校管理費 借地契約事務 現状維持
043 なかいこども園費 借地契約事務 現状維持
044 公民館費 借地契約事務 現状維持
045 財政管理費 予算編成事務 現状維持
046 財政管理費 決算事務 現状維持
047 財政管理費 普通交付税事務 現状維持
048 財政管理費 特別交付税事務 現状維持
049 財政管理費 町債事務 現状維持
050 財政管理費 予算執行事務 現状維持
051 財政管理費 財政状況公表事務 現状維持
052 財政管理費 決算統計事務 現状維持
053 財政管理費 諸財政事務 現状維持
054 基金積立費 基金管理事務 現状維持
055 情報管理費 情報管理事務 現状維持
056 総合行政ネットワーク費 総合行政ネットワーク事務 現状維持
057 電子自治体共同運営費 電子自治体共同運営事務 現状維持
058 電算広域化推進事業費 町村情報システム共同運営事務 現状維持
059 電算広域化推進事業費 番号制度（マイナンバー）事務 現状維持

地域防災課 001 防犯対策費 防犯対策事業 現状維持
002 防犯灯費 防犯灯整備事業 現状維持
003 交通安全推進費 交通安全対策事業 現状維持
004 交通安全施設整備費 交通安全施設整備事業 現状維持
005 交通指導隊運営費 交通指導隊運営事務 現状維持
006 災害救助費 災害弔慰金事務 現状維持
007 常備消防運営事業費 常備消防委託事務 現状維持
008 消防団運営費 消防団運営事務 改善・効率化
009 消防団施設費 消防団施設維持管理事務 改善・効率化
010 防災対策費 防災対策事務 現状維持
011 防災対策費 自主防災組織支援事務 現状維持
012 防災対策費 指定緊急避難場所等防災設備維持管理事務 現状維持
013 防災対策費 防災資機材維持管理事務 現状維持
014 防災対策費 危機管理事務 現状維持
015 防災無線費 防災行政無線整備事業 現状維持
016 広報広聴費 町政懇談会 改善・効率化
017 広報広聴費 わたしの提案（手紙・メール） 現状維持
018 広報広聴費 パブリックコメント手続き事務 現状維持
019 広報広聴費 ホームページ管理等事務 改善・効率化
020 広報広聴費 町勢要覧作成事業 改善・効率化
021 広報広聴費 ＳＮＳ等による情報発信及び関係機関への情報提供事務 改善・効率化
022 広報紙発行費 広報なかいの編集・発行 改善・効率化
023 広報紙発行費 広報なかいの仕分・配達 現状維持
024 企画調整費 国際交流事務 現状維持
025 統計調査総務費 一般統計調査 現状維持
026 基幹統計費 指定統計調査 現状維持
027 地域協働推進費 自治会関係事務 現状維持
028 地域協働推進費 まちづくりパートナー制度 改善・効率化
029 地域協働推進費 住民活動保険事業 現状維持
030 男女共同参画推進費 男女共同参画推進事務 現状維持

税務町民課 001 税務総務費 各種証明書発行等窓口事務 現状維持
002 税務総務費 徴収事務 現状維持
003 税務総務費 コンビニ収納事務 現状維持
004 税務総務費 地方税ASPサービス提供事務 現状維持
005 税務総務費 地方電子協議会事務 現状維持
006 税務総務費 条例改正事務 現状維持
007 町民税賦課事務費 申告相談事務 現状維持
008 町民税賦課事務費 普通徴収賦課事務 現状維持
009 町民税賦課事務費 特別徴収賦課事務 現状維持
010 町民税賦課事務費 法人町民税賦課事務 現状維持
011 町民税賦課事務費 たばこ税賦課事務 現状維持
012 町民税賦課事務費 減免・更正事務 現状維持
013 町民税賦課事務費 課税状況調事務 現状維持
014 町民税賦課事務費 町県民税徴収状況報告事務 現状維持
015 町民税賦課事務費 町県民税徴収取扱費事務 現状維持
016 資産税賦課事務費 資産税評価・価格決定事務 現状維持
017 資産税賦課事務費 土地台帳更新事務 改善・効率化
018 資産税賦課事務費 公図更新事務 現状維持
019 資産税賦課事務費 家屋台帳更新事務 現状維持
020 資産税賦課事務費 縦覧・閲覧事務 現状維持
021 資産税賦課事務費 資産税減免・更生事務 現状維持
022 資産税賦課事務費 資産税概要調書事務 現状維持
023 資産税賦課事務費 相続人代表者指定届事務 現状維持
024 資産税賦課事務費 国有財産等所在市町村交付金事務 現状維持
025 資産税賦課事務費 GIS業務委託事務 現状維持
026 資産税賦課事務費 土地評価業務委託事務 現状維持
027 資産税賦課事務費 標準地鑑定委託事務 現状維持
028 軽自動車税賦課事務費 軽自動車税賦課事務 現状維持
029 軽自動車税賦課事務費 減免・更正事務 現状維持
030 軽自動車税賦課事務費 登録車両情報更新事務 現状維持
031 償還金費 還付・充当事務 現状維持
032 戸籍住民窓口総務費 戸籍住民窓口事務 現状維持
033 戸籍住民窓口総務費 戸籍附票管理・登録事務 現状維持
034 戸籍住民窓口総務費 戸籍登録・戸籍謄本等交付事務 現状維持

2 / 7



035 戸籍住民窓口総務費 埋火葬許可事務 現状維持
036 戸籍住民窓口総務費 住民票等郵送請求対応事務 現状維持
037 戸籍住民窓口総務費 成年後見登記関連事務 現状維持
038 戸籍住民窓口総務費 町民対応・その他事務 現状維持
039 戸籍システム費 戸籍システム事務 現状維持
040 戸籍システム費 相続税法第58条第1項報告事務 現状維持
041 戸籍システム費 破産者名簿管理事務 現状維持
042 戸籍システム費 罪人名簿管理事務 現状維持
043 住基ネットシステム費 住基ネット事務 現状維持
044 住民情報システム費 住民情報システム事務 現状維持
045 住民情報システム費 外国人住民登録事務 現状維持
046 住民情報システム費 DV支援措置関連事務 現状維持
047 番号制度管理事業費 番号制度管理事務 現状維持
048 番号制度管理事業費 個人番号カード交付事務 現状維持
049 番号制度管理事業費 個人番号通知カード管理事務 現状維持
050 統計調査総務費 統計調査事務 現状維持
051 火葬費補助費 火葬料補助金 現状維持
052 老人医療費 老人保健事務 廃止・完了
053 後期高齢者医療事業費 後期高齢者医療運営事務 現状維持
054 後期高齢者医療事業費 後期高齢者医療レセプト審査事務 現状維持
055 後期高齢者医療事業費 後期高齢者健康診査事務 現状維持
056 後期高齢者医療事業費 後期高齢者医療保険料徴収事務 現状維持
057 後期高齢者医療事業費 後期高齢者医療保険料還付事務 現状維持
058 後期高齢者医療事業費 一般会計繰入事務 現状維持
059 後期高齢者医療事業費 後期高齢者医療広域連合納付金支払事務 現状維持
060 国民健康保険事業費 一時借入金利子支払事務 改善・効率化
061 国民年金事務費 国民年金法定受託事務、協力連携事務 現状維持
062 国民健康保険特別会計繰出金 国保特別会計繰出金事務 改善・効率化
063 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 後期高齢特別会計繰出金事務 現状維持
064 後期高齢者医療事業費 広域連合事務費負担金 現状維持
065 後期高齢者医療事業費 後期高齢者医療定率市町村負担金 現状維持
066 国民健康保険事業費 国保庶務事務 現状維持
067 国民健康保険事業費 国保資格事務 改善・効率化
068 賦課徴収費 賦課徴収事務 現状維持
069 賦課徴収費 賦課徴収事務 現状維持
070 運営協議会費 国保運営協議会事務 現状維持
071 一般被保険者療養給付費 療養給付事務 改善・効率化
072 出産育児一時金 出産育児一時金支払事務 現状維持
073 葬祭費 葬祭費支給事務 現状維持
074 後期高齢者支援金 各種納付金等支払事務 現状維持
075 後期高齢者支援金 社会保険診療報酬支払基金事務 現状維持
076 後期高齢者支援金 医療費適正化事務 現状維持
077 特定健康診査事業費 保健事業 改善・効率化
078 特定保健指導事業費 保健事業 改善・効率化
079 保健衛生普及費 保健事業 現状維持
080 保健衛生普及費 保健事業 改善・効率化

福祉課 001 社会福祉総務費 地域福祉事業 現状維持
002 社会福祉総務費 人権関連事業 現状維持
003 社会福祉総務費 各種団体支援事業 現状維持
004 社会福祉総務費 自殺対策事業 現状維持
005 社会福祉総務費 避難行動要支援者登録事業 現状維持
006 民生委員運営費 民生委員児童委員協議会運営 現状維持
007 遺族会・戦没者追悼費 町遺族会運営事業 現状維持
008 遺族会・戦没者追悼費 特別弔慰金給付事業・戦没者遺族援護事業 改善・効率化
009 社会福祉協議会運営補助費 福祉協議会運営補助 現状維持
010 社会福祉協議会運営補助費 福祉送迎事業補助 現状維持
011 臨時福祉給付金等事業費 臨時福祉給付金等事業 廃止・完了
012 障害者福祉総務費 障害者計画等策定事業 現状維持
013 障害者福祉総務費 広域連携事業（障害福祉総務） 現状維持
014 障害者福祉総務費 広域連携事業（地域生活支援） 現状維持
015 障害者福祉総務費 障害者手帳交付事業 現状維持
016 障害者福祉総務費 障害関係手当給付事業 現状維持
017 自立支援給付事業費 自立支援給付事業 現状維持
018 地域生活支援事業費 地域生活支援事業 現状維持
019 重度障害者医療給付事業費 重度障害者医療費給付事務 現状維持
020 町営住宅管理費 町営住宅管理 改善・効率化
021 地域集会施設費 地域集会施設運営事務 廃止・完了
022 ひとり親家庭等支援費 ひとり親家庭等医療費助成事務 現状維持
023 ひとり親家庭等支援費 児童扶養手当事務 現状維持
024 障害者福祉総務費 特別児童扶養手当事務 現状維持
025 放課後児童健全育成事業費 放課後児童健全育成事業事務 現状維持
026 小児医療費助成事業費 小児医療費助成事業事務 現状維持
027 子ども・子育て支援事業費 保育料補助金支給事務 現状維持
028 児童手当費 児童手当事務 現状維持
029 保育所運営費 保育実施事務 現状維持
030 次世代育成支援対策費 子ども・子育て会議事務 現状維持
031 次世代育成支援対策費 要保護児童対策事務 現状維持
032 子育て支援センター運営費 子育て支援センター運営事務 現状維持
033 ファミリーサポートセンター運営費 ファミリーサポートセンター運営事務 現状維持
034 母子保健事業費 養育医療費助成事務 現状維持
035 なかいこども園費 なかいこども園の施設維持管理事務 現状維持

健康課 001 老人福祉総務費 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事務 現状維持
002 老人福祉総務費 介護職員初任者研修支援事業 現状維持
003 在宅生活支援事業費 在宅高齢者福祉サービス事務 改善・効率化
004 老人保護措置費 老人保護措置事務 現状維持
005 敬老会・敬老祝金費 敬老会・敬老祝金支給事務 改善・効率化
006 介護保険低所得者特別対策費 社会福祉法人利用者負担減額補助金事務 現状維持
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007 生きがい対策事業費 シルバー人材センター補助事務 現状維持
008 生きがい対策事業費 高齢者サロン活動事業 改善・効率化
009 老人クラブ育成支援費 老人クラブ助成事務 現状維持
010 介護保険特別会計繰出金 介護保険事業特別会計繰出金 現状維持
011 保健福祉センター施設運営費 保健福祉センター施設運営事務 改善・効率化
012 介護保険特別会計 介護保険財政運営事務 現状維持
013 介護保険特別会計 介護保険賦課徴収事務 現状維持
014 介護保険特別会計 介護認定事務運営事務 現状維持
015 介護保険特別会計 介護（予防）サービス等給付費給付事務 現状維持
016 介護保険特別会計 介護予防・日常生活支援総合事業事務 拡大・拡充
017 介護保険特別会計 地域包括支援センター事務 改善・効率化
018 介護保険特別会計 地域ケア会議推進事業 現状維持
019 介護保険特別会計 生活支援体制整備事業 拡大・拡充
020 介護保険特別会計 認知症総合支援事業 拡大・拡充
021 介護保険特別会計 在宅医療・介護連携推進事業 現状維持
022 介護保険特別会計 任意事務 現状維持
023 介護保険特別会計 国県支出金等交付事務 現状維持
024 介護保険特別会計 介護保険運営協議会事務 現状維持
025 介護保険特別会計 地域密着型サービス事務 現状維持
026 介護保険特別会計 第三者行為求償事務 現状維持
027 介護保険特別会計 電算処理事務 現状維持
028 介護保険特別会計 介護給付適正化事務 現状維持
029 保健衛生総務費 献血および日本赤十字社協力業務 現状維持
030 保健衛生総務費 電算処理事務 現状維持
031 足柄上医師会事業費 医師会関係事務 現状維持
032 足柄歯科医師会事業費 歯科医師会関係事務 現状維持
033 母子保健事業費 妊娠・出産包括支援事業 現状維持
034 母子保健事業費 妊婦健康診査事務 改善・効率化
035 母子保健事業費 乳幼児健康診査事業 現状維持
036 母子保健事業費 育児相談・育児教室事業 現状維持
037 母子保健事業費 要指導ケース対応およびフォローアップ事業 現状維持
038 母子保健事業費 特定不妊治療費助成事務 現状維持
039 母子保健事業費 不育治療費助成事務 改善・効率化
040 救急医療事業費 救急医療事務 現状維持
041 予防接種事業費 予防接種事務 現状維持
042 結核予防・感染症対策事業費 感染症対策事務 現状維持
043 健康増進事業費 健康相談事業 現状維持
044 健康増進事業費 訪問指導事業 現状維持
045 健康増進事業費 健康教育事業 現状維持
046 健康診査事業費 健康診査事業 現状維持
047 健康診査事業費 後期高齢者人間ドック補助事業 現状維持
048 がん検診・結核検診事業費 がん検診事業 現状維持
049 がん検診・結核検診事業費 結核検診事業 現状維持
050 健康プラン推進事業費 健康増進計画推進事業 現状維持
051 健康プラン推進事業費 未病センター・健康づくりステーション事業 改善・効率化
052 健康プラン推進事業費 健康普及員活動事業 改善・効率化
053 健康プラン推進事業費 健康づくり地区組織活動 現状維持
054 健康プラン推進事業費 食生活改善推進事業 現状維持
055 国民健康保険特別会計 特定健診・特定保健指導事業 現状維持
059 保健衛生総務費 栄養業務管理事務 改善・効率化

環境上下水道課 001 狂犬病予防費 狂犬病予防 現状維持
002 環境保全対策費 住宅用太陽光発電システム等設置補助 改善・効率化
003 町内一斉清掃費 町内一斉清掃 改善・効率化
004 町内一斉清掃費 クリーンタウン運動 現状維持
005 花いっぱい運動費 花いっぱい運動 現状維持
006 不法投棄対策費 不法投棄監視・回収業務 現状維持
007 水質・土壌検査費 河川・工場排水土壌検査 現状維持
008 生物多様性調査事業費 生物多様性調査 廃止・完了
009 ごみ収集費 ごみ収集業務 現状維持
010 ごみ資源化費 ごみ資源化事業 現状維持
011 広域ごみ処理費負担金 あしがら上地区資源循環型処理施設整備調整会議 現状維持
012 広域ごみ処理費負担金 足柄東部清掃組合 現状維持
013 環境基本計画推進費 環境基本計画の推進 改善・効率化
014 地下水保全対策事業費 地下水の保全の推進 現状維持
015 ごみ収集費 ごみステーションの管理 現状維持
016 ごみ収集費 動物死体処理 現状維持
017 ごみ収集費 ごみ収集運搬 現状維持
018 ごみ減量化費 生ごみ減量化の推進 改善・効率化
019 水源の森林づくり事業費 森林整備の推進 現状維持
020 環境保全対策費 地球温暖化対策実行計画 現状維持
021 し尿処理費 し尿処理事業 改善・効率化
022 足柄上衛生組合負担金 足柄上衛生組合（足柄衛生センター分）事業 現状維持
023 合併処理浄化槽整備費補助費 合併処理浄化槽整備費補助事業 継続(改善・効率化)
024 水道事業会計繰出金 水道事業会計繰出事業 現状維持
025 下水道事業特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出事業 現状維持
026 一般管理費 公共下水道運営事業 現状維持
027 一般管理費 下水道運営審議会事業 現状維持
028 一般管理費 受益者負担金等賦課徴収事業 現状維持
029 一般管理費 下水道使用料賦課徴収事業 現状維持
030 一般管理費 水洗化奨励金等補助事業 現状維持
031 一般管理費 酒匂川流域下水道関係事業 現状維持
032 一般管理費 神奈川県下水道公社関係事業 現状維持
033 一般管理費 地方公営企業会計移行事業 現状維持
034 排水施設管理費 公共下水道維持管理事業 現状維持
035 排水施設管理費 特定事業場水質管理事業 現状維持
036 排水施設費 公共下水道整備事業 現状維持
037 水道事業会計 水道運営事業 現状維持
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038 水道事業会計 水道料金賦課徴収事業 現状維持
039 水道事業会計 経営戦略策定事業 現状維持
040 水道事業会計 水道維持管理事業 現状維持
041 水道事業会計 水道水質検査事業 現状維持
042 水道事業会計 配水池耐震診断事業 現状維持
043 水道事業会計 水道施設工事・検査事業 現状維持
044 水道事業会計 消火栓維持補修事業 現状維持

産業振興課 001 農業委員会費 農業委員会 現状維持
002 ふれあい農園費 ふれあい農園 改善・効率化
003 農業総務費 農業総務 現状維持
004 農業者年金費 農業者年金 現状維持
005 農業振興費 農業振興 改善・効率化
006 農産物品評会費 農産物品評会 現状維持
007 有害鳥獣駆除費 有害鳥獣駆除 拡大・拡充
008 人・農地プラン作成事業 人・農地プラン作成 現状維持
009 畜産業費 畜産業 現状維持
010 商工振興費 上商工会 現状維持
011 商工振興費 町商工振興会 現状維持
012 商工振興費 地域通貨 現状維持
013 消費者行政費 消費者行政 現状維持
014 中小企業振興費 中小企業振興 現状維持
015 勤労者対策費 勤労者対策 現状維持
016 消費者行政活性化事業 消費者行政活性化 現状維持
017 地域ブランド推進事業 地域ブランド推進 拡大・拡充
018 里都まちブランド推進事業 里都まちブランド推進 現状維持
019 観光振興費 観光振興 現状維持
020 観光振興費 美・緑なかいフェスティバル 継続(改善・効率化)
021 観光振興費 厳島湿生公園活性化 現状維持
022 観光農園費 観光農園 抜本的見直し

まち整備課 001 児童公園費 南部メガソーラー活用業務 現状維持
002 厳島湿生公園費 厳島湿生公園維持管理事務 現状維持
003 都市計画総務費 土砂等による土地の埋立て等の規制に関する事務 現状維持
004 生涯学習推進費 生涯学習施設整備事業 抜本的見直し
005 地籍調査費 地籍調査事業 改善・効率化
006 都市計画総務費 都市計画審議会事務 現状維持
007 都市計画総務費 都市計画基礎調査事務 現状維持
008 都市計画総務費 都市計画基本図作成事務 現状維持
009 都市計画総務費 都市計画施策事務 現状維持
010 都市計画総務費 地区計画手続事務 現状維持
011 都市計画総務費 工場立地法手続事務 現状維持
012 都市計画総務費 緑の保全関係事務 現状維持
013 都市計画総務費 役場周辺の土地利用の推進 抜本的見直し
014 都市計画総務費 インターチェンジ周辺土地利用推進事務 現状維持
015 都市計画総務費 砂利採取地対策事務 現状維持
016 都市計画総務費 都市計画補助金事務 現状維持
017 都市計画総務費 中井町開発指導要綱事務 現状維持
018 都市計画総務費 開発行為申請経由事務 現状維持
019 都市計画総務費 建築確認申請経由事務 現状維持
020 都市計画総務費 屋外広告物条例手続事務 現状維持
021 中井中央公園費 指定管理者制度運用事務 現状維持
022 児童公園費 児童公園維持管理事務 抜本的見直し
023 境グリーンテクパーク公園費 都市公園維持管理事務 現状維持
024 土木総務費 土木総務事業 現状維持
025 維持補修費 道路維持補修事業 現状維持
026 維持補修費 町道舗装補修事業 現状維持
027 維持補修費 道路後退用地整備事業 現状維持
028 維持補修費 人にやさしいまちづくり事業 現状維持
029 道路新設改良費 道路新設改良事業 現状維持
030 維持管理費 道路維持管理事業 現状維持
031 橋りょう維持費 橋りょう維持事業 現状維持
032 都市計画総務費 都市交通事務 現状維持
033 農とみどりの整備事業費 農とみどりの整備事業 拡大・拡充
034 農道整備費 農道整備・維持補修事業 現状維持
035 河川総務費 河川維持事業 現状維持
036 急傾斜地崩壊防止費 急傾斜地崩壊防止事業 現状維持
037 河川維持費 河川維持管理事業 現状維持
038 都市計画総務費 住宅施策事務 現状維持
039 木造住宅耐震診断等補助費 住宅耐震化事務 現状維持
040 木造住宅耐震診断等補助費 震後対策事務 現状維持

会計課 001 会計管理費 決算の調製事務 現状維持
002 会計管理費 指定金融機関等事務 現状維持
003 会計管理費 月例出納検査事務 現状維持
004 会計管理費 公金収納支払事務 現状維持
005 会計管理費 資金運用事務 現状維持

教育課 001 教育委員会費 教育委員会運営事業 現状維持
002 教育委員会事務局費 教職員及び事務局関係事務 現状維持
003 教育委員会事務局費 教職員の定数及び学級編成事務 現状維持
004 教育委員会事務局費 教育委員会点検評価事業 現状維持
005 教育委員会事務局費 学校基本調査事務 現状維持
006 教育委員会事務局費 教育行政企画調整事業 現状維持
007 教育委員会事務局費 教育行政に関する事務 現状維持
008 教育委員会事務局費 学校への指導・助言業務 現状維持
009 教育委員会事務局費 授業づくり研究事務 現状維持
010 教育委員会事務局費 学校教育関連事業計画事務 現状維持
011 教育委員会事務局費 園長・校長会、副園長・教頭会業務 現状維持
012 教育委員会事務局費 教育研修会運営業務 現状維持
013 教育委員会事務局費 教育研究・研修事務 現状維持
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014 教育委員会事務局費 副読本作成業務 現状維持
015 教育委員会事務局費 特別支援教育推進事務 現状維持
016 教育委員会事務局費 就学に関する相談・支援業務 現状維持
017 教育委員会事務局費 調査・統計業務 現状維持
018 教育委員会事務局費 教育相談業務 現状維持
019 教育委員会事務局費 人権・道徳教育推進業務 現状維持
020 教育委員会事務局費 幼児教育支援業務 現状維持
021 教育委員会事務局費 地域学校支援業務 現状維持
022 教育委員会事務局費 こども教育懇談会事務 現状維持
023 教育委員会事務局費 家庭教育推進支援業務 現状維持
024 教育委員会事務局費 児童・生徒指導支援業務 現状維持
025 教育委員会事務局費 いじめ防止対策事業 現状維持
026 教育委員会事務局費 教科書採択給与事務 現状維持
027 教育委員会事務局費 就学事務 現状維持
028 教育委員会事務局費 学校安全事業 現状維持
029 教育委員会事務局費 学校保健事業 現状維持
030 教育委員会事務局費 学校評議員事業 現状維持
031 教育委員会事務局費 学校給食事業 現状維持
032 教育委員会事務局費 教育財産の取得、管理及び処分に関する事務 現状維持
033 教育委員会事務局費 学校環境衛生管理事業 現状維持
034 教育委員会事務局費 教育委員会だより発行 現状維持
035 教育委員会事務局費 教育委員会ホームページの管理充実 現状維持
036 教育委員会事務局費 幼稚園就園奨励費補助事業 現状維持
037 教育委員会事務局費 不審者情報等の発信事務 改善・効率化
038 教育委員会事務局費 災害補償・賠償責任保険事務 現状維持
039 外国人講師設置費 外国語指導助手の配置 継続(改善・効率化)
040 教育支援センター設置費 不登校等児童生徒への支援事業 改善・効率化
041 育英奨学金費 育英奨学金事業 現状維持
042 学校生活支援事業 配慮を要する児童生徒への支援事業 現状維持
043 学校給食費 学校給食センター運営管理事業 現状維持
044 中村小学校管理費 情報教育充実事業 現状維持
045 中村小学校管理費 学校環境整備事業 現状維持
046 教育振興費 特別支援教育就学奨励費補助事業 改善・効率化
047 教育振興費 就学援助事業 改善・効率化
048 井ノ口小学校管理費 情報教育事業 現状維持
049 井ノ口小学校管理費 学校環境整備事業 現状維持
050 中井中学校管理費 情報教育事業 現状維持
051 中井中学校管理費 学校環境整備事業 現状維持

生涯学習課 001 コミュニティセンター運営費 境コミュニティセンター管理事務 現状維持
002 農村環境改善センター施設運営費 農村環境改善センター施設管理事務 現状維持
003 図書費 図書室管理事務 現状維持
004 読書活動推進費 読書活動推進事業 拡大・拡充
005 社会教育総務費 きんもくせいの会 現状維持
006 社会教育総務費 人権教育事業 現状維持
007 社会教育総務費 PTAに関する事務 現状維持
008 社会教育総務費 社会教育委員事務 現状維持
009 社会教育総務費 土曜学習事業 現状維持
010 生涯学習推進費 生涯学習基本計画関係 現状維持
011 生涯学習推進費 生涯学習推進協議会関係 改善・効率化
012 生涯学習推進費 地域活動振興員 現状維持
013 青少年活動費 青少年育成のつどい事業 現状維持
014 青少年活動費 青少年問題協議会事務 現状維持
015 青少年活動費 成人のつどい事業 現状維持
016 青少年活動費 青少年交流洋上体験研修事業 継続(改善・効率化)
017 青少年活動費 １市４町１村青少年交流キャンプ事業 継続(改善・効率化)
018 青少年活動費 青少年ふれあい交流事業 現状維持
019 青少年活動費 町子ども会育成指導者連絡協議会事務 現状維持
020 青少年活動費 青少年指導員事務 現状維持
021 青少年活動費 中井町児童生徒表彰事業 改善・効率化
022 文化財費 文化財保護事業 現状維持
023 文化財費 歴史資料保存事業 現状維持
024 文化財費 埋蔵文化財発掘調査事業 現状維持
025 文化振興費 文化団体連絡協議会 現状維持
026 文化振興費 町民文化祭 現状維持
027 文化振興費 里山俳句大会 現状維持
028 文化振興費 中井町短歌・俳句大会事業 現状維持
029 郷土資料館費 郷土資料館施設管理事務 現状維持
030 スポーツ振興費 スポーツ功労者の表彰 現状維持
031 スポーツ振興費 スポーツ団体の育成、個人の支援 現状維持
032 スポーツ振興費 中井町スポーツ推進委員連絡協議会 現状維持
033 スポーツ振興費 中井町体育協会 現状維持
034 スポーツ振興費 学校プール一般開放事務 現状維持
035 体育施設管理費 総合グラウンド開放事務 現状維持
036 体育施設管理費 学校施設一般開放事務 現状維持
037 体育施設管理費 境グリーンテクパーク開放事務 現状維持
038 スポーツイベント運営費 かながわ駅伝大会 現状維持
039 スポーツイベント運営費 自治会親善パークゴルフ大会 現状維持
040 スポーツイベント運営費 自治会親善ユニカール大会 現状維持
041 スポーツイベント運営費 ニュースポーツ教室 現状維持
042 スポーツイベント運営費 足柄上郡総合体育大会 現状維持
043 スポーツイベント運営費 足柄上地区一周駅伝大会 現状維持
044 スポーツイベント運営費 健康スポ・レク祭 現状維持
045 スポーツイベント運営費 健康マラソン大会 現状維持
046 里都まちなかい魅力創生事業費 里都まちスポーツ部会の運営 現状維持
047 里都まちなかい魅力創生事業費 里都まちなかいキッズサイクルフェスティバル関係 現状維持
048 里都まちなかい魅力創生事業費 里都まちなかいノルディックウォーク関係 現状維持
049 公民館費 施設・設備管理事務 現状維持
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050 公民館費 利用団体関係事務 現状維持
051 公民館まつり費 公民館まつり関係事務 現状維持
052 講座・教室費 講座・教室運営事務 現状維持
053 図書費 図書関係事務 現状維持
054 戸籍住民窓口総務費 井ノ口連絡所事務 現状維持

議会事務局 001 議会運営費 議会だより編集事務 現状維持
002 議会運営費 議事録作成事務 現状維持
003 議会運営費 議会運営事務 現状維持
004 議会運営費 委員会事務 改善・効率化
005 議会運営費 議会中継業務委託事業 現状維持
006 議会運営費 政務活動費支給事務 現状維持
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