
令和２年度事務事業調査　事務事業一覧（対象：令和元年度）

001 未病の推進に関する事務 － ２114 現状維持
002 土地利用調整事務 － ４111 現状維持
003 子育て・若年夫婦世帯空き家改修事業補助事業 子育て・若年夫婦世帯空き家改修事業補助事業 ４211 改善効率化
004 三世代同居等推進事業 三世代同居等推進事業 ４211 改善効率化
005 空き家バンク事業 空き家バンク事業 ４212 拡大・拡充
006 空き家対策に関する事務 － ４212 改善効率化
007 県西地域空き家利活用促進協議会事務 － ４212 現状維持
008 路線バス維持対策事業 路線バス利便性の向上 ４221 現状維持
009 地域公共交通会議の運営事務 地域公共交通会議の運営 ４222 現状維持
010 オンデマンドバスの実証運行委託業務 オンデマンドバスの実証運行 ４222 改善効率化
011 オンデマンドバス予約・登録・運行業務 オンデマンドバス予約・登録・運行 ４222 改善効率化
012 生活交通対策一般事務 － ４222 現状維持
013 企業誘致関係事務 － ５123 改善効率化
014 県西地域活性化プロジェクト推進事務 － ５211 改善効率化
015 東京２０２０オリ・パラ関係事務 － ５211 現状維持
016 かながわ西観光コンベンションビューロー関係事務 － ５211 現状維持
017 ラグビーワールドカップ２０１９関係事務 － ５211 休・廃止
018 総合戦略事務 総合戦略事務 ５211 改善効率化
019 地方創生交付金事務 － ５211 現状維持
020 なかい戦略みらい会議事務 なかい戦略みらい会議事務 ５211 休・廃止
021 地域活性化事務 － ５211 現状維持
022 自治基本条例の推進 － ７111 改善効率化
023 コミュニティ助成事業 コミュニティ助成事業 ７122 改善効率化
024 行政改革事業 － ７211 現状維持
025 地方分権改革 － ７211 現状維持
026 行政評価事業 行政評価事業 ７221 現状維持
027 総合計画事業 総合計画事業 ７232 現状維持
028 国政要望事業 － ７232 現状維持
029 県政要望事業 － ７232 現状維持
030 政党要望事業 － ７232 現状維持
031 ＰＰＰ・ＰＦＩ推進事業 － ７233 現状維持
032 都市間連携推進事業 － ７311 現状維持
033 市町村振興協会支援事業の調整事務 － ７311 現状維持
034 神奈川県西部広域行政協議会事務 神奈川県西部広域行政協議会 ７311 現状維持
035 足柄上地区広域行政協議会事務 － ７311 現状維持
036 一市三町広域行政推進協議会事務 一市三町広域行政推進協議会 ７311 現状維持
037 ３市３町広域行政推進協議会事務 ３市３町広域行政推進協議会 ７311 現状維持
038 湘南地域自転車観光推進協議会事務 － ７311 現状維持
039 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議事務 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議 ７311 現状維持
040 神奈川県鉄道輸送力増強促進会議事務 神奈川県鉄道輸送力増強促進会議 ７311 現状維持
041 ＭＥ－ＢＹＯサミット神奈川実行委員会事務 未病サミット神奈川実行委員会 ７311 現状維持
042 あしがら広域連携協議会事務 － ７311 現状維持
043 足柄上地区首長懇談会事務 － ７312 現状維持
044 秦野市・中井町・二宮町・大磯町広域行政推進協議会事務 秦野市・中井町・二宮町・大磯町広域行政推進協議会 ７312 現状維持
045 葛川サミット事務 葛川サミット ７312 休・廃止
046 シティプロモーション事業 シティプロモーション事業費 ７321 改善効率化
047 あしがらローカルブランディング推進事業 － ７321 改善効率化
048 移住・定住促進事務 移住・定住の促進 ７321 現状維持
049 番号制度（マイナンバー）事業 － ７323 現状維持
050 Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業 庁舎管理事務 ７323 現状維持
051 借地契約事務（防災無線費） 借地契約事務 ６112 現状維持
052 借地契約事務（消防団施設費） 借地契約事務 ６123 現状維持
053 非常勤職員雇用事務 非常勤職員雇用事務 ７212 改善効率化
054 職員給与支給事務 職員給与支給事務 ７213 改善効率化
055 職員旅費支給事務 職員旅費支給事務 ７213 改善効率化
056 源泉徴収事務 源泉徴収事務 ７213 現状維持
057 職員福利厚生事務 職員福利厚生事務 ７213 現状維持
058 労働安全衛生事務 労働安全衛生事務 ７213 現状維持
059 公務災害補償事務 公務災害補償事務 ７213 現状維持
060 職員被服貸与事務 職員被服貸与事務 ７213 現状維持
061 職員管理事務 職員管理事務 ７213 現状維持
062 職員人材育成事務 職員人材育成事務 ７213 改善効率化
063 行政手続事務 行政手続事務 ７222 現状維持
064 平和推進事業 平和推進事業 ７222 現状維持
065 総務管理事務 総務管理事務 ７222 現状維持
066 表彰事務 表彰費 ７222 現状維持
067 固定資産評価審査委員会事務 固定資産評価審査委員会事務 ７222 現状維持
068 選挙管理委員会事務 選挙管理委員会費 ７222 現状維持
069 選挙啓発費事務 選挙啓発費 ７222 現状維持
070 番号制度（マイナンバー）事務 － ７222 現状維持
071 衆議院議員選挙事務 － ７222 現状維持
072 参議院議員選挙事務 参議院議員選挙費 ７222 現状維持
073 町議会議員選挙事務 町議会議員選挙費 ７222 現状維持
074 県知事及び県議会議員選挙事務（統一地方選挙事務） 県議会議員及び県知事選挙費 ７222 現状維持
075 町長選挙事務 － ７222 現状維持
076 文書管理事務 文書管理事務 ７223 現状維持
077 個人情報保護事務 個人情報保護事務 ７223 現状維持
078 情報公開事務 情報公開事務 ７223 現状維持
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079 各種相談事務 各種相談事務 ７224 現状維持
080 普通交付税事務 普通交付税事務 ７231 現状維持
081 特別交付税事務 特別交付税事務 ７231 現状維持
082 町債事務 元金 ７231 現状維持
083 秘書業務 慶弔等交際行事費 ７232 現状維持
084 町村会共済事務 町村会共済事務 ７232 現状維持
085 例規整備事務 例規費 ７232 現状維持
086 借地契約事務（財産管理費） 借地契約事務 ７232 現状維持
087 借地契約事務（保健福祉センター施設運営費） 借地契約事務 ７232 現状維持
088 借地契約事務（中井中央公園費） 借地契約事務 ７232 現状維持
089 借地契約事務（厳島湿生公園費） 借地契約事務 ７232 現状維持
090 借地契約事務（中村小学校管理費） 借地契約事務 ７232 現状維持
091 借地契約事務（なかいこども園費） 借地契約事務 ７232 現状維持
092 借地契約事務（公民館費） 借地契約事務 ７232 現状維持
093 予算編成事務 予算編成事務 ７232 現状維持
094 文書発送収受事務 文書発送収受事務 ７233 現状維持
095 消耗品管理事務 消耗品管理事務 ７233 現状維持
096 備品管理事務 備品管理事務 ７233 現状維持
097 公用車管理事務 公用車管理事務 ７233 現状維持
098 町有財産管理事業 町有財産管理事業 ７233 現状維持
099 庁舎管理事務 庁舎管理事務 ７233 現状維持
100 入札契約事務 契約事務 ７233 現状維持
101 検査事務 検査事務 ７233 現状維持
102 公共工事適正化事務 公共工事適正化事務 ７233 現状維持
103 監査事務 監査委員費 ７233 現状維持
104 決算事務 決算事務 ７233 現状維持
105 予算執行事務 予算執行事務 ７233 現状維持
106 財政状況公表事務 財政状況公表事務 ７233 現状維持
107 決算統計事務 決算統計事務 ７233 現状維持
108 諸財政事務 諸財政事務 ７233 現状維持
109 基金管理事務 基金積立費 ７233 現状維持
110 電子自治体共同運営事務 電子自治体共同運営事務 ７311 現状維持
111 町村情報システム共同運営事務 町村情報システム共同運営事務 ７311 現状維持
112 情報管理事務 情報管理費 ７322 現状維持
113 総合行政ネットワーク事務 総合行政ネットワーク費 ７322 現状維持
114 防災対策事務 防災対策事務 ６112 現状維持
115 危機管理事務 危機管理事務 ６112 現状維持
116 防災行政無線整備事業 防災行政無線整備事業 ６112 拡大・拡充
117 自主防災組織支援事務 自主防災組織支援事務 ６121 改善効率化
118 災害弔慰金事務 災害救助費 ６122 現状維持
119 指定緊急避難場所等防災設備維持管理事務 指定緊急避難場所等防災設備維持管理事務 ６122 拡大・拡充
120 防災資機材維持管理事務 防災資機材維持管理事務 ６122 現状維持
121 常備消防委託事務 常備消防運営事業費 ６123 現状維持
122 消防団運営事務 消防団運営費 ６123 現状維持
123 消防団施設維持管理事務 消防団施設維持管理事務 ６123 現状維持
124 防犯対策事業 防犯対策費 ６211 現状維持
125 防犯灯整備事業 防犯灯費 ６211 現状維持
126 交通安全対策事業 交通安全推進費 ６212 現状維持
127 交通安全施設整備事業 交通安全施設整備費 ６212 現状維持
128 交通指導隊運営事務 交通指導隊運営費 ６212 現状維持
129 町政懇談会 町政懇談会 ７111 現状維持
130 わたしの提案（手紙・メール） わたしの提案（手紙・メール） ７111 現状維持
131 パブリックコメント手続き事務 パブリックコメント手続き事務 ７111 現状維持
132 住民活動保険事業 住民活動保険事業 ７112 現状維持
133 まちづくりパートナー制度 まちづくりパートナー制度 ７114 改善効率化
134 自治会関係事務 自治会関係事務 ７121 改善効率化
135 男女共同参画推進事務 男女共同参画推進費 ７132 現状維持
136 国際交流事務 国際交流事務 ７133 改善効率化
137 一般統計調査 一般統計調査 ７222 現状維持
138 指定統計調査 基幹統計費 ７222 現状維持
139 情報発信事務 町勢要覧作成事業 ７321 拡大・拡充
140 ホームページ管理等事務 ホームページ管理等事務 ７323 拡大・拡充
141 広報なかいの編集・発行 広報なかいの編集・発行 ７323 現状維持
142 広報なかいの仕分・配達 広報なかいの仕分・配達 ７323 現状維持
143 国保特別会計繰出金事務 国民健康保険特別会計繰出金 ２111 現状維持
144 国保庶務事務 基金積立金 ２111 現状維持
145 国保資格事務 一般管理費 ２111 現状維持
146 国民健康保険税賦課徴収事務 賦課徴収事務 ２111 現状維持
147 療養給付事務 一般被保険者療養給付費 ２111 現状維持
148 出産育児一時金支払事務 出産育児一時金 ２111 現状維持
149 葬祭費支給事務 葬祭費 ２111 現状維持
150 一時借入金利子支払事務 利子 ２111 現状維持
151 国保事業費納付金 一般被保険者医療給付費分 ２111 現状維持
152 後期高齢者医療運営事務 後期高齢者医療運営事務 ２122 現状維持
153 後期高齢者医療レセプト審査事務 後期高齢者医療レセプト審査事務 ２122 現状維持
154 後期高齢者医療保険料徴収・還付事務 償還金費 ２122 現状維持
155 後期高齢者医療広域連合納付金支払事務 広域連合納付金 ２122 現状維持
156 後期高齢特別会計繰出金事務 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 ２122 現状維持
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157 国保運営協議会事務 運営協議会費 ２122 現状維持
158 特定健康診査事務 特定健康診査事業費 ２122 改善効率化
159 特定保健指導事務 特定保健指導事業費 ２122 改善効率化
160 保健衛生普及事務 保健事業 ２122 現状維持
161 人間ドック補助金支給事務 保健事業 ２122 現状維持
162 広域連合事務費負担金事務 広域連合事務費負担金 ２122 現状維持
163 後期高齢者医療定率市町村負担金事務 後期高齢者医療定率市町村負担金 ２122 現状維持
164 国民年金法定受託事務、協力連携事務 国民年金事務費 ２311 現状維持
165 個人番号カード等管理事務 番号制度管理事業費 ７222 現状維持
166 統計調査事務 統計調査事務 ７222 現状維持
167 戸籍住民窓口事務 戸籍住民窓口事務 ７222 改善効率化
168 戸籍システム事務 戸籍システム費 ７222 現状維持
169 住基ネット事務 住基ネットシステム費 ７222 現状維持
170 住民情報システム事務 住民情報システム費 ７222 現状維持
171 火葬料補助事務 － ７222 改善効率化
172 各種証明書発行等窓口事務 各種証明書発行等窓口事務 ７222 現状維持
173 コンビニ収納事務 コンビニ収納事務 ７222 現状維持
174 地方電子協議会事務 地方電子協議会事務 ７222 現状維持
175 徴収事務 徴収事務 ７231 拡大・拡充
176 税制改正事務 － ７231 現状維持
177 申告相談事務 申告相談事務 ７231 改善効率化
178 町民税賦課事務 個人住民税徴収事務 ７231 現状維持
179 町税等償還事務 償還金費 ７231 現状維持
180 たばこ税賦課事務 － ７231 現状維持
181 固定資産税賦課事務 固定資産税賦課事務 ７231 改善効率化
182 土地・家屋台帳更新事務 土地台帳更新事務 ７231 現状維持
183 公図更新事務 公図更新事務 ７231 現状維持
184 GIS業務委託事務 GIS業務委託事務 ７231 改善効率化
185 土地評価業務委託事務 土地評価業務委託事務 ７231 現状維持
186 標準地鑑定委託事務 標準地鑑定委託事務 ７231 現状維持
187 軽自動車税賦課事務 軽自動車税賦課事務 ７231 現状維持
188 保健福祉センター施設運営事務 保健福祉センター施設運営費 ２111 現状維持
189 保育実施事務 保育実施事務 ２211 現状維持
190 病児・病後児保育事業 病児・病後児保育事業 ２211 現状維持
191 放課後児童健全育成事業事務 放課後児童健全育成事業費 ２212 現状維持
192 子育て支援センター運営事務 子育て支援センター運営費 ２221 現状維持
193 ファミリーサポートセンター運営事務 ファミリーサポートセンター運営費 ２221 現状維持
194 子ども・子育て会議事務 子ども・子育て会議事務 ２222 現状維持
195 要保護児童対策事務 要保護児童対策事務 ２222 現状維持
196 子ども・子育て支援事業計画関係事務 子ども・子育て支援事業計画策定事務 ２222 現状維持
197 特別児童扶養手当事務 特別児童扶養手当事務 ２223 現状維持
198 小児医療費助成事業事務 小児医療費助成事業費 ２223 現状維持
199 保育料補助金支給事務 子ども・子育て支援事業費 ２223 現状維持
200 児童手当事務 児童手当費 ２223 現状維持
201 養育医療費助成事務 養育医療費助成事務 ２223 現状維持
202 障害者計画等策定事業 障害者計画等策定事業 ２321 現状維持
203 障害者手帳交付事業 障害者手帳交付事業 ２321 現状維持
204 障害関係手当給付事業 障害関係手当給付事業 ２321 現状維持
205 自立支援給付事業 自立支援給付事業費 ２321 現状維持
206 必須事業 社会福祉総務費 ２321 現状維持
207 重度障害者医療費給付事務 重度障害者医療給付事業費 ２321 現状維持
208 広域連携事業（地域生活支援） 広域連携事業（地域生活支援） ２321 現状維持
209 自立支援医療給付事業 自立支援医療給付事業 ２321 現状維持
210 障害児通所給付事業 障害児通所給付費 ２321 現状維持
211 町単独事業 町単独事業費 ２321 改善効率化
212 自殺対策事業 自殺対策事業 ２322 現状維持
213 広域連携事業（障害福祉総務） 広域連携事業（障害福祉総務） ２323 現状維持
214 地域福祉事業 地域福祉事業 ２331 現状維持
215 民生委員児童委員協議会運営 民生委員運営費 ２331 現状維持
216 社会福祉協議会運営補助 福祉送迎事業補助 ２331 改善効率化
217 各種団体支援事業 各種団体助成事業 ２332 現状維持
218 町営住宅管理 町営住宅管理費 ２332 改善効率化
219 ひとり親家庭等医療費助成事務 ひとり親家庭等医療費助成事務 ２333 現状維持
220 児童扶養手当事務 児童扶養手当事務 ２333 現状維持
221 なかいこども園の施設管理等事務 なかいこども園の施設維持管理事業 ３114 改善効率化
222 避難行動要支援者登録事業 避難行動要支援者登録事業 ６122 現状維持
223 地域集会施設運営事務 地域集会施設費 ７123 抜本的見直し
224 人権関連事業 人権関連事業 ７131 現状維持
225 町遺族会運営事業 町遺族会運営事業 ７222 抜本的見直し
226 特別弔慰金給付事業・戦没者遺族援護事業 特別弔慰金給付事業・戦没者遺族援護事業 ７222 抜本的見直し
227 電算処理事務（保健衛生） 電算処理事務 ２111 現状維持
228 予防接種事務 予防接種事業費 ２111 現状維持
229 健康相談事業 健康相談事業 ２111 現状維持
230 訪問指導事業 訪問指導事業 ２111 現状維持
231 健康教育事業 健康教育事業 ２111 現状維持
232 健康診査事業 健康診査事業 ２111 改善効率化
233 後期高齢者人間ドック補助事業 後期高齢者人間ドック補助事業 ２111 現状維持
234 がん検診事業 がん検診事業 ２111 改善効率化

福祉課

健康課

税務町民課



令和２年度事務事業調査　事務事業一覧（対象：令和元年度）

施策番号所属
事業
番号

短期方針事務事業名 予算書記載事業名

235 健康増進計画推進事業 健康増進計画推進事業 ２111 改善効率化
236 健康普及員活動事業 健康普及員活動事業 ２111 休・廃止
237 健康づくり地区組織活動 健康づくり地区組織活動 ２111 現状維持
238 特定健診・特定保健指導事業 － ２111 現状維持
239 禁煙治療費補助事業 青壮年期の禁煙治療補助事業 ２111 現状維持
240 骨髄移植ドナー等支援補助事業 － ２111 現状維持
241 妊娠・出産包括支援事業 妊娠・出産包括支援事業費 ２112 現状維持
242 妊産婦健康診査事務 妊産婦健康診査事務 ２112 現状維持
243 乳幼児健康診査事業 乳幼児健康診査事業 ２112 現状維持
244 育児相談・育児教室事業 育児相談・育児教室事業 ２112 現状維持
245 要指導ケース対応およびフォローアップ事業 要指導ケース対応およびフォローアップ事業 ２112 現状維持
246 特定不妊治療費助成事務 特定不妊治療費助成事務 ２112 現状維持
247 不育治療費助成事務 不育治療費助成事務 ２112 現状維持
248 食生活改善推進事業 食生活改善推進事業 ２113 現状維持
249 未病センター・健康づくりステーション事業 未病センター・健康づくりステーション事業 ２114 抜本的見直し
250 栄養業務管理事務 栄養業務管理事務 ２122 現状維持
251 保健衛生管理事務 保健衛生管理事務 ２122 現状維持
252 献血および日本赤十字社協力業務 － ２122 現状維持
253 医師会関係事務 足柄上医師会事業費 ２122 現状維持
254 歯科医師会関係事務 足柄歯科医師会事業費 ２122 現状維持
255 救急医療事務 救急医療事業費 ２122 現状維持
256 感染症対策事務 結核予防・感染症対策事業費 ２123 改善効率化
257 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事務 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事務 ２311 現状維持
258 介護職員初任者研修支援事業 介護職員初任者研修支援事業 ２311 現状維持
259 在宅高齢者福祉サービス事務 在宅生活支援事業費 ２311 改善効率化
260 老人保護措置及びケース対応業務 老人保護措置費 ２311 改善効率化
261 敬老会・敬老祝金支給事務 敬老会・敬老祝金費 ２311 改善効率化
262 社会福祉法人利用者負担減額補助金事務 介護保険低所得者特別対策費 ２311 現状維持
263 介護保険事業特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金 ２311 現状維持
264 介護保険運営事務 一般管理費 ２311 現状維持
265 介護保険賦課徴収事務 介護保険賦課徴収事務 ２311 改善効率化
266 介護認定審査会事務 足柄上地区認定審査会負担金 ２311 現状維持
267 地域介護・福祉施設等整備事業 地域介護・福祉施設等整備事業 ２311 現状維持
268 介護（予防）サービス等給付費給付事務 居宅介護サービス給付費 ２311 現状維持
269 認定調査事務 認定調査費 ２311 現状維持
270 高額介護サービス貸付事務 高額介護サービス貸付事業費 ２311 現状維持
271 支払基金積立金事務 介護保険給付費等支払基金積立金 ２311 現状維持
272 諸支出金事務 第１号被保険者保険料還付金 ２311 現状維持
273 地域包括支援センター事務 地域包括支援センター事務 ２311 拡大・拡充
274 地域包括ケアシステム推進事務 地域ケア会議推進事業 ２311 拡大・拡充
275 生活支援体制整備事業 生活支援体制整備事業費 ２311 拡大・拡充
276 認知症総合支援事業 認知症総合支援事業 ２311 改善効率化
277 在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療・介護連携推進事業費 ２311 現状維持
278 任意事業 任意事務 ２311 現状維持
279 介護保険運営協議会事務 介護保険運営協議会事務 ２311 現状維持
280 地域密着型サービス等指定・指導事務 － ２311 改善効率化
281 電算処理事務（介護保険） 電算処理事務 ２311 現状維持
282 介護給付適正化事務 介護給付適正化事務 ２311 現状維持
283 介護予防・日常生活支援総合事業事務 通所型サービス費 ２312 改善効率化
284 一般介護予防事業 介護予防普及啓発事業 ２312 拡大・拡充
285 介護予防訪問事業 介護予防訪問事業 ２312 改善効率化
286 シルバー人材センター補助事務 シルバー人材センター補助事務 ２313 改善効率化
287 高齢者サロン活動事業 高齢者サロン活動事業 ２313 拡大・拡充
288 老人クラブ助成事務 老人クラブ育成支援費 ２313 現状維持
289 実習指導事務 － ７222 現状維持
290 各種報告書作成事務 － ７222 現状維持
291 保健師業務管理事務 保健師業務管理事務 ７222 改善効率化
292 住宅用太陽光発電システム等設置補助事業 住宅用太陽光発電システム等設置補助 １112 現状維持
293 環境基本計画の推進事務 環境基本計画推進費 １121 現状維持
294 地球温暖化対策実行計画事務 － １122 改善効率化
295 水源の森林づくり事業 水源の森林づくり事業費 １211 現状維持
296 河川・工場排水土壌検査事業 水質・土壌検査費 １312 現状維持
297 地下水の保全の推進事務 地下水保全対策事業費 １321 現状維持
298 水道運営事業 － １321 改善効率化
299 水道料金賦課徴収事業 － １321 現状維持
300 水道維持管理事業 － １321 現状維持
301 水道水質検査事業 － １321 現状維持
302 配水池耐震診断・補強事業 － １321 現状維持
303 水道施設工事・給水設備検査事業 － １321 拡大・拡充
304 公共下水道運営事業 公共下水道運営事業 １322 改善効率化
305 下水道運営審議会事業 下水道運営審議会事業 １322 現状維持
306 受益者負担金等賦課徴収事業 受益者負担金等賦課徴収事業 １322 現状維持
307 下水道使用料賦課徴収事業 下水道使用料賦課徴収事業 １322 改善効率化
308 水洗化奨励金等補助事業 水洗化奨励金等補助事業 １322 改善効率化
309 酒匂川流域下水道関係事業 酒匂川流域下水道関係事業 １322 現状維持
310 神奈川県下水道公社関係事業 神奈川県下水道公社関係事業 １322 現状維持
311 し尿処理事業 し尿処理費 １322 現状維持
312 足柄上衛生組合（足柄衛生センター分）事業 足柄上衛生組合負担金（足柄衛生センター） １322 現状維持

健康課

環境上下水道課



令和２年度事務事業調査　事務事業一覧（対象：令和元年度）

施策番号所属
事業
番号

短期方針事務事業名 予算書記載事業名

313 合併処理浄化槽整備費補助事業 合併処理浄化槽整備費補助費 １322 改善効率化
314 下水道事業特別会計繰出事業 下水道事業特別会計繰出金 １322 改善効率化
315 公共下水道維持管理事業 公共下水道維持管理事業 １322 現状維持
316 特定事業場水質管理事業 特定事業場水質管理事業 １322 現状維持
317 公共下水道整備事業 公共下水道整備事業 １322 現状維持
318 狂犬病予防事業 狂犬病予防費 １323 現状維持
319 町内一斉清掃事業 町内一斉清掃 １323 現状維持
320 クリーンタウン運動（クリーンウォーキング）事業 クリーンタウン運動 １323 現状維持
321 花いっぱい運動事業 花いっぱい運動費 １323 現状維持
322 動物死体処理事業 動物死体処理 １323 現状維持
323 不法投棄監視・回収事業 不法投棄対策費 １324 現状維持
324 ごみステーションの管理事務 ごみステーションの管理 １324 改善効率化
325 ごみ資源化事業（剪定枝） ごみ資源化事業 １411 現状維持
326 あしがら上地区資源循環型処理施設整備調整会議事務 あしがら上地区資源循環型処理施設整備調整会議 １411 拡大・拡充
327 足柄東部清掃組合事務 足柄東部清掃組合 １411 現状維持
328 一般廃棄物収集運搬事業 ごみ収集運搬 １412 改善効率化
329 ごみ減量化の推進事業 ごみ収集業務 １413 現状維持
330 水道事業会計繰出事業 水道事業会計繰出金 ６123 現状維持
331 消火栓維持補修事業 － ６123 現状維持
332 地方公営企業会計移行事業Ｈ２８－３１ 地方公営企業会計移行事業 ７233 休・廃止
333 林業総務 林業総務費 １211 現状維持
334 勤労者対策 勤労者対策費 ４211 改善効率化
335 農業委員会 農業委員会費 ５111 現状維持
336 農業総務 農業総務費 ５111 現状維持
337 農業者年金 農業者年金費 ５111 現状維持
338 有害鳥獣駆除 有害鳥獣駆除費 ５111 拡大・拡充
339 農産物品評会 農産物品評会費 ５111 現状維持
340 農業振興 農業振興費 ５112 改善効率化
341 畜産業 畜産業費 ５113 改善効率化
342 商工総務 上商工会 ５121 現状維持
343 中井町商工振興会 町商工振興会 ５121 現状維持
344 地域通貨 地域通貨 ５121 現状維持
345 中小企業振興 中小企業振興費 ５122 現状維持
346 ふるさと納税推進 ふるさと納税推進 ５122 改善効率化
347 地域ブランド推進 地域ブランド推進 ５211 現状維持
348 観光振興 観光振興 ５211 現状維持
349 美・緑なかいフェスティバル 美・緑なかいフェスティバル ５211 現状維持
350 厳島湿生公園活性化 厳島湿生公園活性化 ５211 抜本的見直し
351 里都まち交流拠点事務 里都まち交流拠点施設費 ５211 改善効率化
352 ふれあい農園 ふれあい農園費 ５222 改善効率化
353 観光農園 観光農園 ５222 現状維持
354 農業収穫体験 農業収穫体験 ５222 現状維持
355 人・農地プラン 人・農地プラン作成事業費 ５311 現状維持
356 里都まちブランド 里都まちブランド事業費 ５313 改善効率化
357 消費者行政 消費者行政費 ６222 現状維持
358 厳島湿生公園維持管理事務 厳島湿生公園費 １212 現状維持
359 土砂等による土地の埋立て等の規制に関する事務 土砂等による土地の埋立て等の規制に関する事務 １311 現状維持
360 地籍調査事業 地籍調査費 ４111 改善効率化
361 都市計画審議会事務 都市計画審議会事務 ４111 現状維持
362 都市計画施策事務 都市計画施策事務 ４111 現状維持
363 工場立地法に関する事務 工場立地法手続事務 ４111 現状維持
364 緑の保全に関する事務 緑の保全関係事務 ４111 改善効率化
365 土地利用に関する事務 － ４111 現状維持
366 役場周辺の土地利用の推進事務 役場周辺の土地利用の推進 ４112 現状維持
367 インターチェンジ周辺土地利用推進事務 インターチェンジ周辺土地利用推進事務 ４113 拡大・拡充
368 砂利採取に関する事務 砂利採取地対策事務 ４114 改善効率化
369 開発行為に関する事務 中井町開発指導要綱事務 ４121 現状維持
370 建築行政に関する事務 建築確認申請経由事務 ４121 現状維持
371 屋外広告物に関する事務 屋外広告物条例手続事務 ４121 現状維持
372 中井中央公園維持管理事務 中井中央公園費 ４122 現状維持
373 児童公園等維持管理事務 児童公園維持管理事務 ４123 現状維持
374 境グリーンテクパーク公園維持管理事務 境グリーンテクパーク公園費 ４123 改善効率化
375 土木総務事業 土木総務費 ４131 現状維持
376 道路維持補修事業 道路維持補修事業 ４132 現状維持
377 道路後退用地整備事業 道路後退用地整備事業 ４132 改善効率化
378 道路新設改良事業 道路新設改良費 ４132 現状維持
379 人にやさしいまちづくり事業 人にやさしいまちづくり事業 ４132 現状維持
380 町道舗装補修事業 町道舗装補修事業 ４133 現状維持
381 道路維持管理事業 維持管理費 ４133 現状維持
382 橋りょう維持事業 橋りょう維持費 ４133 改善効率化
383 市街地整備に関する事務 － ４221 改善効率化
384 農とみどりの整備事業 農とみどりの整備事業費 ５111 改善効率化
385 農道整備・維持補修事業 農道整備費 ５111 現状維持
386 河川維持事業 河川総務費 ６111 現状維持
387 急傾斜事業 急傾斜地崩壊防止費 ６111 現状維持
388 河川維持管理事業 河川維持費 ６111 現状維持
389 住宅施策事務 住宅施策事務 ６112 現状維持
390 建築物の耐震化等に関する事務 住宅耐震化事務 ６112 現状維持

環境上下水道課

産業振興課

まち整備課



令和２年度事務事業調査　事務事業一覧（対象：令和元年度）

施策番号所属
事業
番号

短期方針事務事業名 予算書記載事業名

391 建設発生土連絡協議会 － ７222 現状維持
392 自治会河川草刈り － ７222 現状維持
393 道路に関する証明等事務 － ７222 現状維持
394 特殊車両通行許可協議 － ７222 改善効率化
395 道路占用・掘削・自費工事 － ７222 現状維持
396 工事要望対応事務 － ７222 現状維持
397 用地に係る事務 － ７222 改善効率化
398 公共用財産払い下げ事務 － ７222 現状維持
399 行政財産目的外使用関係事務 － ７222 現状維持
400 出納事務 公金収納支払事務 ７232 現状維持
401 決算事務 決算の調製事務 ７232 現状維持
402 組合関係事務 － ７311 現状維持
403 学校給食費補助事業 学校給食事業 ２221 拡大・拡充
404 教職員等管理事務 － ３111 現状維持
405 教育支援センター設置事業 教育支援センター設置費 ３111 現状維持
406 中村小学校教育振興事務 教育振興費 ３112 現状維持
407 井ノ口小学校教育振興事務 教育振興費 ３112 現状維持
408 中井中学校教育振興事務 教育振興費 ３112 現状維持
409 学校教育研究事業 － ３112 現状維持
410 情報教育事業 － ３112 改善効率化
411 外国人講師設置事業 外国人講師設置費 ３112 現状維持
412 育英奨学金事業 育英奨学金費 ３113 現状維持
413 学校給食センター管理運営事務 学校給食費 ３113 改善効率化
414 中村小学校管理事務 中村小学校管理費 ３114 現状維持
415 井ノ口小学校管理事務 井ノ口小学校管理費 ３114 現状維持
416 中井中学校管理事務 中井中学校管理費 ３114 現状維持
417 学校環境整備事業 － ３114 現状維持
418 学校生活支援事業 学校生活支援事業費 ３114 現状維持
419 教育扶助事業 中村小学校教育扶助事務 ３115 現状維持
420 就学事務 － ３115 拡大・拡充
421 総合教育会議運営事務 － ３121 現状維持
422 教育委員会運営事業 教育委員会費 ３121 現状維持
423 学校安全対策事業 － ３123 現状維持
424 学校保健事業 － ３123 現状維持
425 教育委員会事務局運営事務 教職員及び事務局関係事務 ３123 現状維持
426 ねんりんピック事業 ねんりんピック事業費 ２313 拡大・拡充
427 農村環境改善センター施設管理事務 農村環境改善センター施設運営費 ３211 現状維持
428 図書室管理事務 図書室管理事務 ３211 現状維持
429 社会教育委員事務 社会教育委員事務 ３211 現状維持
430 読書活動推進事業 読書活動推進費 ３211 拡大・拡充
431 土曜学習事業 土曜学習事業費 ３212 現状維持
432 生涯学習基本計画関係事務 生涯学習基本計画関係 ３214 現状維持
433 生涯学習推進協議会関係事務 生涯学習推進協議会関係 ３214 改善効率化
434 スポーツ功労者の表彰事務 スポーツ功労者の表彰 ３221 現状維持
435 スポーツ団体の育成、個人の支援事業 スポーツ団体の育成、個人の支援 ３221 現状維持
436 中井町スポーツ推進委員連絡協議会事務 中井町スポーツ推進委員連絡協議会 ３221 現状維持
437 中井町体育協会事務 中井町体育協会 ３221 現状維持
438 かながわ駅伝大会事業 かながわ駅伝大会 ３221 現状維持
439 自治会親善パークゴルフ大会事業 自治会親善パークゴルフ大会 ３221 抜本的見直し
440 自治会親善ユニカール大会事業 自治会親善ユニカール大会 ３221 改善効率化
441 ニュースポーツ教室事業 ニュースポーツ教室 ３221 現状維持
442 足柄上郡総合体育大会事業 足柄上郡総合体育大会 ３221 現状維持
443 足柄上地区一周駅伝大会事業 足柄上地区一周駅伝大会 ３221 現状維持
444 健康スポ・レク祭事業 健康スポ・レク祭 ３221 現状維持
445 健康マラソン大会事業 健康マラソン大会 ３221 現状維持
446 里都まちスポーツ部会の運営事務 里都まちスポーツ部会の運営 ３221 現状維持
447 地域活動振興員事務 地域活動振興員 ３221 現状維持
448 里都まちスポーツイベント事業 里都まちなかいキッズサイクルフェスティバル関係 ３222 改善効率化
449 里都まちなかいノルディックウォーク関係事務 里都まちなかいノルディックウォーク関係 ３222 改善効率化
450 学校プール一般開放事務 学校プール一般開放事務 ３223 現状維持
451 総合グラウンド開放事務 総合グラウンド開放事務 ３223 現状維持
452 学校施設一般開放事務 学校施設一般開放事務 ３223 現状維持
453 境グリーンテクパーク開放事務 境グリーンテクパーク開放事務 ３223 現状維持
454 総合型地域スポーツクラブ事務 総合型地域スポーツクラブ事務 ３223 拡大・拡充
455 PTAに関する事務 PTAに関する事務 ３231 現状維持
456 青少年育成のつどい事業 青少年育成のつどい事業 ３231 現状維持
457 青少年問題協議会事務 青少年問題協議会事務 ３231 現状維持
458 成人のつどい事業 成人のつどい事業 ３231 現状維持
459 青少年交流洋上体験研修事業 青少年交流洋上体験研修事業 ３231 現状維持
460 １市４町１村青少年交流キャンプ事業 １市４町１村青少年交流キャンプ事業 ３231 現状維持
461 青少年ふれあい交流事業 青少年ふれあい交流事業 ３231 改善効率化
462 町子ども会育成指導者連絡協議会事務 町子ども会育成指導者連絡協議会事務 ３231 現状維持
463 青少年指導員事務 青少年指導員事務 ３231 現状維持
464 中井町児童生徒表彰事業 中井町児童生徒表彰事業 ３231 現状維持
465 文化団体連絡協議会事務 文化団体連絡協議会 ３311 現状維持
466 里山俳句大会事業 里山俳句大会 ３311 現状維持
467 町民文化祭事業 町民文化祭 ３312 現状維持
468 中井町短歌・俳句大会事業 中井町短歌・俳句大会事業 ３312 現状維持

会計課

教育課

生涯学習課

まち整備課



令和２年度事務事業調査　事務事業一覧（対象：令和元年度）

施策番号所属
事業
番号

短期方針事務事業名 予算書記載事業名

469 文化財保護事業 文化財保護事業 ３321 現状維持
470 歴史資料保存事業 歴史資料保存事業 ３322 現状維持
471 埋蔵文化財発掘調査事業 埋蔵文化財発掘調査事業 ３322 現状維持
472 郷土資料館施設管理事務 郷土資料館費 ３322 抜本的見直し
473 きんもくせいの会事務 きんもくせいの会 ７112 現状維持
474 境コミュニティセンター管理事務 コミュニティセンター運営費 ７123 現状維持
475 人権教育事業 人権教育事業 ７131 現状維持
476 サイクルスポーツイベント実行委員会事務 － ７311 現状維持
477 利用団体関係事務 利用団体関係事務 ３211 現状維持
478 施設・設備管理事務 公民館費 ３211 現状維持
479 図書関係事務 図書費 ３211 拡大・拡充
480 講座・教室運営事務 講座・教室費 ３212 現状維持
481 公民館まつり関係事務 公民館まつり費 ３312 現状維持
482 井ノ口連絡所事務 井ノ口連絡所事務 ７222 現状維持
483 議会だより編集事務 議会だより編集事務 ７222 現状維持
484 議事録作成事務 議事録作成事務 ７222 現状維持
485 議会運営事務 議会運営事務 ７222 現状維持
486 委員会運営事務 委員会事務 ７222 現状維持
487 議会中継業務委託事業 議会中継業務委託事業 ７222 現状維持
488 政務活動費支給事務 政務活動費支給事務 ７222 現状維持

生涯学習課

議会事務局


