
平成 22 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

事務事業評価票

1
固定資産税（償却資産事務）申告書オンライン入力委託 事 業 開 始

（主税局資産税部） 事 業 終 了 予 定

【具体的な取組】
○　不動産取得情報入力（多摩地区）
　・平成20年度に入力事務委託を立川都税事務所
　　で先行実施
　・翌21年度は八王子都税事務所でも実施

○　家屋調査票入力
　・21年度から23区内、全都税事務所で委託化を
　　実施

【成果】
○　電算入力の迅速化による、早期課税の実施

○　職員を調査・課税事務に特化し、事務処理を
　高度化

○　執行体制のスリム化
　・不動産取得税〔職員定数△４人〕
　・固定資産税〔職員定数△９人〕

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５１

６ 22年度予算で、どのように対応したか

拡大・充実 見直し・再構築

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

【背景】
○　規制改革と民間開放の推進
　⇒入力業務等の補助的業務の民間委託を推進

○　ベテラン職員の大量退職
　⇒少数精鋭を基本とした職場運営の実現

【対応】
○　補助的業務の民間委託により、職員のマンパ
　ワーを専門性が求められる課税・調査業務に振
　り向け、執行体制の効率化・高度化を図る。

○　１月から３月に入力業務が集中する定期課税との
　作業スケジュール調整が必要

○　あわせて、先行実施している家屋調査票入力委託
　との作業スケジュール調整が必要

○　補助的業務の民間委託化は、限られた人員で最大の
　効果をあげるため有効な手法の一つである。

○　今後の委託化の拡大については、業務上委託可能な
　部分を検証し、委託による費用対効果等を踏まえて検
　討していく必要がある。

○　補助業務の民間委託により削減される人件費が、委
　託により発生する費用を上回ることから、費用対効果
　が高い。

その他

○　専門的な評価事務・調査事務に職員の力を集中さ
　せるため、入力業務の委託を償却資産にも拡大し、
　より一層の執行体制の効率化・高度化を推進してい
　く。

移管・終了 その他

22年度予算額事業費 16,154

○　早期課税に向けた執行体制の整備にも資することか
　ら妥当と判断し、要求どおり予算を措置する。

事業費

拡大･充実 見直し・再構築 移管・終了

20年度決算額

21年度予算額

22年度見積額

－ 
－ 

16,154

※　人件費は、退職給与引当金を含む（8,062千円/人）。

△ 40,310
区　　分 21年度22年度 増減
人 件 費 40,310-

（単位：千円）【業務委託拡大効果（試算）】

合　計 16,154 40,310 △ 24,156
事 業 費 -16,154 16,154



平成 8 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

2
事 業 開 始

事業終了予定

都庁総合ホームページの運営
（生活文化スポーツ局広報広聴部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都公式ホームページ運営管理要綱

○　都民への情報提供方法の一つとして、速報性
　が高く、少ないコストで広く情報発信が可能な
　インターネットを活用することとし、平成８年
　６月にホームページを開設した。

○　東京都のホームページのポータルサイト（入
　口）としての役割を担い、各局ホームページへ
　導くインデックス機能を有し、都政や都民生活
　に関する情報を、迅速かつ分かりやすく都民に
　提供するとともに、東京の魅力を積極的に発信
　していく。

１

○  都政情報を都民に積極的にＰＲしていくため、ホー
  ムページの訴求力を従来にも増して高めていく必要が
　ある。

○  行政側からの視点だけではなく、より都民が使い勝
  手の良いホームページとするため、民間の広報ノウハ
  ウや専門家のスキルを活かした、分かりやすく効果的
  なホームページづくりを行う必要がある。

○  また、ホームページの運営に当たり、現行システム
  には以下の課題があり、解決していく必要がある。
　・データベース機能を有していないため、修正・削除
　　等の際に手作業が多く、非効率的である。
　・アクセス経路の判別ができず、都民が求める情報ニ
　　ーズの正確な把握が難しく、対応が困難である。

○　ホームページの特性である速報性を生かしてい
　く上で、ＣＭＳなどの導入は効果的と考えられ
　る。

○　経費の見直しについても適切と認められる。

４

３

50,481

拡大･充実 見直し・再構築

30,120
60,431

移管・終了

○　常に、都民が使いやすく分かりやすいホームページ
　の運営に努める。
○　高画質動画配信に係る経費について精査し節減を図
　りつつ、引き続き動画を活用した分かりやすい都政情
　報の提供や、東京の魅力発信を進めていく。
○　利用者を惹きつけるページやコンテンツの作成な
　ど、ホームページや携帯サイトの改善・充実に取り組
　むとともに、テレビ番組や広報紙等とのクロスメディ
　ア展開を積極的に進め、ホームページ及び各媒体相互
　の情報発信力の強化に努めていく。
○　同時に、上記３に記したシステム上の課題を解決す
　るためＣＭＳ（コンテンツ・マネジメント・システム
　）の導入の検討などに取り組んでいく。

事業費

事業費

○　報道発表資料（年間２千件以上）や知事記者
　会見、重点施策等の情報を随時掲載
○　外国語版ページ（英語、中国語、ハングル)、
　携帯電話向けページの運営
○　アクセシビリティに配慮し、「文字拡大・配
　色変更」機能の付加、「音声読上げ機能」の導
　入など全面リニューアル（平成19年度）
○　高画質動画配信の開始（20年度）
○　新型インフルエンザ等の情報を迅速に掲載す
　るなど、ホームページの速報性を活かした情報
　提供を実施
○　民間の調査データによると、利用者数は官公
　庁系ＨＰの中でも上位にあると高く評価され、
　アクセス件数も前年度に比べ増加しており、都
　政情報の発信ツールとして広く都民に浸透して
　いる。

50,48122年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

区　分 19年度 20年度
トップページ 7,351,344 7,601,264
総ページ 52,848,343 56,869,793

【アクセス件数】　　　　　　　　　（単位：件）



平成 22 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　都民サービスの向上及び業務の効率化に有効であ
　ることから、要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

3
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

都市計画相談図面電子化業務委託
（都市整備局都市づくり政策部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

都市計画法

○　都市計画は住民の権利制限を伴うため、都市
　計画図書の縦覧など窓口業務を、都市計画制度
　の制定当初から行っている。

○　都市計画相談は、東京都の都市計画に関する
　一元的な情報窓口の役割を果たすとともに、都
　民が必要とする情報を適切かつ分かりやすく提
　供することを目的としている。

１

○　現在使用している相談図面は、昭和59年都市計画
　道路網図（1/2500）の上に都市計画等の情報を逐次
　書き加えてきたため、記載が込み入って読取りが困
　難な箇所が発生してきた。また、図面そのものの経
　年劣化による破損など、適切な説明業務の実施に支
　障が生じてきた。

○　都市計画相談においては、都市計画の最新の状況
　を的確に反映させることが必要である。

○　一方、過去に蓄積された情報を損なうことなく、
　引き継ぐことも重要である。

○　電子化により、過去情報を蓄積しつつ、より平易
　に情報の更新を図ることができるようになり、都民
　サービスの向上に非常に有効であると考えられる。

４

３

7,527

拡大･充実 見直し・再構築

－ 
－ 

移管・終了

○　都市計画相談図面について、従来の紙ベースに手
　書きする方式から、電子データとして作成する方式
　に移行する。
○　都市計画地理情報システム（ＧＩＳ）の都市計画
　データや地形図データを活用し、これに相談業務に
　必要な都市計画情報を取り込むことで、的確かつ分
　かりやすい相談図面に更新する。
○　今後の都市計画決定及び変更等について、毎年度
　データ更新を行い、最新の都市計画等の情報を記載
　する。
○　これにより、都市計画の情報提供に関する都民サ
　ービスの向上を図る。

事業費

事業費

○　都市計画図書の縦覧、都市計画道路位置の確
　認、地域地区、事業の実施状況など様々な相談
　や問い合わせに対応する際には、都市計画相談
　図面等を使用するなどして相談者に説明を行っ
　ている。

○　都市計画相談では、これまでこの図面を相談
　窓口の主要な説明資料として活用し、都民の利
　便性の向上に役立ててきた。

7,52722年度予算額
21年度予算額
22年度見積額



平成 22 年度

平成 22 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　都民サービスの向上に資することから妥当と判断
　し、要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

4
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

一般普及広報等（ホームページリニューアル）
（環境局環境政策部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

環境基本条例第17条

○　環境局公式ホームページは、都民や事業者に
　対し、東京の環境の現状やそれに対する取組へ
　の理解を図ることを目的に、平成11年に開設し
　た。
○　インターネットの普及により、情報入手手段
　としてホームページの重要性が高まっている。
○　局としても都民への環境対策の周知や、事業
　者への条例等の遵守、規制・制度関連の周知等
　のために、ホームページを重要な手段として位
　置づけている。
○　そのため、都民や事業者にとって利用しやす
　いホームページであることを目指している。

１

○　平成11年度からの情報の蓄積により、情報量が膨
　大になりすぎ、利用者から情報が探しにくいとの指
　摘等を受けるようになった。

○　サイト構成が複雑になりすぎてしまっている。

○　デザインの統一性が図れておらず、共通ナビゲー
　ションがない。

○　高齢者や障害のある方等に対するアクセシビリテ
　ィへの対応が不十分となっている。

○　環境局公式ホームページの現状は、都民から見た
　わかりやすさという点からも利用しやすいとは言い
　難い。

○　地球温暖化対策を着実に推進していくためには都
　民の理解を得ることが重要であり、都民サービスの
　向上を図る上でも、ホームページのリニューアルは
　有効である。

○　併せて、リニューアル後の有効な活用方法を検討
　することが必要であると考える。

４

３

18,329

拡大･充実 見直し・再構築

－ 
－ 

移管・終了

○　総務局行政改革推進部が導入を推奨している、コ
　ンテンツ・マネジメント・システムを導入し、
　・デザイン、ナビゲーションルールの統一化
　・サイト構成の見直し
　・サイト内検索の充実
　・アクセシビリティの改善
　などを図り、都民にとって、より利用しやすいホー
　ムページになるようリニューアルを行う。

事業費

事業費

○　環境局公式ホームページは、各分野における
　東京の環境の現状や、都の取組について、各職
　員が更新作業行うことで、リアルタイムかつ詳
　細な情報提供を行い、情報の網羅性については
　一定の評価を受けてきた。

○　１時間ごとに東京の大気汚染物質の分布状況
　がわかる「大気汚染地図情報」などの人気サイ
　トには多くのアクセス数があり、サイト全体
　で、平成20年度の月平均アクセス数は、約325
　万件であった。

○　サイト全体のアクセス実績は、毎年増加して
　いる。

18,32922年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

【月平均アクセス実績】 (単位：万件)

年 度 18 19 20
アクセス数 204 250 325



平成 20 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　温室効果ガス削減の目標を達成するためにも、新
　たなＰＲ方法を導入していくことは妥当であると判
　断し、要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

5
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

環境に関するムーブメントの醸成
（環境局環境政策部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　都は、2020年までに2000年比25％温室効果ガ
　スの削減を図るという目標を掲げている。

○　目標を達成するためには、各制度、施策を確
　実に実施するとともに、ＣＯ２削減に向け、都
　民を巻き込んだ社会全体における環境ムーブメ
　ントを醸成することが必要である。

○　そのために、戦略的な普及啓発により都民の
　温暖化対策への取組意欲を高め、都民の行動を
　変革することが不可欠である。

○　本事業を契機として、都民が自発的に環境配
　慮行動を行うよう促していく。

１

○　各対策のキャンペーンなどに合わせ、ＰＲを実施
　してきたが、この方法では、都民に対し継続的に行
　動を促すようなＰＲ展開が困難である。

○　ポスター、パンフレットやＤＶＤなどの制作物に
　よる広報は、製作費用が多くかかるとともに、情報
　発信の範囲が必ずしも広くないなどの課題が多い。

○　イベントによる広報については、参加者が限定さ
　れることやターゲットを絞ることが難しい、などの
　課題があった。

○　温室効果ガス削減の目標を達成するためにも、都
　民の温暖化対策への取組意欲を向上させることは不
　可欠であると考える。

○　経費を削減しながら、効果的なＰＲ方法の見直し
　を図ったことについては評価できる。

○　事業実施にあたっては、ＰＲの効果を明確にする
　とともに検証を行い、見直しを図っていくことが必
　要である。

４

３

35,228

拡大･充実 見直し・再構築

10,693
93,759

移管・終了

○　都民の行動を変革し、継続的な環境配慮行動を促
　すため、複数ある対策を一括し、一貫したＰＲ方針
　のもとで、ラジオ、雑誌、生活情報紙、インターネ
　ット等複数の手法を組み合わせたＰＲを規模を拡大
　し実施する。
○　ＰＲ内容に合わせてターゲットを絞り、ターゲッ
　トに合わせた手法・媒体を選択し、戦略的にＰＲを
　実施する。
○　そのようなＰＲを実施するため、企画提案方式の
　広報契約を導入し、経費を抑えた上で、直接ターゲ
　ットに訴えかけることが可能な費用対効果の高いＰ
　Ｒを実施する。

事業費

事業費

○　地球温暖化対策等の周知のため、各対策のキ
　ャンペーンなどに合わせ、
　・ポスターの掲出
　・チラシ、パンフレットの配布
　・ラジオスポットＣＭ
　・生活情報紙への広告掲載
　・ＤＶＤ等の製作
　・イベントの実施
　などを企画・実施した。

○　都の取組が新聞等のメディアに取り上げられ
　るなど、イベント等の参加者以外へも周知され
　てきた。

35,22822年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 9 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　大気のモニタリングは、平成９年２月に都内
　７地点で試行的に開始し、以降、段階的に測定
　地点を増やして、現在20地点で年６回調査を実
　施している。

○　東京都環境会議を活用し、清掃工場等の発生
　源対策の進行管理及びモニタリング、調査研究
　の結果報告を行った。

○　国において「大気汚染防止法」や「廃棄物処
　理法」の法整備が進み、排出濃度基準等が定め
　られたことから、都においても主要な発生源で
　ある清掃工場の排ガス対策や小型焼却炉の使用
　中止等の対策を進めた。

○　12年には「ダイオキシン類対策特別措置法」
　が施行され、常時監視等が法定受託事務となる
　とともに、都の取組方針を改定し、この方針に
　基づき実施した結果を毎年公表してきている。

8,99622年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　ダイオキシン類の大気環境中の濃度が、環境基準
　を大幅に下回っていることからも、測定回数を年６
　回から、近県の状況も考慮して４回に見直しを行
　う。

○　しかしながら、ダイオキシン類は大気環境中で分
　解されにくく、一度排出されたダイオキシン類は大
　気環境中に蓄積されていくことから長期的にリスク
　管理をしていくことが必要である。

○　今後も、経費の削減を図りつつ継続的に実施して
　いく。

３

8,996

拡大･充実 見直し・再構築

9,135
13,298

移管・終了

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

ダイオキシン類対策特別措置法第26、27
条

○　平成９年８月に大気汚染防止法施行令が改正
　され、有害大気汚染物質の指定物質としてダイ
　オキシン類を指定した。

○　都は、９年11月に取り組むべき総合的対策や
　施策の方向を定めた「東京都ダイオキシン類対
　策取組方針」を策定した。

○　本方針に基づき、発生源対策とともに、大
　気、水質・底質、土壌、地下水等のモニタリン
　グの推進が体系化され、ダイオキシン類対策の
　施策の必要性検討や効果の確認等を行う。

１

○　ダイオキシンの常時監視は法定受託事務である
　が、国は測定頻度を定めていない。

○平成20年度の都内におけるダイオキシン類の大気環
　境中の濃度は、環境基準の15分の１以下となり、ま
　たダイオキシン類の推計排出量は、10年度に比べ25
　分の１以下に削減されていることからも、測定回数
　の見直しが必要である。

○　都民の健康を守り、情報を提供していくために
　も、ダイオキシン類の測定を継続的に実施していく
　ことは重要である。

○　ダイオキシン類の排出量が削減されたことを受
　け、測定回数を見直しを図ることにより、事業の効
　率化と経費削減を行うことは評価できる。

４

事務事業評価票

6
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

ダイオキシン類監視（大気）
（環境局環境改善部）

２

20年度決算額

○　事業目的を達成しつつ、事業の効率化と経費削減
　がなされていることから、要求どおり予算を措置す
　る。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 6 年度

平成 21 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円

千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　実施主体の国移管については妥当である。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

7
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

野生動植物の保護（小笠原希少野生植物保護増殖事業）
（環境局自然環境部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律、東京都環境基本条例

　
　
　
　
　

１

○　これまでの取組により、希少植物種の保護増殖が
　進展するなど一定の成果をあげてきた。

○　本来、野生動植物の保護については国が中心的な
　役割を担うべきものであり、蓄積されたノウハウを
　着実に引き継いで世界遺産登録に向け、役割分担を
　見直す必要がある。

４

３

－ 

拡大･充実 見直し・再構築

7,000

6,000

移管・終了

○　役割分担の見直しにより、実施主体を都から環境
　省へ移管する。

○　都が行ってきた事業検討会の開催や現地調整事
　項、モニタリング技術などこれまで蓄積してきた事
　業ノウハウを国へ引き継ぐ。

○　都は、引き続き事業検討会に参加するなど、本事
　業への関与を継続することで、今後も希少な動植物
　の保護への取組を推進していく。

事業費

事業費

平成６年度　環境庁の「小笠原希少野生植物種保
　　　　　　護増殖事業」を都が受託
平成８年度　都が有識者による「小笠原希少野生
　　　　　　植物保護増殖事業検討会」を設置
平成16年度　ムニンノボタン等８種が種の保存法
　　　　　　に基づく国内希少野生動植物種に指
　　　　　　定
平成21年度　ヒメタニワタリ等４種が種の保存法
　　　　　　に基づく国内希少野生動植物種に追
　　　　　　加（計12種）
○　東京大学等の協力により、保護増殖した苗の
　現地への植え戻しや、現地での播種実験等を行
　い、ムニンツツジ、ムニンノボタン、アサヒエ
　ビネ等の希少種の保護増殖が進展した。
○　ノヤギ等からの食害防止のため、希少植物の
　自生株や植え戻し株の周囲に保護柵の設置など
　行った。
○　大学や植物園等関係機関との連携体制を構築
　した。 － 22年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　これまで都は、東京大学等の関係機関と連携の
　もと、本事業実施の中心的な役割を担ってきた。
　その結果希少植物種の保護増殖が進展するなど一
　定の成果を上げてきた。
○　希少種を育成増殖するための研究実績や、現地
　での調査・保全作業のノウハウなどが、研究機関
　やＮＰＯ団体等に蓄積されてきた。
○　世界自然遺産登録に向けて、外来種対策等の推
　進と保護担保措置の充実について、関係機関と連
　携し、的確な役割分担のもと事業を進めていく必
　要がある。

　小笠原諸島における個体数の極めて少ない種や
激減している野生植物種の生態を明らかにしなが
ら絶滅の回避を目指し、平成６年より都が環境省
から受託し、関係機関との連携のもと実施してき
た。

【役割分担】
・事業全体のコーディネイト（東京都）
・現地の日常的な保全活動（東京都）
・研究施設における種の育成増殖と現地での播種
  実験など（東京大学）

○　事業の役割分担を見直し、効率的、効果的な事業
　運営を図る必要がある。



平成 16 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円

千円
千円 千円事業費

事業費

　都は、御蔵島村及び関係機関と連携し、東京都
自然ガイドの養成やモニタリングを実施し、自然
環境の適正な利用を図っている。

○　東京都自然ガイド認定講習（隔年）
　　東京版エコツーリズムに関する基礎知識の講
　義やガイド技術、陸域・海域に関する実習等に
　よりガイドに関する行政目的の理解や基礎知識
　の付与
○　東京都自然ガイド更新講習（毎年）
　　御蔵島のエコツーリズムに関連する最新情
　報、モニタリング結果、基礎知識を確認しガイ
　ドの質の維持・向上
○　モニタリングの実施（毎年）
　　御蔵島におけるエコツーリズム実施下での陸
　域・海域における植物やイルカの個体数等のモ
　ニタリングを行い、人為の影響を継続的に把握 2,12922年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

2,129

拡大･充実 見直し・再構築

3,112

4,897

移管・終了

○　平成21年度までは毎年開催していた更新講習につ
　いても見直し、認定講習と更新講習を同一年度に行
　うことで２年に１度の開催とし事業の効率化を図っ
　ていく。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都の島しょ地域における自然保護の
適正な利用に関する要綱
御蔵島における自然環境保全地域の適正
な利用に関する協定書

○　御蔵島に残された貴重な自然環境を適正に利
  用しながら保護することを目的として、都では
  平成16年度から東京都版エコツーリズムを導入
　した。

１

○　事業開始後、ガイド新規認定講習受講者が、島へ
　の新規移住者などに特定され、受講人数が減少する
　傾向にあったため、毎年行っていた新規認定講習を
　隔年実施とした。

○　一方で、ガイドの質の維持・向上を図るために、
　２年毎の受講が必要な更新講習については、新規認
　定年度のずれにより、毎年開催する必要があり、効
　率化を図る余地が残されていた。

○　貴重な自然環境を適正に利用しながら保護を行う
　ためには、自然ガイドの定期講習は、質の維持・向
　上の上で有効と考える。

○　併せて、過去の受講者数の検証を行い講習実施時
　期を見直すことは、事業の効率化の観点からも評価
　できる。

４

事務事業評価票

8
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

御蔵島自然ガイド養成講習
（環境局自然環境部）

２

20年度決算額

○　見直しを図ることで、事業と経費の効率化が図れ
　ることから、要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

22 23

実施スケジュール

年度 15 16 17 18 19 20 21

更新 更新
更
新

更新

認定

認定

認定 認定 認定

更新(特例)

更
新

認定

（東京都版エコツーリズム）
・自然環境保全促進地域を指定し、利用に伴
　う適正なルールを設定
・当該地域を利用する際に、都認定の「東京
　都自然ガイド」が同行、適正な利用などを
　指導
（東京都自然ガイドの役割）
　御蔵島の自然の①利用者への解説、②利用
　者への指導、③モニタリングへの協力

（単位：人）
22

新
規 -
更
新 -

61

-

87 8

51-

ガイド数

計

計

年度 16

148

17

120

15

87

19

96

45

- 20

31

18

90

9631

-

20 21

96 117

21



平成 － 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　財団への委託で、より効果的な研修が実施される
　ことから、適切と考えられる。

○　引き続き、人材育成の拠点としての財団のあり方
　を踏まえ、より効果的な研修事業が実施されるよう
　検証を行っていく。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

9
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

公務員研修等    
（福祉保健局総務部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

地方公務員法
東京都職員研修規則第４条第３項ほか

○　局職員研修
　　福祉保健局人材育成方針（平成19年８月）に
　基づき、都民全体の奉仕者としてふさわしい人
　格、教養を培わせるとともに、福祉保健医療行
　政の担当者として、「プロフェッショナルな職
　員」の育成を目指す。
○　行政機関研修
　　生活保護法の理念や目的に沿って、法施行事
　務に携わる職員や組織の資質向上を図る。
○　東京都社会福祉保健医療研修センター
　　都立施設等の社会福祉従事者を対象に人材育
　成のための研修等を実施する目的で４年度に設
　置

１

○　局職員研修
　・福祉保健局は、医療系・福祉系・事務系など多様
　　な職種（41職種）の職員を抱えている。
　・各行政分野において、新たに求められている施策
　　や事業を担うことができる、政策形成能力の高い
　　職員を育成することが課題となっている。

○　行政機関研修
　・生活保護世帯の急増や障害者自立支援法等の新た
　　な実務への対応など福祉事務所の抱える課題の困
　　難化に伴い、担当職員及び組織としての資質向上
　　が喫緊の課題である。

○　研修センター
　・管理を２部署で実施しており、効率的な運用が課
　　題となっている。

○　福祉保健医療行政のプロを育成するため、人材育
　成機能の強化が必要である。

○　福祉保健分野における研修のノウハウを有する（
　財）東京都福祉保健財団を人材育成の拠点とし、研
　修事業を委託することで、より効果的な研修の実施
　が可能となる。

４

３

165,832

拡大･充実 見直し・再構築

96,603
109,623

移管・終了

○　(財)東京都福祉保健財団へ研修事業等を委託
　・研修事業の実務について、福祉保健分野における
　　幅広い研修事業の実績を有する財団に委託し、民
　　間の多様なノウハウを生かした柔軟な実施体制の
　　もとで人材育成機能の強化を図る。
　・研修センターの建物管理を財団に委託し、一元化
　　することにより、効率のよい運営体制を構築す
　　る。
　・財団を福祉保健分野を支える人材育成の拠点と
　　し、今後既存の研修事業や他の受託事業と連携し
　　ながら、職員等研修の効果的な実施を目指す。
○　局においては、研修計画の立案など研修企画に特
　化し、業務の効率化を図る。

事業費

事業費

○　局職員研修
　・職層別研修(職層に応じた能力付与）
　・課題別研修(全庁的な課題を周知）
　・専門研修(事業推進に必要な専門能力の向上)

○　行政機関研修
　・生活保護行政主管課長研修
　・福祉事務所査察指導員研修
　・福祉事務所地区担当員研修
　・福祉事務所面接相談員研修等

○　受講生の研修報告書等に基づき、カリキュラ
　ムや講師を毎年見直し、研修内容の充実を図っ
　ている。

162,79422年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 11 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　事業者への周知徹底に取り組み、法改正等の対応
　にも取り組む内容となっていることから適切と判断
　する。

○　引き続き取組の効果検証を行っていく。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

10
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

福祉サービス第三者評価システム
（福祉保健局指導監査部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

社会福祉法第78条第１項、東京都におけ
る福祉サービス第三者評価の指針

○　福祉分野の規制緩和による多様な事業者の参
　入の結果、サービスの質の確保が重要になっ
　た。また、利用形態が措置から契約へ移行し、
　利用者がサービスを選択することとなった。

○　そのため、利用者によるサービス選択のため
　の情報提供と、事業者によるサービスの質の向
　上への支援を目的として、事業者のサービスを
　第三者的に評価する当事業を開始した。

○　評価対象事業所が少なくとも３年に１回以上
　受審することを目指している。

１

○　平成17年度の共通評価項目体系の変更後、項目の
　大幅な見直しは行われていない。一方、施設系サー
　ビスでは、複数回受審した事業者が増加している。
　そのため、これまで蓄積された評価結果の分析や、
　法制度改正をはじめとする社会情勢・ニーズの変
　化、事業者の運営実態を踏まえた評価項目の見直し
　が必要である。

○　居宅系サービスの受審実績が低調であり、21年度
　から導入した「サービス項目中心の評価手法」の検
　証をしながら、受審率向上に向けた取組が必要であ
　る。

○　利用者のサービス選択や事業者のサービスの質の
　向上を図るため、受審率の向上と評価項目の適正化
　は重要な課題である。

○　受審率が延びない原因の一つとして、第三者評価
　制度の必要性が十分に認知されていないことが考え
　られる。

○　障害者自立支援法の新体系サービスへの移行に適
　切に対応し、評価項目の見直しなどを行う必要があ
　る。

４

３

75,300

拡大･充実 見直し・再構築

57,779
88,911

移管・終了

○　評価システムの見直しを順次進めることにより、
  評価システムの精度・信頼性を向上させ、第三者評
  価制度の普及促進、受審率の向上につなげる。
　・評価項目の見直しについては、平成21年度におけ
　　る先行３サービス（特別養護老人ホーム、認可保
　　育所、認証保育所）の検討を踏まえながら、他サ
    ービスにも順次拡大していく。
○　「サービス項目中心の評価手法」の普及をはじめ
　とする、居宅系サービスの受審率向上に向けた取組
　を行う。
○　また、障害者自立支援法の新体系サービスへの移
　行に適切に対応していく。

事業費

事業費

○　評価手法の継続的な改善（評点基準の変更、
　コミュニケーション困難な利用者対応等）
　・平成20年度事業者アンケート：89.8％が満足

○　施設系サービスにおけるサービス推進費等の
　減額要件として３年に１回以上の評価実施を規
　定
　・施設系サービスの受審率：30％超

○　居宅系サービスの受審促進策の検討
　・「サービス項目中心の評価手法」の導入

【評価実績と受審率の推移】
　＊評価対象全サービスの計

75,29222年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

実施件数 1,114件 1,352件 1,308件 1,827件 1,817件

受審率 8.9% 7.6% 9.2% 12.9% 13.1%



平成 16 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　ネットワーク運営協議会を開催し、小児重症
　患者に対する対応を検討した。
  ※運営協議会開催　２回（平成19年度）

○　小児の重症・重篤患者の確実な受入れのた
　め、小児の重症救急患者数のデータから重症患
　者の救急を担うため都内を４つにブロック分け
　したネットワークを形成し運用した。
  ※「小児三次救急医療ネットワークの運用につ
    いて」（17年度検討報告書）

○　休日・全夜間診療事業（小児）参画の医療機
　関の中で、特に重症症例に対応できる医療機関
　を重症患者対応医療機関として指定した。
  ※重症患者対応医療機関
 　 12病院指定予定（現在３病院）

3,66822年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　小児三次救急協議会を見直し、小児救急医療対策
  協議会でモデル事業の検証や初期から三次の連携の
  あり方等を検討し、小児医療の効率的・効果的な医
  療の提供を図っていく。

　・重篤な患者を受け入れる医療機関を確保する。
　　（「子ども救命センター」を４か所整備）
　・初期から三次までの連携体制を確立する。
　　（「子ども救命センター」を中心とした、三次と
　　二次、二次と初期の連携体制を構築した小児医療
　　ネットワークモデル）

３

3,668

拡大･充実 見直し・再構築

－ 
5,249

移管・終了

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　小児の重症救急患者に対し、迅速かつ確実に
　適切な医療を提供するため、小児の救急医療を
　担う中心的な医療機関のネットワーク化を図
　り、医療機関の連携、協力関係を強化する手段
　として、小児三次救急協議会を創設した。

１

○　小児重篤患者を受け入れ、速やかに救命治療を行
　える医療施設の体系的な整備ができていない。

○　小児救急医療資源が不足していることから、初期
　から三次までの小児医療機関相互の連携体制の構築
　が必要となっている。

○　現行の小児三次救急協議会をより実効性のあるも
　のにするため、喫緊の課題に対応するための見直し
　を図ることは有効である。

○　役割分担を明確にした小児救急医療体制につい
　て、協議会を活用した進行管理を行うことが新たに
　必要となっている。

４

事務事業評価票

11
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

小児三次救急協議会
（福祉保健局医療政策部）

２

20年度決算額

○　地域医療再生基金を活用し、小児医療提供体制に
　ついて検討・協議を行う場を設定するための予算を
　措置する。

　・小児医療体制の強化に向けた検討・協議
　・初期救急施設～三次救急施設の小児医療
　・ネットワークの構築
　・小児医療講演会の開催

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 18 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　これまでの都の取組を総括して、今後の施策のあ
　り方の検討等に必要な予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

12
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

認知症対策推進事業
（福祉保健局高齢社会対策部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

第４期東京都高齢者保健福祉計画

○　認知症の高齢者は高齢者人口の１割以上を占
　め、今後高齢化の進展に伴いますます増加する
　ことが見込まれる。
○　また、都内では高齢者のみ世帯、高齢者の独
　居世帯が増加傾向にあり、これまで以上に家族
　介護に頼ることは困難になると考えられる。
○　さらに、認知症には、昨日までできていたこ
　とが急にできなくなる、コミュニケーションを
　とることが難しくなるなどの特有の生活障害が
　ある。
○　そこで、認知症の人と家族が地域で安心して
　暮らせるまちづくりを進めるため、様々な角度
　から総合的な取組を進めることとした。

１

○　認知症に対する施策は、地域づくり、医療・介護
　等の専門分野の取組、若年性認知症対策など多岐に
　渡っており、専門的見地から、施策のあり方の検討
　や事業の実施について助言が得られる場が必要であ
　る。

○　地域全体で認知症の人と家族を支える仕組みづく
　りなど、区市町村によって、施策の取組状況に差が
　あるものがある。

○　生活関連事業者や企業など、学識経験者、医療・
　介護専門職以外の組織による、組織的な協力・取組
　が必要なものがある。

○　これまでも、認知症対策推進会議を通じて、「認
　知症地域支援ネットワークモデル事業」などを事業
　化してきており、会議の効果が認められる。

○　今後は、認知症に関する都民への普及啓発を行う
　とともに、これまでに認知症対策推進会議を通じて
　行ってきたモデル事業等の成果を踏まえ、地域、専
　門職、行政等が一体となり、認知症の人とその家族
　を支える取組を推進していく必要がある。

４

３

9,202

拡大･充実 見直し・再構築

31,588
8,169

移管・終了

事業費

事業費

○　認知症対策推進会議（以下「推進会議」とい
　う。）及び専門部会において(1)地域づくり、
　(2)医療、(3)介護、(4)若年性認知症の各分野
　について多角的・具体的議論を行い、その成果
　を第４期東京都高齢者保健福祉計画に反映し
  た。

○　また、「認知症地域支援ネットワークモデル
　事業」、「認知症サポート医フォローアップ研
　修事業」などを事業化し、議論と並行して迅速
　に施策化を図っている。

○　さらに、平成21年に東京都の認知症に関する
　情報サイト「とうきょう認知症ナビ」を開設
　し、認知症の理解と支援の普及に努めている。

8,16922年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　これまでの各専門部会における議論やモデル事業
　を含めた様々な都の取組を総括して、今後の施策の
　あり方の検討や事業の実施、都として果たすべき役
　割などについて、専門的な見地から助言・提言を行
　う会議に変更する。
○　認知症高齢者の増加が見込まれる東京にふさわし
　い施策を推進するため、重点普及推進シンポジウム
　（仮称）を開催し、住民に身近できめ細かい施策の
　担い手となる区市町村や関係諸団体（医療関係者・
　生活関連事業者等）に対して重点的な働きかけを行
  う。
○　若年性認知症支援モデル事業等の検証・報告も会
  議内において行っていくこととする。



平成 19 年度

平成 24 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　財団法人高齢者住宅財団に委託し、以下の研
　修を実施した。
　・初任者研修
　　　独居高齢者や高齢者夫婦のみの世帯が多く
　　居住する集合住宅の管理人等を対象として、
　　高齢者に対する介護等の知識を習得するため
　　の研修を実施

 平成19年度：平成20年３月４日実施 243人受講
 平成20年度：平成21年１月28日実施 170人受講
　　　　　　 平成21年２月11日実施 149人受講
 平成21年度：（予定人数）　　　　 300人

　　　　　　　　　　　　　  合計　862人

4,39022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

4,390

拡大･充実 見直し・再構築

4,390
4,390

移管・終了

○　初任者研修
　・カリキュラムに認知症サポーターを養成する講座
　　を組み込む。

○　現任者研修【新規】
　・初任者研修の受講者を対象として、実際の事例を
　　用いたグループ討議を行い、課題解決能力を高め
　　るための研修を実施する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

国：介護サービス適正実施指導事業の実施について
都：高齢者住宅支援員研修事業実施要綱

○　高齢者が多く居住する集合住宅の管理人等を
　対象に、介護等の基本的な知識を習得するため
　の研修を開始した。
○　管理人等が研修を受講することにより、安易
　な施設への入居防止や認知症の早期発見等につ
　ながり、高齢者が介護を必要とする状態になっ
　ても、適切な支援を受けて地域で生活を継続す
　ることが可能となる。
○　高齢者に関する知識の習得や見守りを行いな
　がら、確実に関係機関へ繋いでいくノウハウを
　学ぶことにより、地域全体の見守り等を行う管
　理人等の普及・育成を図っていく。

１

○　受講者からは座学だけではなく、実例などを踏ま
　え、より具体的な研修内容とするよう要望が多数出
　ている。

○　実際に居住者からの相談等に対応している管理人
　等は34％に達している。また、23％が認知症と思わ
　れる高齢者によるトラブルが問題になっていると回
　答しており、管理人等が実務的な解決能力を身に着
　ける研修が必要である。

○　そのため、介護等の知識を習得するだけでなく、
　認知症サポーターとして具体的な支援方法を学ぶと
　ともに、課題解決能力を高めるため、実例や課題を
　持ち寄って討議し合う小規模な研修を実施する必要
　がある。

○　平成19年度から実施している初任者研修は、20年
　度までに562人受講しており、研修に対するニーズ
　が認められる。

○　一方、初任者研修受講者からは、座学だけでなく
　実例を踏まえるなどより具体的な研修内容とするよ
　う要望が出ている。

○　そのため、集合住宅における高齢者関係の相談を
　受ける管理人に対し、知識の習得にとどまらず、管
　理人がそれぞれ抱える課題を討議し合いながら課題
　解決能力を向上させる研修が必要である。

４

事務事業評価票

13
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

高齢者住宅支援員研修事業
（福祉保健局高齢社会対策部）

２

20年度決算額

○　要求どおり、初任者研修及び現任者研修について
　予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 2 年度

平成 21 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費 － 22年度予算額

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

22年度見積額

○  情報誌「くらしの健康」については、平成21年度
　より、情報媒体を紙媒体の配布からホームページ登
　載（ウェブ方式）へと変更することにより、タイム
　リーな情報を、都民・事業者等により広く迅速に提
　供していく。

○　これにより、印刷製本経費を皆減し、本事業は21
　年度をもって廃止する。

○　なお、本事業の目的である都民・事業者等への情
　報提供については、21年度に事業化した「食の安全
　・安心確保緊急対策」事業等において、重点的な取
　組を行っているところである。

３

－ 

拡大･充実 見直し・再構築

1,219
3,227

移管・終了

１

○　食の安全に関する情報は、膨大かつ日々変化する
　ことから、タイムリーな情報を、より広くかつ継続
　的に、都民や事業者等に向けて提供していくために
　は、現在の紙媒体では、発行部数や発行頻度などに
　制約がある。

○　都民の食の安全に対する意識の高まりの中、正し
　い知識や情報をタイムリーに提供する重要性は認め
　られる。

○　一方で、タイムリーな情報提供ということに関し
　て紙媒体の制約があり、局の課題認識は妥当であ
　る。

21年度予算額

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　輸入食品の増加、農産物の残留農薬など、食
　の安全に対する不安が増大する中、都は平成２
　年に「東京都における食品安全確保対策にかか
　る基本方針」を策定し、監視指導の充実強化や
　都民への情報提供の推進を打ち出した。

○　食の安全を確保し不安を解消するためには、
　都民・事業者が正しい知識や情報に基づいて行
　動することが重要であることから、都は、食品
　衛生に関する情報誌を作成・配布し、食の安全
　に関する情報の提供を積極的・継続的に行うこ
　ととした。

４

事務事業評価票

14
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

食品衛生情報提供
（福祉保健局健康安全部）

２

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

○　食品衛生に関し、情報誌を作成・配布し、そ
　の時々における社会的関心の高いテーマを中心
　に、都民や事業者等に対する継続的な情報提供
　に取り組むことで、都民への食の安全に関する
　正しい知識の普及や事業者による衛生管理の推
　進を図ってきた。

　・平成２年 情報誌「くらしの衛生」刊行
　・平成15年 「くらしの健康」に改編
　 　 発行部数5,000部　年４回

その他

20年度決算額

○　食品衛生情報をホームページで提供することと
　し、印刷経費を縮減した上で、タイムリーな情報提
　供を行うものとする。

拡大・充実

６

事業費



平成 16 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

○　平成16年度から、ウエストナイル熱媒介蚊サ
　ーベイランスとして、都内広範囲に観測地点を
　設置し、媒介蚊の捕集及びウイルス保有調査を
　実施してきた。
○　ウイルスの国内侵入に備え、「ウエストナイ
　ル熱対応指針」（17年度）、「ウエストナイル
　熱を媒介する蚊の対応に関する技術資料」（19
　年）を整備した。
○　20年度から、Ｃ40気候変動東京会議の共同行
　動として、海外５都市と感染症媒介動物の調査
　等について情報交換している。
○　21年度には、温暖化による媒介蚊の生息地域
　の北上により発生が懸念されているデング熱・
  チクングニア熱・マラリアにも対象を拡げ、サ
　ーベイランスを実施した。
○　これまでのサーベイランスの結果、ウイルス
　は検出されていない。

その他

20年度決算額

○　要求どおり、防疫用殺虫剤の備蓄方法の工夫によ
　る経費縮減を図った上で、必要な予算を措置する。

拡大・充実

６

事業費

事務事業評価票

15
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

感染症を媒介する蚊の防除対策の推進
（福祉保健局健康安全部）

１

○　ウエストナイル熱以外の感染症媒介蚊についての
　対応指針・技術資料がないため、現状の指針等を拡
　充整備する必要がある。

○　備蓄を行う防疫用殺虫剤については、使用期限（
　３年）の到来による廃棄及び更新の必要が生じる。

○　地球温暖化の影響等による危機意識の高まりの
　中、本事業の継続的な取組は必要である。

○　一方で、事業を執行するにあたってのランニング
　コスト等に関する経費縮減努力も併せて行うべきで
　ある。

21年度予算額

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律

○　従来、ウエストナイル熱の未発生地域であっ
　た米国では、1999（平成11）年に流行が報告さ
　れて以来、数年で全米に感染拡大した。

○　日本においても国内侵入への危機意識が高ま
　り、14年に感染症法の４類感染症に指定され
　た。

○　都は、感染症を媒介する蚊のサーベイランス
　（監視）を実施し、発生の早期発見による感染
　拡大の防止を目指す。

４

22年度見積額

３

6,858

拡大･充実 見直し・再構築

931
10,142

移管・終了

○　感染症の国内侵入阻止のための施策の強化が必要
　であり、新たな感染症の発生に備え、都内全域にお
　いて、引き続き感染症媒介蚊のサーベイランスを実
　施していく。

○　平成22年度に対応指針等を改定し、デング熱等の
　感染症媒介蚊について、発生時における防除体制の
　確立に向けた取組みを進めていく。

○　防疫用殺虫剤の備蓄に当たっては、当初想定して
　いた直接購入による方法から、薬剤製造者との協定
　締結によって流通在庫を活用する方法へと見直すこ
　とにより、経費縮減を図るとともに、必要量を継続
　的に確保していく。

事業費 6,85822年度予算額

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 19 年度

平成 21 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

○　調査研究
　・集団感染事例の収集分析及び遺伝子解析
　　⇒保健所等による感染拡大防止のための効果
　　  的な初動対応策を提案
　・感染経路・感染拡大のメカニズムの解明及び
　　消毒法の有効性の検証・検討
　　⇒社会福祉施設や学校、家庭など環境・状況
　　　に応じた効果的な感染防止策を提供
　・検査法の改良・開発
　　⇒迅速かつ検出感度の高いウイルス検査を実
　　　現

○　普及啓発
　・研究成果は、平成19年度から毎年、冬季の流
　　行期前に、その時点までに得られた最新の科
　　学的知見に基づく情報として公表した。
　・保健所等の行政職員及び都民に対し講習会を
　　開催するなど、感染防止策の普及を行った。

その他

20年度決算額

○　平成21年度で事業終了とし、22年度は健康安全研
　究センターの既定経費内にて、発生動向や流行状況
　の把握を行うものとする。

拡大・充実

６

事業費

事務事業評価票

16
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

ノロウイルス対策に対する総合的調査研究
（福祉保健局健康安全部）

１

○　研究成果として蓄積された科学的知見に基づい
　て、適切な情報を関係機関や都民に提供すること
　が、正しい感染防止策をより一層普及していく上で
　重要である。

○　平成19年度から調査研究・普及啓発に取り組み、
　感染拡大のメカニズムの解明など一定の成果を上げ
　ている。

○　これらの成果をとりまとめ、平成21年度中に最終
　報告書として公表し、今後これを普及させることが
　必要である。

21年度予算額

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　ノロウイルスによる感染性胃腸炎の流行規模
　は、近年増大傾向にあり、特に患者数が過去最
　高となった平成18年は、社会福祉施設や大規模
　ホテル等での大規模集団感染も多発し、社会的
　関心を集めた。
　・集団発生事例：434件（18年９月～19年８月）

○　感染拡大のメカニズムは十分に解明されてい
　なかったことから、東京都健康安全研究センタ
　ーでは、科学的な実証に基づく効果的な対策に
　より集団感染等を防止するため、緊急タスクフ
　ォースを立ち上げ、19年度からノロウイルス対
　策に関する総合的な調査研究を開始した。

４

22年度見積額

３

－ 

拡大･充実 見直し・再構築

23,081
3,573

移管・終了

○　平成21年度中に研究成果の取りまとめを行い、最
　終報告書として公表する。
○　これにより、本調査研究事業は、21年度をもって
　終了する。
○　発生動向や流行状況については、集団感染事例等
　の収集分析や遺伝子解析により、健康安全研究セン
　ターの既定経費で引き続き把握を行っていく。
○　また、３年間の総合的な調査研究で得られた科学
　的知見により、ノロウイルス発生時における迅速か
　つ的確な行政対応や、社会福祉施設や学校、家庭な
　どにおける感染防止などの対策を推進していく。

事業費 － 22年度予算額

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 － 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　看護師採用活動の強化
  新卒申込者数：20年度　418人→21年度　750人
  ・就職説明会の実施
    （21年度：主催２回、民間15回）
  ・地方養成学校への訪問（21年度：４回）
  ・地方選考の実施（21年度：５都市）　等

○　主な研修の実施
  ・医療の高度化、専門分野における水準の高い
    看護を実践できる看護師を養成するため、「
    認定看護師資格取得支援」を実施（資格取得
    実績：34人）
  ・コメディカル職員に対しても各病院の医療機
  　能に応じた専門資格等の取得支援を図るた
　　め、コメディカル職種資格取得支援や派遣研
　　修を実施

169,14922年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　看護師採用活動について、媒体による広告を中止
　もしくは縮小する一方で、新卒者等からの反応の多
　い対面方式である就職説明会（17回→19回）及び地
　方養成学校への訪問活動（４回→10回）を強化す
　る。
○　助産師資格取得支援（５人／年）など、看護職員
　のキャリア開発を支援し、卒後教育・研修体制の充
　実のアピールも併せて行う。
○　既存研修については、各研修の効果を踏まえ、内
　容及び実施回数の見直しを図る。具体的には、診療
　情報管理士養成の対象人数（８人→５人）などを縮
　小する。

３

169,863

拡大･充実 見直し・再構築

117,158
122,258

移管・終了

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

第二次都立病院改革実行プログラム

○　病院事業は「人」即「事業」であり、職員の
　質を高めることが医療の質を高めることに直結
　する。経営感覚に富む人材や、より高い専門能
　力を持った人材の育成と確保を目指し、研修を
　実施していく。

○　診療報酬改定で７対１看護基準が導入された
　ことに伴い、大学病院等での看護師の大量採用
　などにより、病院間の看護師確保競争が激化し
　ている。看護師の確保に向けて、採用活動の強
　化に取り組むとともに、卒後臨床研修による新
　卒者の定着や看護キャリアパスによる人材育成
　を図る。

１

○　看護師採用活動については、就職説明会などの対
　面方式やインターネットによる情報提供をより重点
　的に実施する必要がある。

○　厳しい状況下で看護師・助産師を確保するために
　は、潜在看護師の掘り起こしや、内部での助産師育
　成が課題である。

○　都立病院の充実した研修を採用予定者に対してア
　ピールして、確保に繋げる必要がある。

○　これまでの看護師採用活動強化の取組により新卒
　者の申込者数が増加するなど一定の効果を上げてい
　る。

○　認定看護師資格取得支援についても、一定の成果
　を上げている。（実績34人）

○　これらの成果を踏まえ、より効果的な人材の育成
　・確保を図るため、採用試験情報を掲載する媒体の
　精査や、新卒者等のニーズに即した研修体制等の見
　直しが必要である。

４

事務事業評価票

17
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

人材の育成・確保（研修・採用活動の見直し・再構築）
（病院経営本部経営企画部）

２

20年度決算額

○　広告媒体については費用対効果を鑑み車両広告等
　を縮小し、就職説明会及び地方養成学校への訪問活
　動を強化するものとし、必要な予算を措置する。

○　助産師資格取得支援などを行うものとし、必要な
　予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



昭和 58 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　法改正への対応として、貸金業管理システムの改
　修・整備、貸金業専門員の配置や貸金業者への法改
　正の周知などを実施する。
○　一方で、登録規模や総合的監督対策の縮小、非協
　会員向け研修を終了するなど、経費内容の見直しを
　行う。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

18
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

貸金業の指導監督
（産業労働局金融部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

貸金業法、同施行令、同施行規則

○　昭和58年５月から、貸金業法（以下「法」と
　いう。）に基づき、貸金業を営む者について新
　規・更新等の登録を実施し、その事業に対し必
　要な規制等を行うことにより貸金業者の指導監
　督を実施するとともに、資金需要者等からの苦
　情相談等により、貸金業者の業務の適正化と資
　金需要者等の利益の保護を図っている。
○　平成18年の法改正により、都の貸金業対策は
　規制中心から、貸金業者への継続的な業務の指
　導・是正が中心になっており、都の指導監督体
　制を強化していく必要がある。

１

○　法改正の内容について、啓発・指導を行っている
　が、都登録貸金業者は小規模零細なところが多いた
　め、貸金業法の改正内容についての理解が不十分で
　あり、指導に多大な労力を要している。

○　廃業等で登録抹消した業者は所謂「みなし貸金業
　者」として、債権回収業務等を監督していくが、都
　外移転後も都の指導監督対象として残るなど、指導
　監督が困難な案件が増大している。

○　貸金業の形態がグループ企業による貸付や、ＩＴ
　を活用した取引などに高度化しており、常に新たな
　貸金業スキームについての情報を収集し、問題点を
　研究し、対応策を検討することが求められている。

○　従前より貸金業の登録、検査・指導、苦情・相談
　等の業務を行い、貸金業者の業務の適正化と資金需
　要者の利益の保護に努めてきた。

○　平成22年６月までに改正法の完全施行が予定され
　ていることから、適切な対応が必要となっている。

４

３

104,377

拡大･充実 見直し・再構築

62,983
105,826

移管・終了

○　平成22年６月までに完全施行される改正貸金業法
　等を踏まえ、都の指導監督体制を整えていく。
・都登録受付業務委託を適正な規模に見直し
・総合的監督対策は、規模を見直し、縮小
・貸金業管理システムを改修・整備し、登録業者等の
　情報を適切に管理
・貸金業者を適切に指導監督していくため、貸金業専
　門員２人を配置
・都の意見要望等を踏まえ、非協会員向け研修を終了

事業費

事業費

○　都はこれまで、法改正の趣旨を踏まえ、貸金
　業務の適正化に向けて登録審査を厳格に行うと
　ともに、立入検査・行政指導の強化により、悪
　質な貸金業者に対して厳格に処分してきた。
　　この結果、貸金業者はピーク時の平成14年度
　6,983業者に対し、21年10月末には1,188業者へ
　と大幅に減少してきている。

○　また、16年の法改正により、ヤミ金融撲滅の
　ための罰則が強化された。さらに多重債務問題
　を解決するための法改正が行われ、19年から段
　階的に施行されている。これに基づき、無登録
　営業に対する警告、取立て規制違反に関する処
　分、貸金業務主任者の国家試験制度の啓発、財
　産的基礎要件2,000万円未充足者に対する指導
　監督、信用情報機関制度の啓発等に取り組んで
　きた。

104,22922年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 20 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

５

事業費

事業費

債務　2,600,00022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

20年度決算額

３

債務　2,600,000

拡大･充実 見直し・再構築

　－
　－

移管・終了

○　平成20年度補正予算を契機に、維持管理水準は一
　定の回復が図られたが、これを臨時的措置として終
　わらせることは、安全・快適な道路空間の維持に深
　刻な影響を及ぼし、都民サービスの低下を招く。
○　20年度当初の予算規模では、債務負担行為を活用
　した計画的・効果的な維持工事の実施、工事の前倒
　しや発注の平準化が行えないだけでなく、本来必要
　な施工規模・内容をも縮小する場合があった。
【道路維持（側溝浚渫等・街路樹管理）】
○　適切な時期に計画的な作業が行えず、浚渫では豪
　雨時等の一時的な道路冠水、街路樹管理では、雑草
　の繁茂や枝の不定期な剪定の原因となっていた。
【橋梁維持（橋面舗装・塗装等）】
○　適切な水準の舗装・塗装工事が行えず、また、４
　月以降に設計や交通管理者協議等の手順を踏むため
　工事が年度後半に集中していた。

○　効果的・計画的な維持管理の実現に当たっては、
　そのために必要な予算を確保することと、債務負担
　行為の活用が不可欠であり、下記の取組を継続して
　実施する必要がある。
【道路維持（側溝浚渫等・街路樹管理）】
○　側溝浚渫等では、雨期前に計画的に浚渫を実施す
　ることで、道路冠水防止を図る。また、街路樹管理
　においては、風格ある都市にふさわしい適切な管理
　・育成を行う（債務負担枠20億円）。
【橋梁維持（橋面舗装・塗装等）】
○　平成20年度補正予算で得られた効果を継続し、工
　事平準化を図る（債務負担枠６億円）。

事務事業評価票

19
事 業 開 始

事業終了予定

計画的・効果的な維持工事の実施(維持管理工事における債務負担行為の活用)
（建設局道路管理部）

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか１

どのように取り組み、どのような成果があったか

道路法42条（道路の維持又は修繕）

○　道路施設の維持管理については、「東京緊急
　対策Ⅱ」として編成された平成20年度補正予算
　において債務負担行為が設定され、これを受け
　て平成21年度当初予算においては、歳出予算が
　増額された。その結果、維持管理水準は一定の
　回復が図られ、計画的・効果的な工事を実施す
　ることができた。今後も引き続き、必要な予算
　を確保するとともに、債務負担行為（ゼロ都債
　）を活用し、道路施設の適正な維持管理を実施
　していく。

２

○　債務負担行為の設定により、公共事業の発注時
　期の平準化が図られ、その結果として受注者側の
　参加機会の平準化に繋がる。

○　また、中小企業対策としての効果は平成20年度
　に実施した東京緊急対策Ⅱにおいても認められて
　いる。

○　受注した中小企業から収集したアンケートにお
　いても、非常に好評であり、有効な中小企業対策
　の一つとして今後も必要に応じて、債務負担行為
　を活用していくべきと考える。

４

【道路維持（側溝浚渫等・街路樹管理）】
○　道路冠水に注意を要する箇所の浚渫を、平成
　21年度当初から雨期前まで計画的に実施し、路
　面排水機能の確保による、道路冠水の防止を図
　った。
○　街路樹管理についても、今まで実施できなか
　った４～６月に、植樹帯管理や高木剪定の一部
　を実施し、生育周期に合わせた、適切な維持管
　理を行った。

【橋梁維持（橋面舗装・塗装等）】
○　次年度以降に施工予定であった一部の工事を
　21年度前半に前倒し、年度後半に集中する工事
　時期の平準化を図った。

【道路維持・橋梁維持】
○　なお、上記取組は端境期における中小企業へ
　の工事発注機会拡大につながった。

拡大・充実

６

その他

22年度予算で、どのように対応したか

○　債務負担行為（ゼロ都債）の活用を引き続き実
　施していくことは、適切な維持管理の実現に寄与
　することに加え、厳しい景気動向の中で中小企業
　対策としても有効な手法の一つであることから、
　要求どおり債務負担行為を設定する。

移管・終了 その他見直し・再構築



昭和 2 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか　ｓ

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円－ 

20年度決算額

○　要求どおり、印刷物の作成を取りやめ、局ホーム
　ぺージによる公表のみとする。

拡大・充実 その他

1,360
1,178

事業費

事業費

３

22年度予算で、どのように対応したか

５

拡大･充実 見直し・再構築 移管・終了

○　公表の迅速化、事務の効率化及び経費削減の観点
　から、情報提供媒体を見直し、印刷物作成を取りや
　め、局ホームページによる公表のみを行う。

事務事業評価票

20
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

港湾統計月報の印刷・配布
（港湾局港湾経営部）

１

○　印刷には、校正等を含め２～３週間かかり、公表
　まで時間がかかる。

○　印刷物の校正や事業者への郵送業務は職員が行っ
　ており、相応の業務量が生じる。

○　印刷代及び郵送費に相応の金額を要する。

○　港湾統計月報の印刷及び送付は、国や都、事業者
　に必要な情報を提供し、長年にわたり一定の役割を
　果たしてきた。

○　しかし、インターネットによる情報開示が進んで
　いる今日、情報提供媒体を見直すことは、経費削減
　の観点からも妥当である。

○　また、広く都民に月報を公開することができる点
　でも適切と認められる。

４

○　港湾統計月報は、毎月350部を印刷・製本し、
　国及び各事業者へ郵送している。
　　さらに、平成15年からは、局ホームページに
　おいても月報を公表している。

○　インターネットが普及・定着していなかった
　頃は、月報を送付することにより、事業者等が
　必要とする港湾統計を一早く提供していた。

－ 22年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

２ どのように取り組み、どのような成果があったか

○　港湾統計月報は、統計法に基づく港湾調査規
　則（昭和26年運輸省令第13号）によって、東京
　港と内外諸港湾との間に出入した船舶、貨物、
　乗降客の動向及び東京港に関係する資料につい
　て、月を単位として収録したものである。

○　統計法に基づく法定受託事務として指定統計
　に必要な統計資料を作成するとともに、東京港
　の実態を明らにし、東京港の開発、利用及び管
　理運営等の計画の参考とする。

その他

見直し・再構築 移管・終了

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

統計法、港湾調査規則

６



平成 4 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

○　契約の一本化により、労務費や諸経費をまとめる
　ことができ、維持管理レベルを下げずに経費圧縮を
　図ることができる。

○　経常経費の削減に繋がる取組は、積極的に推進す
　べきものである。

○　各施設において良好な維持管理レベルを維持
　するため、保守点検や清掃委託等を各設備や区
　分毎に実施してきた。

○　各施設において、適切に維持管理を実施し、
　良好な状態を維持してきた。

○　それぞれの点検業務や清掃委託を分けて契約して
　いたため、いくつもの業務に監督及び確認を要する
　こととなり、事務作業が煩雑となっていた。

○　コスト及び業務のスリム化を目指し、これまでは
　箇所ごとに別契約で実施してきたものを見直し、業
　務内容の重なる部分を削減して契約を一本化してい
　く。

○　これにより、労務費等の圧縮も図れることから、
　平成22年度予算要求において、472千円を削減する。

○　コストを縮減するため、局事業の中で同様の見直
　しが可能なものについては、積極的に見直しを図っ
　ていく。

どのように取り組み、どのような成果があったか

5,902

２

20年度決算額

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

その他

１

４

事務事業評価票

21
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

保守管理委託、清掃委託の統合
（港湾局各部所）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３

拡大･充実 見直し・再構築

5,245

移管・終了

事業費

事業費

5,43022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額 5,430

○　要求どおり予算を措置する。



平成 20 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　採用ＰＲの中心を紙媒体から、より効果が見込ま
　れる就職・転職情報サイトに特化するなど、適切な
　見直しが行われているため、経費を精査した上で所
　要の予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

22
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

人材確保対策
（人事委員会事務局任用公平部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　優秀な人材を確保するため、これまでは主に
　採用試験問題の内容や採用チャネルなどの見直
　しなどに力を入れてきたが、採用ＰＲ面では、
　パンフレットやポスター等での周知にとどまっ
　ていた。

○　大量退職や若年労働力人口の減少などを背景
　に、今後も人材獲得競争が激化する中、効果的
　な採用ＰＲを実施し、有為な人材を確保する。

１

○　民間企業や他団体との競合が激しくなる中、優秀
　な人材を質量ともに確保していくことが課題となっ
　ている。

○　特に、採用予定者数が急増しているⅠ類Ｂの技術
　職については、有効な競争倍率を確保するため一層
　の対応が必要である。

○　今後も都が求める有能な人材を確実に確保してい
　くため、より効果的なＰＲを展開していく必要があ
　る。

○　これまでの取組の効果等を検証するとともに、競
　争倍率が低い区分にＰＲを特化していくなどの対応
　が効果的である。

４

３

59,430

拡大･充実 見直し・再構築

60,000
63,000

移管・終了

○　少子化に伴う受験対象者層の減少等により、採用
　試験応募者の確保は、今後も厳しい状況が続くと考
　えられる。
○　平成22年度の競争倍率において、18年度の最終合
　格者をベースに、事務で12倍、技術で４倍との目標
　を設定したが、この目標は、21年度において、事務
　13.4倍、技術8.5倍と前倒しで達成した。
○　今後は、紙媒体による広報や交通広告を見直し、
　多くの就職希望者の情報ツールとなっている就職情
　報サイトを重視するなど、効果的なＰＲを展開し、
　将来の都庁志望者の開拓に積極的に取り組んでい
　く。

事業費

事業費

○　高学歴化など社会の変化に対応するため、平
　成21年度実施分より制度改正を行い、Ⅰ類Ａ、
　Ｂの受験資格の見直しや、年齢制限を撤廃した
　キャリア活用採用選考の実施など、採用チャネ
　ルの多様化を図った。

○　採用ＰＲは、従来は試験情報の提供が中心で
　あったが、20年度から任命権者と連携し、就職
　活動開始前の早期から都への関心を高め、その
　後の受験に繋げるための連続性あるＰＲを展開
　している。また、ＰＲ実施には、民間のノウハ
　ウを活用し積極的に取り組んでいる。

○　21年度の各試験・選考の申込者数は、全試験
　・選考で前年度を上回った。特にⅠ類Ａの受験
　者は倍増し、競争倍率も17倍に達したほか、キ
　ャリア活用も受験倍率が10倍以上となった。

42,75422年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



昭和 32 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　局要求どおり、投票率の低下が懸念される若年層
　に対する啓発に必要な予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

23
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

選挙常時啓発普及事務
（選挙管理委員会事務局総務課）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

公職選挙法第６条、第261条の２　等

○　昭和29年の公職選挙法の一部改正により、選
　挙に関する啓発、周知等の事業を、同法第６条
　第１項の規定及び国が定める「明るい選挙推進
　基本要領」等に基づいて実施している。その目
　的は、有権者一人ひとりが政治や選挙に強い関
　心を持ち、主権者としての自覚と豊かな政治常
　識を身に付けさせることにある。

○　このため、諸々の活動については、都や各区
　市町村の明るい選挙推進協議会と連携し、明る
　い選挙推進委員、話しあい指導員等の活動に対
　し積極的に協力・支援するほか、教育機関とも
　連携して、各種の啓発事業を実施している。

１

○　過去５か年に実施された選挙における若年層（21
　～24歳）の投票率は、全年代の中で最も低い投票率
　となっている。

【平成19年７月実施参議院選挙投票率】
　全体：57.87％、若年層：33.07％

○　選挙に関する常時啓発事業は、有権者が政治や選
　挙に強い関心を持ち、主権者としての自覚を確かな
　ものにするために必要である。

○　選挙における若年層の投票率低下に対応するた
　め、将来有権者となる児童、生徒等に重点的に啓発
　を行うことは効果的だと考える。

４

３

29,685

拡大･充実 見直し・再構築

22,327
29,685

移管・終了

○　引き続き、有権者一人ひとりが政治や選挙に関心
　を持ち、有権者としての意識の向上が図れるよう、
　各区市町村の選挙管理委員会、明るい選挙推進協議
　会及び明るい選挙推進委員と一体となって事業を展
　開していく。

○　特に、投票率の低下が懸念される若年層対策とし
　ては、中・長期的な視野に立ち、様々な機会を通じ
　て、将来の有権者である児童・生徒等に対する啓発
　事業に取り組んでいく。
　・交通広告ポスターの作成　4,000部
　・ポスターコンクール、ポスター展の開催　等

事業費

事業費

平成20年度に実施した主な常時啓発事業
○　明るい選挙推進大会の開催
　・各区市町村明るい選挙推進委員等 約1,200人
　　参加
　・永年功労者表彰（20年表彰102人、10年表彰
　　320人)、講演等実施

○　ポスターコンクールの開催
　・小中高生による応募作品 計15,131点

○　選挙学習冊子「Let'sすたでぃ選挙」の作成
　・都内全中学３年生を対象に約11.5万部配布

○　禁止される政治家の寄附行為の周知・徹底
　・夏季及び冬季、寄附禁止ＰＲ強化期間を設定
　・ポスター約3.8万部、リーフレット約22.6万
　　部作成・配布

29,68522年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



昭和 60 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　学校給食の質を維持しつつ、「学校給食衛生
　管理基準」（以下「衛生管理基準」という。）
　に基づく衛生管理の徹底を図るため、次の条件
　を設定した。
　・献立は都の栄養士が作成
　・食数は最大500食
　・調理から喫食まで２時間以内
　・「衛生管理基準」を満たした厨房設備での調
　　理
○　弁当業者・宅配・デリバリー業者等への実施
　内容説明、業界団体へのＰＲを行った。
○　参入意欲があった業者の施設調査を行った
　が、「衛生管理基準」に合致している受託業者
　は数社であった。
○　学校栄養職員を配置しないため、人件費を削
　減できた。
○　学校厨房施設に係る維持保全経費を削減でき
　た。

841,32722年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　改正学校給食法により、「衛生管理基準」が法的
　に位置付けられたことに伴い、さらなる安全な学校
　給食が求められていることから、外部調理方式をグ
　ループ方式に切り替える。

○　グループ方式の学校の一部については、現在より
　効率的なホテルパン方式を導入していく。
　【ホテルパン方式のメリット】
　・調理時間短縮
　・再加熱時間を配送時間に充てることによる配送可
　　能範囲の拡大
　・生徒の目の前で盛り付けることによる食育指導の
　　充実

３

841,327

拡大･充実 見直し・再構築

867,504
862,268

移管・終了

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

夜間課程を置く高等学校における学校給
食に関する法律

○　昭和60年度から定時制高等学校の給食調理の
　民間委託を導入し、平成３年度から全校民間委
　託としている。

○　13年度から調理委託業務の効率化のため、一
　部グループ方式を導入している。

○　高校改革推進計画の進捗に伴う高等学校定時
　制（夜間）課程在籍生徒の減少や社会状況の変
　化等による給食喫食率低下に対応するため、一
　層効率的な事業遂行が求められる中、19年度か
　ら、委託業者が学校外の自社厨房において調理
　した給食を各学校に配送する外部調理委託方式
　の試行を行っている。

１

○　学校給食に必要な「衛生管理基準」を満たす厨房
　施設を保有し、調理・配送・配膳等業務のできる業
　者は少数である。

○　契約１案件につき、１～２社しか応札がなく、都
　の入札制度にそぐわない。

○　事故発生等に伴う業者の変更を想定したとき、代
　替業者がない状況には不安がある。

○　生徒の喫食率低下が懸念される。

○　業者の少ない現状及び法改正に伴う高い安全性確
　保が必要となることから、グループ方式への切替え
　は妥当と考えられる。
　
○　グループ方式実施に当たって「ホテルパン方式」
　の導入は効率性を高めるものと認められる。

４

事務事業評価票

24
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

定時制（夜間）課程学校給食調理業務委託（外部調理委託の試行）
（教育庁都立学校教育部）

２

20年度決算額

○　要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 22 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

その他

見直し・再構築 移管・終了

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

教育公務員特例法23条、地方教育行政の組
織及び運営に関する法律23条

６

○　若手教員の確実な育成を図るため、３年間かけて
　初任者、２・３年次研修を系統的・段階的に整理す
　る。

○　各年次で身に付けさせる知識・技能に基づいて、
　現行の研修時数・日数を以下のとおり変更する。
【初任者研修】
　・初任者研修は校内研修180時間、校外研修16日
【２・３年次授業研修】
　・２年次研修は校内研修30時間、校外研修１日と半
　　日
　・３年次研修は校内研修30時間、校外研修は半日２
　　回

２ どのように取り組み、どのような成果があったか

○　現行の若手教員に対する研修体系は、採用１
　年目の教員対象の「初任者研修」、初任者研修
　を修了した２年目と３年目の教員対象の「２・
　３年次授業研究」となっている。

【初任者研修】
○　教員の基礎的な資質・能力の育成を目指し、
　使命感、幅広い知見、実践的指導力等を習得さ
　せることを目的としている。

【２・３年次授業研究】
○　授業研究を中心に行い、授業力の向上を目的
　としている。

１

○　大量採用により、学校現場から研修時数等の見直
　しを求められている。

○　具体的には、以下のような課題がある。
【初任者研修】
　校内研修300時間／校外研修25日
　・１年間で膨大かつ広範囲な内容を集中的に実施し
　　ているため、負担感が強い。
　・研修に時間がとられ、児童生徒とのかかわりや授
　　業準備・校務処理の時間が足りない。
【２・３年次授業研究】
　校内研修９時間／校外研修２日
　・より効果的な授業力の向上を図るには、校内研修
　　の時数が足りない。
　・生徒指導など授業以外の研修がない。

○　ベテラン教員の減少と若手教員の急増に際し、若
　手教員の確実な育成が必要となっている。

○　そのため、若手教員が必要とする知識を適切な時
　期に学べる研修体系が必要であり、教育庁の変更案
　は妥当と考えられる。

４

○　現行の若手教員の研修体系及び研修内容につ
　いて、方法の見直しと改善の取組を実施した。
　・初任者研修、２・３年次授業研究の実施状況
　　調査及び問題点の整理と分析
　・文部科学省と若手教員研修についての協議
　・区市町村教員委員会との連携と研修制度の変
　　更の周知・徹底
　・都立学校及び特別支援学校からの意見収集
　
○　各区市町村教育委員会と都立学校との連携を
　図りながら、３年間で若手教員を確実に育成す
　る都独自の研修体系を構築した。

○　各校種別の到達目標及び年間研修シラバスモ
　デルを作成した。

105,74322年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

事務事業評価票

25
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

東京都若手教員育成研修
（教育庁指導部）

事業費

事業費

３

22年度予算で、どのように対応したか

５

拡大･充実 見直し・再構築 移管・終了

113,530

20年度決算額

○　教育庁案どおりの変更を行うこととし、必要な予
　算を措置する。

拡大・充実 その他

78,726
106,803



平成 18 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

事務事業評価票

26
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

採用広報
（警視庁警務部）

○　今後数年間の大量退職期にあって、質の高い職員
　を確保して警察力の維持を図ることは重要な課題で
　ある。

○　引き続き、費用対効果を意識しながら採用広報を
　実施していく必要がある。

移管・終了

○　平成19年度から2,000人を超える大量退職、大
　量採用期に入り、また、少子化による就職適齢人
　口の減少の中、優秀な人材の獲得が課題となって
　いる。
○　こうした中、真に首都東京の警察官として相応
　し人材を確保するため、「人材確保行動計画」を
　策定し、受験勧奨、採用広報活動を推進してい
　る。
○　採用広報については、警視庁や警察官の仕事の
　魅力をいかに伝えていくかに重点を置き、警視庁
　の「採用ブランド力」を高めるための広報戦略に
　シフトし、ターゲット層に向けた情報発信に努め
　ている。

○　受験者については着実に増加しているが、これに
　比例して合格者の辞退率も増加傾向にある。現在も
　合格者を集めてセミナー等を開催しているが、合格
　発表から採用に至るまでの間の繋ぎとめをいかにす
　るかが最大の課題となっている。

○　今後は、定期的に内定者に対して、警視庁の魅力
　や入庁後の不安を払拭するような情報を発信すると
　ともに、内定者セミナー等で使用するＤＶＤ等の映
　像ツールを、より「合格者視点」に立ったものに再
　構築し、訴求力を強化していく必要がある。

どのように取り組み、どのような成果があったか

地方公務員法
警視庁職員任用規程

４

○　雇用情勢や景気状況等の変化はあるものの、少子
　化による就職適齢人口の減少傾向は変わらず、優秀
　な人材の獲得競争は当面の間、続くと推測される。
○　雇用情勢に左右されることなく、確実に採用数を
　確保するためには、現在推進している警視庁の「採
　用ブランド力」を高めるための広報戦略を展開し、
　引き続き、警視庁の魅力・存在価値等を発信してい
　く必要がある。
○　なお、その実施規模や媒体選択については、その
　時々の社会情勢や雇用情勢、さらには費用対効果を
　勘案して、その都度最も効果的な内容・手法の採用
　広報を展開していく。
○　平成22年度は、ラッピングバスを見直し、トレイ
　ンチャンネルなどの手法で展開していく。

○　平成18年度に警視庁の魅力・存在価値を表現し
　た採用コンセプトワード「街とともに。人ととも
　に。ＦＯＲ　ＭＯＲＥ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩ
　ＯＮ」を作成し、この趣旨に沿った長期的なイメ
　ージ戦略をとっている。
○　就職情報サイトへの情報掲載、Ｗｅｂ－ＤＭの
　送信、採用広報映像・ＤＶＤの制作など、インタ
　ーネットや映像メディアを活用した広報の強化を
　図っている。
○　20年３月ＪＲ山手線１編成を貸し切った交通広
　告「警視庁ＡＤトレイン」を実施した。21年度
　は、都内路線バスを利用した交通広告ラッピング
　バスを実施している。

拡大･充実

５１ ３どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

事業費

事業費 

110,99622年度予算額

21年度予算額

22年度見積額 110,996
114,034

20年度決算額

22年度予算で、どのように対応したか６

○　要求どおり予算を措置する。

その他拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

見直し・再構築

107,221

２

その他

【警察官採用試験実施状況】 (単位：人)

区分 18年度 19年度 20年度

受験者数 15,923 18,189 19,961



平成 17 年度

平成 21 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

事務事業評価票

27
道路交通情報の使用 事 業 開 始

（東京消防庁総務部） 事 業 終 了 予 定

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

○　首都高速道路や一般道路の渋滞情報、所要時
　間情報、事故・工事情報及びゲートや道路の閉
　鎖状況等を迅速に収集し、消防隊の迅速な現場
　到着に役立てている。

２ どのように取り組み、どのような成果があったか

○　消防救急活動においては、早期に活動に着手
  することが、救命率の向上、被害の拡大防止な
  どの結果に大きく影響することから、迅速な現
  場到着が不可欠である。

○　このため、迅速な現場への到着支援を目的と
　して、有料の専用サイトから道路交通情報をリ
　アルタイムに収集し、消防隊に提供している。

３

拡大･充実 その他

４

○　道路交通情報については、各道路管理団体等がイ
　ンターネットを通じて公開している無料の情報内容
　が充実してきたため、費用対効果の観点から有料サ
　イト利用を見直す必要が生じた。

○　消防隊の迅速な現場到着のためには、道路交通情
　報の把握が重要であることに変わりはないが、イン
　ターネットを通じて提供される各道路管理団体等か
　らの無料情報を活用することとし、有料サイトの活
　用は終了する。

－ 

見直し・再構築

見直し・再構築 移管・終了

○　平成17年当時は、有料サイトの他に代替できる手
　段がなく、道路状況の把握のためには有効な手段で
　あったが、現在では他に代替できる手段があるた
　め、その意義が薄れている。

○　要求どおり事業終了とする。

その他拡大・充実 移管・終了

５

22年度予算で、どのように対応したか６

事業費 

20年度決算額 5,963
21年度予算額 6,231

事業費22年度見積額 － 22年度予算額



平成 21 年度

平成 21 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

見直し・再構築 その他

－ 
21年度予算額

移管・終了

○　要求どおり事業終了とする。

拡大・充実

22年度見積額 － 事業費 22年度予算額－ 

１

その他○　住宅用火災警報器設置促進に係る広報とし
　て、リーフレットのポスティング委託、テレビ
　ＣＭの製作及び放映、交通機関を利用した広報
　（ラッピング車両や中吊り・窓上広告）、電柱
　への公共標示掲出、ステッカー、ポスターの製
　作配布を行った。

拡大･充実

２

123,064事業費

20年度決算額

どのように取り組み、どのような成果があったか ４

事務事業評価票

28
住宅用火災警報器設置促進広報 事 業 開 始

（東京消防庁企画調整部・防災部） 事 業 終 了 予 定

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

22年度予算で、どのように対応したか

○　例年、火災による死者の８割以上が住宅火災
　から発生しており、住宅火災による死者の多く
　が火災に気付かず逃げ遅れたことが原因となっ
　ている。
○　住宅火災による被害の低減のため、平成18年
　３月に火災予防条例が改正され、22年４月１日
　から全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義
　務付けられる。
○　全ての住宅に火災警報器が設置されることを
　目標とする中、住宅用火災警報器をまだ設置し
　ていない都民に対し、義務化される前に一日で
　も早く設置するよう広報し呼びかけることとし
　た。

移管・終了見直し・再構築

６

○　住宅用火災警報器の設置率は上昇しているが、平
　成21年度時点では５割程度に止まっている。
○　また、設置した住宅用火災警報器の維持管理につ
　いても周知していく必要がある。

○　義務化前の広報の役割は今年度をもって終了すべ
　きである。

○　義務化以降における、未設置住宅への設置促進や
　動作確保のための維持管理の周知に当たっては、既
　定の広報媒体を活用するなど、効率的かつ効果的に
　広報を実施すべきである。

火災予防条例第55条の５の４

○　平成22年４月に住宅用火災警報器の設置が義務化
　されることから、義務化前に実施する特別広報活動
　は終了し、今後は通常の広報活動の中で設置促進及
　び設置後の維持管理について周知を強化していく。

○　設置義務化直後の各署管内における設置率調査結
　果をもとに、今後の設置促進の方策を検討してい
　く。

【設置率の推移（平成21年当庁世論調査より）】

問い「あなたは住宅用火災警報器を知っていますか？」

【住宅用火災警報器の周知度（平成21年当庁世論調査より）】



平成 18 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　「あいさつフェスタ」では、あいさつ運動を
　実践した地域の成功事例を紹介するなど、身近
　な地域への展開を図った。
○　「あいさつキャラバン」では、歌やゲームな
　どを通じて、子どもたちが楽しみながら自然に
　あいさつやマナーを身につけられる取組を行っ
　た。
○　「チャレンジプロジェクト」では、参加した
　子どもたちが親との約束事をアスリートの前で
　宣言し、約束を果たそうとする意欲を高める取
　組を行った。

30,00022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

33,570

拡大･充実 見直し・再構築

33,564
33,570

移管・終了

○　あいさつ運動にとどまらず、親子が様々な体験を
　共有することで家庭を中心とした青少年健全育成の
　実践を図っていくため、「体験を通じた健全育成」
　として事業を再構築する。

○　再構築に当たり、「体験を通じた健全育成」事業
　展開の起爆剤として実施する大規模イベントと、全
　都展開を目指した都内各地で実施するキャラバンに
　整理する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都青少年の健全な育成に関する条例
第４条第１項～第３項

○　家庭・学校・地域社会の中であいさつを介し
　て大人と子どもたちが交流し、社会の基本的な
　ルールや人との関わり方を教えていくことは大
　人の責務と考え、平成18年度から心の東京革命
　推進協議会（青少年育成協会）と連携し、「あ
　いさつ運動」の一環として「あいさつフェスタ
　」及び地域密着型の「あいさつキャラバン」を
　開始した。

○　また、20年度から「チャレンジプロジェクト
　」として、地域で開催されるイベントにアスリ
　ートを派遣し、講演や交流試合などを通じて子
　どもたちに社会のルールやチームワークを体感
　させる取組を開始した。

１

○　「あいさつフェスタ」、「あいさつキャラバン｣、
　「チャレンジプロジェクト」は、切り口は異なるも
　のの、イベント参加を通じて参加者に社会のルール
　等を学び取ってもらうという点で目的は共通してお
　り、同種の事業が並立した状態になっている。

○　イベントという事業の性格を考慮して、経費投入
　の重点化を図るべきである。

○　類似目的で複数の事業が並立している状態を整理
　し、効果的な予算措置とすべきである。

４

事務事業評価票

29
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

体験を通じた子どもの健全育成
（青少年・治安対策本部総合対策部）

２

20年度決算額

○　事業の内容・規模を精査した上で、予算を措置す
　る。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

【平成20年度イベント参加者数】

あいさつフェスタ 300人

あいさつキャラバン 3,560人

チャレンジプロジェクト 4,070人

【主な参加者の声】

 ・「あいさつ」を普段から意識してみようと思った。
 ・目標を掲げて努力する素晴らしさを学び、感動した。
 ・様々な人と関わりを持つことの大切さを知った。　等



平成 14 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　平成14、15年度に文部科学省受託事業の「東
　京都広域スポーツセンター育成モデル事業」を
　実施し、人材養成・研修、指導者派遣などの事
　業を実施してきた。

○　19年度から有識者による事業検証と支援策を
　検討する地域スポーツクラブ設立支援協議会の
　設置、クラブ設立の推進者となる役割を期待さ
　れる体育指導委員に対する設立支援研修会を実
　施してきた。また、設立準備活動時の課題整理
　と解決策の検証を行うため、５区市において設
　立モデル事業等を実施してきた。

○　現在、設立クラブ数は、14年度時点で11区市
　19クラブから21年７月現在で30区市町村77クラ
　ブに増え、地域のスポーツ活動の拡大等に成果
　をあげている。

30,97522年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

31,075

拡大･充実 見直し・再構築

33,689
54,209

移管・終了

○　モデル事業を通じて設立過程における課題の抽出
　や設立手法に関するノウハウが蓄積できたこと、ま
　た、人材研修が一定程度進捗したことなどから、こ
　れらの事業の終了を含め再構築する。

○　今後の設立支援については、未設置地区の解消を
　中心に進めていくこととし、地域住民等が主体的に
　設立できるようにサポートする。

○　設置後のクラブ運営をサポートする仕組みとし
  て、研修による人材育成を行うほか、広域スポーツ
  センターである（財）スポーツ文化事業団に支援ア
  ドバイザーを設置する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都 スポーツ振興基本計画
文部科学省 スポーツ振興基本計画

○　都民の誰もがスポーツに親しむ機会を提供し
　ていくため、都内の各地域において「地域スポ
　ーツクラブ」が設立され、定着するよう支援を
　行ってきた。

○　平成18年に策定された「10年後の東京」で
　は、「平成28年度に都内に100以上のクラブの
　設立」を目標としている。

１

○　クラブの設立には、関係者間での合意形成、地域
　住民の理解を得る必要があることなどから、設立し
　たクラブの約半数が１年６か月以上の活動期間を要
　している。また、設立が進むに連れ、各地区の準備
　活動に応じ、きめ細やかな対応ができる支援体制の
　構築が必要である。

○　当面、平成25年の東京国体までに都内62区市町村
　に１つ以上の地域スポーツクラブの設立を目指して
　いるが、半数以上の区市町村でクラブが未設置であ
　ることから、これまで以上に設立機運の醸成等を図
　る啓発活動等への取組を講じなければならない。

○　地域スポーツクラブの設立後も人材確保等の問題
　からクラブ運営に支障をきたすケースも見受けられ
　る。

○　設立が一定程度進んだことで、設立後のクラブに
　対するサポートが必要になっていると考えられる。
　
○　経費の節減を図りながら、適切に再構築されてい
　ると考えられる。

４

事務事業評価票

30
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

地域スポーツクラブの支援
（生活文化スポーツ局スポーツ振興部）

２

20年度決算額

○　要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



総合治水対策事業（雨水流出抑制事業費補助） 平成 19 年度

平成 23 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　７つの流域別豪雨対策計画が平成21年度に策定さ
　れ、各流域において小規模民間施設で対応すべき対
　策量が明確になったことから、補助対象流域の拡大
　を認める。
○　しかし、補助の仕組みの見直し効果や雨水貯留浸
　透施設による対策の費用対効果を検証する必要があ
　ることから、引き続き23年度までの時限とし、検証
　を行った上で期間の延長等を判断する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

31
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定（都市整備局都市基盤部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都豪雨対策基本方針

○　近年、都内で50mm以上の降雨により、浸水被
　害が多発することを受け、水害に強い都市東京
　を実現するため、「東京都豪雨対策基本方針（
　平成19年８月)」を策定した。
○　基本方針では、浸水被害額や降雨の状況から
　豪雨災害対策を急ぐべき７流域を指定し、10年
　後までに流域対策（雨水貯留浸透施設の設置等
　）により、時間５mm降雨分の流出抑制を目指し
　ている。
○　基本方針の目標を達成するため、公共施設や
　大規模民間施設での流域対策だけでは不足する
　対策量を個人住宅での対策で補う必要がある。
　よって、個人住宅への貯留浸透施設の設置に対
　し区市が助成する一部を都が補助している。

１

○　豪雨対策基本方針に基づいて、７流域それぞれの
　豪雨対策計画を策定し、流域対策として時間５㎜降
　雨相当の流出抑制を実現するため、新たに単位対策
　量（㎥/ha）の設定を行った。
○　これを受け、７流域において今後必要な対策量を
　精査した結果、現時点で補助を行っていない３流域
　においても、個人住宅における対策が必要であった
　ため、ほか４流域と同様の対策を講じ、10年後まで
　に時間５mm降雨分の対策に向け、支援を強化してい
　かなければならない。
○　また、補助額の設定については、補助対象となる
　雨水浸透施設の規模ごとの１㎥当たり対策量にかか
　る工事費単価にバラつきがあるため、投資額（補助
　額）に見合う効果が現れるようにしなければならな
　い。

○　豪雨対策は、それぞれ流域の実情に応じた取組が
　必要であるが、７つの流域別豪雨対策計画が平成21
　年度に策定され、流域別の取組内容が明示された。
　
○　19年度の都補助開始以降、現行補助対象の４流域
　において、小規模民間施設の対策量は確実に拡大し
　ており、都補助は有効であると認められる。

○　また、対策量に比例した補助へと見直しを行うこ
　とにより、雨水浸透施設設置の促進が図られると考
　えられる。

４

３

47,203

拡大･充実 見直し・再構築

19,181
38,374

移管・終了

○　７流域全てにおいて、豪雨対策基本方針の目標で
　ある10年後までに時間５mm降雨分の流出抑制を達成
　することを目指す。
○　そのためには、計画目標である10年後まで補助を
　継続して実施するとともに、補助対象流域を４流域
　から７流域に拡大する。
○　また、補助額の設定については、雨水浸透施設１
　基当たりの標準工事単価を対策量に比例した額に見
　直し、補助の仕組みを投資した補助額に比例して対
　策量が拡大するよう改善する。

※雨水浸透ます標準工事費単価（別紙）

事業費

事業費

○　これまで「東京都における総合的な治水対策
　について（61答申）」に基づく総合的な治水対
　策暫定計画で目標を定め（目標対策量：約600
　万㎥）、治水対策に取り組んできた。
○　７流域の中でも特に緊急度の高い４流域にお
　いては、個人住宅への雨水貯留浸透施設の設置
　に対し、都がその費用の一部を補助してきた。
○　補助を実施することで、補助対象となってい
　る４流域の対策量を確実に拡大することができ
　た。

47,20322年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

【実績】
年度 実施対策量

補助なし 614㎥
19年度 820㎥
20年度 1,561㎥

※補助なし時の対策量は年平均実績値



【別紙】
総合治水対策事業（雨水流出抑制事業費補助）

○　雨水浸透ます　標準工事費単価（雨水浸透ます１基の上限額）

形式 口径 貯留・浸透量
(１基当たり)

標準工事費
単価

(１基当たり)

１㎥当たりの
工事費単価

１㎥当たりの
工事費単価

補正後の補助
工事費単価

（㎜） （㎥） （円） （円） （円） （円）
Ｐ-Ⅰ 150 0.250 17,000 68,000 15,000
Ⅱ 200 0.332 22,000 66,265 20,000
Ⅲ 250 0.512 29,000 56,641 29,000
Ⅳ 300 0.618 34,000 55,016 34,000
Ⅴ 350 0.863 51,000 59,096 51,000
Ⅵ 400 0.998 59,000 59,118 59,000
Ⅶ 500 1.710 108,000 63,158 103,000

上限
60,000円

補正



平成 18 年度

平成 27 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　耐震助成については、過去の執行率が低いことや
　急激な執行増が見込まれないことから、平成21年度
　執行見込みを基準として規模を精査し、減額する。
○　一方、都自ら行う戸別訪問を引き続き実施すると
　ともに、区市町村の主体的な取組を促すため、普及
　啓発活動支援助成の対象を拡大し、助成期間を24年
　度まで延長した。
○　その他、部分改修や除却に対する助成、規制誘導
　策の検討については要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

32
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

耐震改修促進事業
（都市整備局市街地建築部・住宅政策推進部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

建築物の耐震改修の促進に関する法律

○　平成17年度に耐震改修促進法が改正され、都
　道府県に対し、住宅、特定建築物の耐震改修等
　の目標や目標達成のための具体的施策などを定
　める耐震改修促進計画の策定が義務付けられ
　た。

○　都は、18年度から27年度までを計画期間とす
　る「耐震改修促進計画」を19年３月に策定し、
　住宅の耐震化率を90％以上とするなどの目標を
　定めた。

１

○　助成制度を立ち上げていない区市町村があるな
　ど、事業実施主体である区市町村が主体的に取り組
　む体制が整っていないことに加え、区市町村に対す
　る働きかけや支援などの誘導策が不十分であった。

○　建物所有者の耐震化に対する意識の低さ、耐震化
　に係る費用負担の不安などを原因として、所有者が
　耐震化に踏み切れない現状があるが、都民全般を対
　象とした意識啓発に傾注しており、建物所有者に対
　して戸別訪問を行うなど、個別的な意識啓発活動が
　不足していた。

○　都民の耐震に関する意識の低さが、耐震化が進ま
　ない理由として考えられるが、それと同様に事業主
　体となるべき区市町村の意識改革が重要であり、区
　市町村に対する積極的な働きかけが必要である。

○　また、建物所有者の負担軽減や耐震化への着手を
　より容易にするという点で、段階的な耐震改修を可
　能とする制度改正は有効であると考える。

○　一方で、耐震改修促進法に基づく指導・助言等の
　積極的な実施や、規制誘導策の検討を行うなど、硬
　軟取り混ぜた見直し・再構築は、耐震化率向上に向
　けて非常に有効であると考える。

４

３

3,894,943

拡大･充実 見直し・再構築

76,289
3,811,567

移管・終了

○　国の基準に合わせ、部分改修や除却に対する助成
　など、段階的な耐震改修を可能とするように助成制
　度の改正を行い、より機動的な運用を行う。

○　区市町村の主体的な取組を促進するため、連絡会
　議を設置し、明確な目標設定などを働きかけるとと
　もに、耐震改修促進法に基づく指導・助言等を積極
　的に実施するほか、施策の実効性確保に向けた規制
　誘導策を検討する。

○　また、耐震改修の実績を向上させるため、都自ら
　行う戸別訪問の対象を拡充し、建物所有者への個別
　具体的な意識啓発活動を強化する。

事業費

事業費

○　平成18年度より、耐震診断・改修助成制度を
　順次創設するとともに、国の制度改正に合わせ
　制度の見直しを行っている。

○　また、都単独の取組として、アドバイザー派
　遣や低利融資制度を創設するとともに、耐震化
　総合相談窓口を設置することなどにより、助成
　制度を利用しやすい環境の整備に努めている。

○　さらに、耐震工法の紹介や耐震キャンペーン
　の実施など、都民全般を対象とした意識啓発に
　も努めてきた。

○　しかし、緊急輸送道路沿道建築物の改修助成
　は20年度末において実績がなく、木造住宅やマ
　ンションの改修助成実績も当初の計画を大幅に
　下回るなど、耐震改修が思うように進んでいな
　い状況にある。

1,147,37022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 19 年度

平成 22 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

　
根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　平成19年11月から一定の条件を満たす中小事
　業者を対象に補助を開始し、21年11月15日現在
　で、6,401台の支援機器の導入に対して補助を
　実施した。

移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

その他

見直し・再構築

8,99422年度予算額

拡大・充実

６

21年度予算額

22年度見積額

○　これまで実施してきた事業との相乗効果も期待で
　きるため、要求どおり予算を措置する。

○　補助金によるエコドライブの取組の支援について
　は、一定の成果が得られたことから平成21年度で終
　了とする。

○　22年度には、運送事業者以外の業種や小規模・零
　細事業者が容易に社内での教育・指導体制を構築
　し、取組をすることができるよう、社内教育ツール
　（講習用テキストやスライド、燃料使用量管理のた
　めのモデル台帳等）を開発する。

○　これを事業者へ個別に貸し出し、また、自動車環
　境管理計画書制度における指導等で活用すること
　で、事業者へのエコドライブの普及を図っていく。

事務事業評価票

33
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

エコドライブ推進に向けた事業者団体の取組支援
（環境局自動車公害対策部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

都民の健康と安全を確保する環境に関す
る条例　第51条の２

○　自動車から排出されるＣＯ２を削減する方策
　の中で、即効性や実効性の観点から、エコドラ
　イブを促進させることが有効である。

○　大手事業者では、エコドライブに資する装置
　を導入し、組織的、継続的に取組が進んできて
　いるが、中小事業者ではなかなか取組が進まな
　い状況であり、ドライバーに対する教育・指導
　体制が構築されていることを条件として、エコ
　ドライブに資する装置の導入経費の一部を補助
　する事業を平成19年度から実施している。

１

○　エコドライブ支援機器の補助制度により、6,401
　台の導入があったことは、一定の効果があったと認
　められる。

○　今後、エコドライブの取組を進めるためには、社
　内教育体制の確保を行うことが必要である。

４

３

○　運送事業者以外の業種や小規模・零細事業者で
　は、そもそも社内での教育・指導体制の構築が困難
　な場合が多く、エコドライブの取組を進めにくい。

○　自動車から排出されるＣＯ２を削減するために
　は、小規模・零細事業者を含め、あらゆる事業者が
　容易にエコドライブに取組めるようにする必要があ
　る。

事業費

事業費

8,994

拡大･充実 見直し・再構築

197,193
341,309

移管・終了

車両所有台数 件数 機器台数
１～10台 40件 263台
11～20台 118件 1,438台
21～30台 109件 1,707台
31～50台 98件 1,577台
51台以上 86件 1,416台

合計 451件 6,401台
※21年11月15日現在



平成 20 年度

平成 22 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　区市町村への必要な経費補助の簡素化等、体制整
　備の見直しを行っており、要求どおり予算を措置す
　る。

○　今後も、検査実施率の向上に向けた取組の検証を
　行っていく。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

34
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

社会福祉法人等の指導検査体制強化
（福祉保健局指導監査部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

介護保険法、障害者自立支援法

○　近年、介護サービス事業者等による虚偽の指
　定申請や報酬の不正請求が多く見られる。

○　平成18年度の介護保険法の改正及び障害者自
　立支援法の制定により、都と同様に区市町村に
　も介護保険事業者等に対する立入調査権限が付
　与された。

○　都には、区市町村との連携と、区市町村の指
　導検査体制の強化を図っていくことが求められ
　ている。

１

○　全体の半数以上の区市町村が本事業を活用するよ
　うになっているが、人員やノウハウの不足などから
　事業者等を指導する体制が必ずしも十分ではない。

○　また、都内の介護保険事業所数に対する区市町村
　の指導検査実施件数は十分とは言えない状況であ
　り、引き続き指導検査体制の整備に向けた取組が必
　要である。

○　社会福祉法人等の指導検査については、都の指導
　検査体制を整備し、地域により身近な区市町村との
　連携を強化していく必要がある。

○　事業の実施に当たっては、検査の実施率をいかに
　改善していくかが課題である。

４

３

76,231

拡大･充実 見直し・再構築

49,380
157,349

移管・終了

○　指導検査を実施する区市町村の経費への補助を簡
　素化して体制の強化を促し、区市町村と連携した指
　導検査体制の一層の取組の推進を図る。

事業費

事業費

○　平成20年度から、区市町村向けの指導検査マ
　ニュアルを作成するともに、住民やサービス利
　用者に身近な区市町村が地域の実情に合わせて
　実施する指導検査体制整備に係る経費の補助を
　開始した。
○　区市町村(保険者)による事業者指導を支援す
　るため、区市町村の事業者指導担当者を対象と
　した研修会を実施した。
　

(体制整備の例）
　・指導検査に当たっての基礎的なデータ収集
　・データ分析手法の検討・開発　等

76,23122年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

平成20年度 平成21年度 平成22年度

155百万円 74百万円

事
業
費

人
件
費

補助額 186百万円

補助基準額
４，０００千円
補助率 1/2

 

 
　 補助基準額
　
   5，０００千円

     補助率 1/2

(人件費を事業費
に統合)

再構築補助基準額
１，０００千円
補助率 10/10

 補助基準額
１，０００千円
補助率 1/2

（補助率変更）

１　区市町村指導検査支援研修会実績
区分 20年度実績 21年度実績
介護
保険法

平成21年２月18日(水)
参加者　117人

平成21年５月29日(金)　参加者　 50人
平成21年10月26日(月)　参加者　110人

自立
支援法

平成21年２月18日(水)
参加者　 86人

平成21年10月26日(月)　参加者　 80人

２　区市町村指導検査体制補助事業実績(申請区市町村数)
　20年度　33区市町村、21年度　38区市町村

【介護保険事業者に対する指導検査実績（区市町村実施分）】
（単位：件、か所）

区分 18年度 19年度 20年度

指導検査実績 697 1,383 1,789

事業所数 89,469 95,344 97,803



平成 18 年度

平成 21 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　都民への普及啓発と都民・医療従事者の相互理解
　の取組への支援を一体的に実施するための予算を措
　置する。

　・患者家族対話推進事業
　・医療情報ナビの運用
　・シンポジウムの開催
　・人材養成研修会
　・医療に関する理解と参画推進委員会

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

35
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

都民の医療に対する理解と参画推進事業
（福祉保健局医療政策部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　医療情報提供推進検討会の最終報告である「
　医療のより良い関係に向けた提言（平成15年７
　月）」を受け、都民（患者）が医療に関する情
　報を正しく理解し、これを活用して、適切な受
　療行動をとっていくことを支援することによ
　り、患者中心の医療の実現を目指す。

１

○　患者中心の医療を実現するため、都民が適切な医
　療を受けられるよう必要な情報を提供するだけな
　く、近年の医療資源の減少を背景に、都民にも救急
　医療等の適切な利用や適切な受療行動を促していく
　ことが求められるようになった。

○　そのため、都民の医療に対する理解について支援
　するための施策（情報提供、普及啓発、患者・家族
　対話推進等）について、目的を明確にした上で事業
　を整理し、効率的な事業実施を行っていく必要があ
　る。

○　都民の医療に対する理解を支援するための施策に
　ついては、医療に関する情報を適切に提供すること
　及び都民の適切な受療行動のための普及啓発を一体
　化することで、より効果的な取組みが期待できる。

○　平成21年度は救急医療の東京ルールに関する普及
　啓発に注力したところであるが、都民の受療行動に
　関する効果について検証することが必要である。

○　今後の施策については、現状の課題を十分把握
　し、効果を継続的に検証した上で取り組むことが必
　要である。

４

３

16,651

拡大･充実 見直し・再構築

1,666
174,319

移管・終了

○　都民が医療に対する情報を正しく理解し活用でき
　るよう支援するため、「医療情報の理解促進」と「
　都民の医療に対する理解と参画推進事業」を統合し
　て、「都民の医療に対する理解と参画推進事業」と
　する。

○　医療情報の効果的な提供方法や関係者間の連携強
　化について検討するとともに、都民（患者・家族）
　と医療従事者との交流等を通じて相互理解を深め、
　都民が適切な受療行動を心がけるよう意識づけを行
　っていく。

事業費

事業費

○　医療情報の理解促進事業
　　「医療情報に関する理解を促進する会」を設
　置し、適切な受療行動の促進につながるために
　必要な情報を入手する際の参考として、小冊子
　「知って安心暮らしの中の医療情報ナビ」や、
　ｗｅｂ版による情報提供を実施
  ※医療情報ナビ：配布　190,285部
　　ｗｅｂ版：アクセス件数　167,432件

○　都民の医療に対する理解と参画推進事業
　　情報を活用し、都民や患者等が医療の現状や
　適切な受療行動についての自主的な取組（勉強
　会等）を実施したり、医療機関と相互交流を行
　いより理解を深めていけるよう支援するととも
　に、都民が自ら適切な受療行動を促進していく
　ための普及啓発を実施
  ※患者・家族対話推進事業、都民による学習会
　  等への支援事業、救急医療等の普及啓発事業

16,65122年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 20 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　モデル事業として５地区を指定し実施した。
　また、都に検討委員会を設置し、各モデル区市
　町村において実施するスキルアップ・定着支援
　それぞれに資する研修について、受講状況、講
　義・演習内容、利用者に対する効果等、研修内
　容を検証して効果測定を行い、報告書として取
　りまとめた。

○　これらの取組の検証を通して、
　・地域内で人材と事業所をつなぐ取組を区市町
　　村が実施することで、事業所に人材が定着す
　　る効果が期待できる。
　・階層別研修や介護技術等の取得につながる研
　　修の実施が人材定着に有効である。
　・地域での研修を効果的にするためには、区市
　　町村による適正な研修マネジメントが必要で
　　ある。
　といった効果等が明らかになった。

－ 22年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

－ 

拡大･充実 見直し・再構築

33,845
51,470

移管・終了

○　モデル事業による実施状況の成果検証を踏まえ
  て、対象を拡大して本格実施へ移行すべく区市町村
  包括補助事業として事業を再構築する。

○　それにより、区市町村の創意ある独自の先駆的取
　組を支援し、当初の目的である介護人材の資質の向
　上と定着・確保を図る。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

スキルアップ・定着支援推進研修事業実
施要綱

○　本来、介護従事者の育成は、事業者が主体と
　なって事業者ごとのニーズを踏まえて実施でき
　ることが望ましい。
○　しかしながら、福祉・介護事業者は組織体と
　して小規模のものもあり、必要となるすべての
　人材育成を自ら行うことは困難な場合もある。
○　そのような事業者で行うことが難しい人材育
　成を行政として支援することが求められてい
　る。
○　そのため、既資格取得者等を対象に能力向上
　を目的とした研修を実施する区市町村を指定し
　支援することで、区域内の民間施設・事業者に
　おける職員の資質向上による人材の確保及び定
　着を目指す。

１

○　モデル事業において検証された効果を踏まえて、
　以下の点が今後の取組課題となっている。
　・いかにその地域の実情に合った研修内容を職種職
　　層を考慮しながら組み立てていくか
　・成果を一層強めるためには、研修に参加した職員
　　が職場に戻った際に、その成果を周囲に反映する
　　ことを促進するような組織システムづくりが必要
　・地域の専門職ネットワークを職場内のネットワー
　　クとのバランスを保ちながらいかにより柔軟に形
　　成していくか

○　今後は、これらの点を踏まえながら、モデル地区
　以外の区市町村が円滑かつ効果的に取組を実施して
　いけるような方策の提示が必要である。

○　モデル事業の検証を通じて、地域内で人材と事業
　所をつなぐ取組や介護技術取得研修を区市町村が主
　体となって実施することが、人材定着に有効である
　ことが明らかになっている。

○　特に研修体制を組めない小規模事業者に対し、地
　域に身近な区市町村が主体となって地域の実情に応
　じた研修体制を円滑に実施できるような対応が必要
　である。

４

事務事業評価票

36
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

スキルアップ・定着支援推進研修事業
（福祉保健局生活福祉部）

２

20年度決算額

○　要求どおり、多くの区市町村が取り組めるよう、
　今後は地域福祉推進区市町村包括補助事業のメニュ
　ーとする。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 16 年度

平成 21 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　要求どおり事業終了とする。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

37
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

公園等生活者地域生活移行支援事業
（福祉保健局生活福祉部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

路上生活者対策事業に係る都区協定書
福祉保健局ホームレス地域生活移行支
援事業実施要綱

○　平成12年の自立支援センター設置以降、ホー
　ムレス者数は漸減傾向にあったが、公園には大
　量のテント生活者が定着している状況があっ
　た。
○　新宿区区民意識調査の「区政への要望」にお
　いて、15、16年においてホームレス対策が３位
　となり、マスコミにおいても連日ホームレスに
　ついての報道がなされている状況であった。
○　そのため、公園のテント等で生活している路
　上生活者に対し、低家賃の借上げ住居の貸付を
　行い、併せて就労支援や生活相談などを行うこ
　とによって、地域での自立した生活への移行を
　支援することとした。

１

○　ホームレスの多くは、長期の路上生活から日常生
　活を営む上でのルールやマナー等の知識が十分でな
　いなど、日常生活にかかる生活支援が必要である。
○　廃品回収等の都市雑業的な就労により一定の収入
　を得ているものの一般的な就労からは遠ざかってい
　る状況や、技能や資格がない求職者への雇用機会が
　減少している状況から、一定の職業能力を身に付け
　させるなどの就労支援が必要である。
○　また、個々の状況に応じたカウンセリングを十分
　に行い、職業経験や能力に応じた就職あっせん等が
　重要であるとともに、就労自立に向けた意欲をいか
　に喚起していけるかが課題である。
○　住居の確保について、ホームレスの多くは、自ら
　の関係者・親類縁者の中から適当な保証人を見出す
　ことが困難であることから、委託先の民間団体が家
　主との直接契約をするなどサポートが必要である。

○　本事業により、989人が地域生活を継続しており、
　事業対象とした５公園の機能は回復し、事業目的は
　果たされたと考える。

○　また、本事業におけるホームレスの社会的自立の
　成果やノウハウを既存の路上生活者対策に継承し、
　今後の支援に役立てていく必要がある。

４

３

－ 

拡大･充実 見直し・再構築

551,381
233,012

移管・終了

○　公園からの地域生活移行によるホームレス数の減
　少及び対象とした５公園の機能回復が図られたこと
　により、事業開始当初の目的は果たされたと判断
  し、事業を終了する。
○　なお、公園等に定着したホームレスを地域に移行
　する上で、低家賃住宅があれば地域生活を継続でき
　ることや、本人の意欲・必要性に合わせた就労支援
  ・生活サポートの実施がホームレスの社会的自立に
  効果的であることから、本事業の成果やノウハウを
  自立支援システム（自立支援センター事業・巡回相
  談事業等）に継承し、今後のホームレス等の支援に
　役立てていく。

事業費

事業費

○　平成16年度から19年度において、1,945人が当
　事業に参加した（新規受入は、19年度まで）。
○　借上げ住居を２年間低家賃（月額3,000円）で
　貸し付け、公園等での面接相談、健康診断、
　借上げ住居への入居・就労機会の確保や生活相
　談の実施、一般生活への移行というステップで
　支援を実施した。
○　結果として、21年１月時点で1,212人が事業を
　終了し、うち989人（81.6％)が地域での生活を
　継続しており、ホームレスから地域での自立し
　た生活への移行が図られた。
○　また、事業を開始以降、20年までに、ホーム
　レス数は5,500人から2,750人と半減するととも
　に、事業の対象とした５公園について、公園と
　しての機能回復が図られた。

－ 22年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 20 年度

平成 21 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　「基幹型地域包括支援センターモデル検討会
　」（都事業）を開催し、下記の取組を行った。
　・地域包括支援センターに関する実態調査
　・自己チェックシート作成
　・地域包括支援センターの在り方の提言、基幹
　　型モデルの構築
　・パネルディスカッションの実施
　・報告書の作成

○　「モデル地区の取組、検証」（区市町村事業
　）により、都内５地区のモデルを指定し、取組
　の強化・検証を行った。

－ 22年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　２年間の取組により構築した、基幹型地域包括支
　援センターのモデルを報告書にまとめ、各モデル地
　区の取組から地域包括支援センターの機能強化の具
　体的な手法を区市町村に周知して事業終了する。

○　国は平成22年度概算要求において、市町村定額補
　助による「市町村地域包括ケア機能強化モデル事業
　」を実施する予定であるため、区市町村が責任主体
　として地域包括支援センターの運営及び地域包括ケ
　アを行っていけるよう、区市町村に対し当該補助金
　の活用を促す。

３

－ 

拡大･充実 見直し・再構築

26,714
35,784

移管・終了

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

介護保険法、基幹型地域包括支援センターモ
デル事業実施要綱（都）

○　地域包括ケアの中核機関である地域包括支援
　センターの機能を強化することを目的として、
　人材養成や地域のネットワークづくりなど先駆
　的な取組を行う区市町村をモデル地区として指
　定し、その取組の強化と検証により基幹型地域
　包括支援センターのモデルを構築し、その成果
　を都内の各地域に普及させることを目指す。

１

【地域包括支援センターにおける問題点】
○　区市町村の責任で実施する業務と地域包括支援セ
　ンターの業務の役割分担ができていない。
○　地域包括支援センターの本来業務である包括的支
　援事業ができていない。
○　地域支援事業と指定介護予防支援をバランスよく
　実施することが困難である。

【今後の課題】
○　区市町村と地域包括支援センターの連携と役割分
　担
○　包括的支援事業が実施できる人材の質と数の確保
○　指定介護予防支援の実施体制の確保
○　他機関等との連携を考慮した圏域設定　等

○　事業実施の結果、区市町村と地域包括支援センタ
　ーとの連携や役割分担が不明確になっていることな
　どが明らかとなった。

○　また、国は平成22年度概算要求において、市町村
　定額補助による「市町村地域包括ケア機能強化モデ
　ル事業」を実施する予定である。

○　以上のことから、モデル事業で実施した先駆的取
　組などを区市町村に周知することで、今後の各地域
　包括支援センターの機能強化を誘導していく必要が
　ある。

４

事務事業評価票

38
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

基幹型地域包括支援センターモデル事業
（福祉保健局高齢社会対策部）

２

20年度決算額

○　要求どおり事業終了とする。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 20 年度

平成 21 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

－ 22年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

22年度予算で、どのように対応したか

３

－ 

拡大･充実 見直し・再構築

4,174
51,757

移管・終了

４

事務事業評価票

39
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

施設介護サポーターモデル事業
（福祉保健局高齢社会対策部）

その他

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか１

○　２区、１市、１町の７施設において、モデル
　事業を実施し、施設介護サポーターは介護の知
　識と技術を習得した。

○　また、新たな役割を担った人材が加わること
　により、施設が活性化し、職員の負担が軽減さ
　れ、利用者の処遇改善につながった。

○　これらの取組により、地域住民の自己実現や
　地域貢献が可能となり、併せて高齢者施設がよ
　り地域に開かれた施設となった。

どのように取り組み、どのような成果があったか

施設介護サポーターモデル事業実施要綱、施設介護
サポーターモデル事業補助要綱、施設介護サポー
ター事業検討委員会設置要綱

○　近年の景気の変動や若年労働力の減少を背景
　に、高齢者施設では、人材確保・定着が困難に
　なっており、国の見解によると平成26年までに
　全国では40万人から60万人程度の新たな介護人
　材が必要とされている。
○　都は、学生から団塊世代も含めた地域住民を
　「施設介護サポーター」として養成し、高齢者
　施設において介護サービスを支える活動に参加
　できる体制（施設介護サポーター事業）の支援
　を進めることとした。
○　当事業により、地域に開かれた活力ある介護
　の現場づくり、介護職員の負担軽減、人材確保
　と定着を目指す。

○　ボランティアとの役割分担などの整理

○　活動実績の対価の支給額基準

○　コーディネーター適格者の整理及び養成の必要性

○　新たな参加者の募集方法

○　施設介護サポーター制度の導入により、地域住民
　と高齢者施設との交流が活発になることに加え、介
　護技術を習得したサポーターの適切な介護による職
　場内の活性化を促す等の効果が認められる。

○　モデルの成果や役割分担などを整理し、多くの区
　市町村がこの事業を活用できるような支援体制を構
　築する必要がある。

○　モデル事業の検証の結果、平成22年度から高齢社
  会対策区市町村包括補助事業のメニューとして、区
  市町村へ補助する。
○　22年度からは補助基準額を精査し、積算を見直
　す。
○　検討委員会によるモデル事業の検証結果、提言を
  報告書としてまとめ、多くの区市町村が取り組むよ
　う区市町村へ情報提供する。

　※１　22年度からは検討委員会なし
　※２　モデル事業は補助率10/10
　※３　高齢包括補助事業は補助率1/2で見積り

２

20年度決算額

○　要求どおり、多くの区市町村が取り組めるよう高
　齢社会対策区市町村包括補助事業のメニューとす
　る。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了



平成 19 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

【ドクターアドバイザーシステム事業】
○　電話、メール等による医師向け専門相談事業
　⇒相談結果から児童相談所等へ虐待通告を行う
　　など、対応の迅速化及び関係機関との連携強
　　化
○　１次医療機関対象の虐待対応力向上研修
　⇒基本的な虐待対応力の向上

【院内虐待対策委員会立上支援事業】
○　虐待対策委員会立上を検討している医療機関
　を児童相談所が訪問し、アドバイス等を実施
○　全国初の「病院のためのスタートアップマニ
　ュアル」を作成し、委員会立上を支援
　⇒29病院において、委員会設置（平成21年３月
　　時点）
○　２次・３次医療機関の職員を対象とした虐待
　対応力向上の専門研修（102医療機関、1,000人
　）

3,19322年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

3,193

拡大･充実 見直し・再構築

8,775
8,580

移管・終了

○　上記の課題等を踏まえ２事業を再構築し、委員会
　設置病院の資質向上や、人材の養成、地域関係機関
　との連携を構築できる総合的な事業として虐待対応
　を強化する。
【ドクターアドバイザーシステム】
　・専門相談事業
　　⇒児童相談所の本来業務として対応
　・１次医療機関向け虐待対応力向上研修
　　⇒地区医師会や関係機関との連携を構築する仕組
　　　みに変更
【院内虐待対応委員会立上支援事業】
　・虐待対応マニュアルやチェックリスト作成を指導
　　し、平成22年度から５年間で全対象医療機関（
　　148か所）での体制整備を目指す。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

児童福祉法、児童虐待の防止に関する法
律、児童相談所運営指針等

○　医療機関が児童虐待を早期に発見し、適切な
  支援を行えるよう、以下２事業をモデル実施（
  平成19～21年度）
【ドクターアドバイザーシステム事業】
○　虐待の医学的所見や発見時の対応方法が分か
　らない等の理由から虐待通告が進まないため、
　医療機関に対し医学的・法的な助言等を行う。
  （院内虐待対策委員会立上支援事業）
○　個々の医療従事者に虐待の判断等、過度の負
　担が求められるため、組織で虐待対応に取り組
　む体制を整備し、３年間で都内136病院が「院
　内虐待対策委員会」を設置することを目指す。

１

【ドクターアドバイザーシステム事業】
○　電話等による相談体制を実施していたが、医学
　的、法律的な専門知識を問う相談が主であり、相談
　件数も平成21年３月時点で30件と低迷している。
○　虐待対応力向上研修についても、参加率が低調で
　あり、研修に付随し、１次医療機関が希望している
　地域関係機関との関係構築が必要である。

【院内虐待対策委員会立上支援事業】
○　立上数が29病院となっており、普及啓発をはじ
　め、医療機関の実情にあった指導が必要である。

○　これまで２つの事業をモデル実施してきたが、
　虐待対応力向上研修の参加率の低さや、院内虐待
　対策委員会の立ち上げが目標から大きく乖離して
　いるなどの課題がある。
○　モデル事業開始時の目標には達しないものの、
　徐々に効果が現れていることから、事業をより効
　果的に再構築して継続的に実施することが適切で
　ある。

４

事務事業評価票

40
事 業 開 始

事業終了予定

医療機関における虐待対応力強化事業
（福祉保健局少子社会対策部）

２

20年度決算額

○　事業の再構築に当たり、より効果的な施策に向
　けて必要な見直しが行われていることから、適切
　と判断する。

○　引き続き取組の効果検証を行っていく。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



昭和 61 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　「子どものアレルギー対策」及び「総合的な食物
　アレルギー対策」事業等を統合・再編した上で、成
　人ぜん息講演会及び成人ぜん息相談実務研修事業を
　新たに開始するための予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

41
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

新たなアレルギー性疾患対策の展開
（福祉保健局健康安全部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　平成10年度に「東京都アレルギー性疾患対策
　検討委員会」を設置し、総合的な対策を推進し
　てきた。

○　特に、子どものアレルギー性疾患について
　は、保護者や児童施設職員等の誤った対応など
　による症状の悪化や発達への影響も懸念される
　ため、19年度よりぜん息及び食物アレルギー対
　策についての部会を設置し、重点的に取り組ん
　でいる。

１

○　子どものアレルギー性疾患のうち、近年特に増加
　の著しい食物アレルギーへの対応が課題となってい
　る。
　・食物アレルギー有症率（３歳児全都調査）
  　平成11年度 9.4％ ⇒ 平成16年度 15.6％

○　全年齢層の約３人に１人（35.9％）が呼吸器・目
　鼻・皮膚いずれかのアレルギー様症状を有しており
　（平成15年度国保健福祉動向調査）、特にぜん息
　は、成人期以降に、より重症化し持続することか
　ら、子どものみならず全年齢を通じた取組が必要で
　ある。

○　食物アレルギー有症率が高まる中、これまで子ど
　ものアレルギー対策として行われた研修や講習会等
　は多くの参加者を集めるなど一定の成果を上げた。

○　アレルギーに関する課題については、成人も含め
　て対策が必要なことから、「子ども」や「食物」に
　関する施策に加え、成人向け施策も含めて、全般的
　に取り組むべきである。

○　就労者や高齢者等の全年齢を通じた取組の必要性
　に関する局の認識は妥当である。

４

３

28,540

拡大･充実 見直し・再構築

11,410
34,426

移管・終了

○　自己管理が困難な乳幼児・児童について、ぜん息
　発作や食物アレルギーによるアナフィラキシーショ
　ック症状の重篤化を防ぐため、家庭や児童施設にお
　いて適切な取組・対応がなされるよう、引き続き、
　正しい知識の普及と人材育成を推進していく。

○　就労層や高齢者などの成人ぜん息等アレルギー患
　者に対し、悪化防止のための啓発と相談指導に従事
　する人材の育成を推進していく。

○　これにより、これまでの子どもへの重点的な取組
　に加え、就労層や高齢者までライフステージに応じ
　たぜん息等アレルギー性疾患対策を充実していく。

事業費

事業費

○　患者の相談・支援に携わる児童施設や学校、
　保健所などの職員等を対象とした研修・講演会
　を実施し、正しい知識の普及と人材の資質向上
　に取り組んでいる。
【19年度実績】
 ・アレルギー相談実務研修  延262人(1回3日間)
 ・アレルギー講習会　　　  延222人(2回)
 ・食物アレルギーシンポジウム  282人(1回)
 ・アレルギー教室　延634人(保健所7か所)

○　平成19年度から重点的に取り組んでいる子ど
　ものアレルギー対策において、ぜん息や食物ア
　レルギーに係る日常生活管理や緊急時対応等に
　関する啓発資材を集中的に整備し、患者関係者
　への普及を行っている。
・ぜん息カード・日誌、児童施設・学校職員向け
　冊子
・食物アレルギー日常生活・緊急時対応ガイドブ
　ック、ＤＶＤ　等 25,49922年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 20 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

見直し・再構築 移管・終了

【中小企業の魅力発信プロジェクト】
 ○　民間企業と協力して「中小企業の魅力発信プロ
　ジェクト」を推進し、学生等の興味を喚起した。
　①サイト、冊子｢輝く技術、光る企業」作成
　・サイト(平成21年度末までに150社以上紹介予定、
　　Ｈ21.４～10月のアクセス数は129,179件）
　　⇒アクセス数は、増加傾向にある
　・冊子(３万５千部×２回、250拠点に配布）
　　⇒好評のため追加発送の依頼が多数あり
　②仕事体験ツアー
　　(Ｈ21.11～12月、４回×20人／企業)

【中小企業の採用支援】
 ○　採用担当者育成セミナー開催(年２回)
　   ⇒定員50人だが、毎回定員を上回る申込みあり
 ○　採用事務マニュアル(2,800部)を作成、配布
　   ⇒好評のため追加発送の依頼が多数あり
 ○　多様性を活かすマネジメント研修実施(年２回)
　   ⇒定員20人だが、毎回定員を上回る申込みあり

拡大･充実

○　ウェブサイトや冊子による情報発信は、多くのア
　クセスや需要があり、学生等のものづくり中小企業
　に対する関心を引くという点では、一定の成果を上
　げてきた。

○　また、仕事体験ツアーを通じて学生等が職場の雰
　囲気などを体験し、企業と直接交流することで、学
　生等のより具体的なものづくり中小企業の魅力に対
　する理解へとつなげてきた。

○　ものづくり中小企業の今後の人材確保のために
　は、多くの学生等とものづくり中小企業とが直接交
　流する機会を提供し、実際の就職へ結び付けていく
　ことが課題となっている。

○　ものづくり中小企業の魅力発信プロジェクトな
　ど、既存の事業の経費内容を見直すことにより、「
　ものづくり中小企業のための就職フェア」を実施す
　る。

○　なお、「現場活用型ものづくり体感プログラム」
　については、職人塾など既存の事業の中で対応す
　る。

事業費

52,94422年度予算額

21年度予算額

　情報発信を継続して行うとともに、今後は学生の
中小企業への就職の意思形成を促すため、以下の事
業を付加する。

【現場活用型ものづくり体感プログラム】
○　学生等が、10日間程度ものづくり体験を行うこ
　とにより、その魅力を体感(２人×50企業)

【ものづくり中小企業のための就職フェア】
○　ものづくり産業への就職を希望することになっ
　た学生等が、複数の企業と直接交流することがで
　きる、就職フェアの開催

事務事業評価票

42
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

産業人材の確保
（産業労働局商工部）

１

４

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都産業人材の確保･育成事業費補助金
交付要綱

○　安定志向の高まり等により、学生等が中小企業
　への就職を敬遠する傾向が強まっている。

○　多くの中小企業は定期採用を行わず、また、専
　門部署もないため、採用に関するノウハウが蓄積
　されていない。

○　中小企業にとって、最も重要な経営資源は人材
　であるが、求める若手人材を確保することが困難
　なため、技術・技能の承継が危機的状況にある。

○　ものづくり中小企業全体の認知度やイメージの
　向上を図り、また、採用活動を支援することで、
　中小企業の人材確保を支援していく。

２

【ウェブサイト･冊子】
○　ものづくり中小企業に関する情報提供により学
　生等の興味を喚起することができるが、①間接的
　情報だけではものづくりの魅力を実感することが
　できず就職の意思形成まで至らない場合が多い、
　②就職を希望している学生等の意見を聞く機会が
　少ないため学生等が求める情報と乖離する可能性
　がある、などの課題がある。

【仕事体験ツアー】
○　仕事体験を通じて学生等がものづくりに触れ、
　その魅力を実感できるものの、①１日間のみの実
　施のため、職場の雰囲気に触れることが限界とな
　る、②中小企業が一度に受入れ可能な人数は限ら
　れており多人数は参加不可能、③訪問企業以外の
　企業状況把握ができない、などの課題がある。

90,976

20,683
52,944

20年度決算額

見直し・再構築 移管・終了

事業費

拡大・充実

６

その他

22年度予算で、どのように対応したか

その他

22年度見積額



平成 14 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　観光プロモーション実施地域等において、東
　京への旅行商品造成に特に意欲的な旅行事業者
　を計画的に招聘し、平成18年度から、東京観光
　レップ企画による旅行事業者の招聘を実施する
　など、取組の充実化を図ってきている。
○　また、東京の記事・映像作成に意欲的なメデ
　ィアに対し、関連情報の提供等を積極的に行う
　など、より魅力的な記事や映像の作成を働きか
　けてきた。
○　その結果、累計554本の旅行商品造成と132種
　類の雑誌・テレビ等媒体への露出など着実な効
　果があった。

55,79922年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

67,472

拡大･充実 見直し・再構築

38,217
61,011

移管・終了

○　レップの効果的な活用・多角的な商談機会の提供
　等を通じ、東京の魅力を発信し、更なる旅行者誘致
　を図っていく。
【東京での商談の機会の拡充】
　・レップからのエージェント招聘機会の拡充による
　　商品造成の促進（２→８都市）
　・新規有望市場への働きかけの継続・充実による商
　　品造成の促進
【現地最新情報提供の機会の拡充】
　・現地最新情報を提供するレップシンポジウムを開
　　催し、都内事業者の商談の促進（８都市）
【露出機会の拡充】
　・メディア招聘の規模増（16→20件）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

海外の旅行エージェント及びメディアの
招聘等事業実施要綱

○　観光は多くの産業への経済波及効果をもたら
　し、飛躍的な成長が見込まれる分野だが、世界
　の大都市と比して未だ訪都外国人旅行者数は少
　ない。
○　外国人旅行者を東京へ誘致するために、東京
　に興味を持った旅行事業者やメディアを東京に
　招聘し、東京の魅力を体感させ、旅行商品開発
　や旅行目的地としての東京の記事露出を促して
　いく。

１

○　東京観光レップを設置している重点市場（現在８
　都市）からの旅行事業者招聘は年２件となってお
　り、一市場当たり数年に１回しか実施できない。
　エージェントに対する商品造成のインセンティブと
　しての効果を高める改善が必要となっている。
○　国内旅行事業者が持つ旅行者誘致に向けた企画・
　要望、観光レップが有する貴重な現地情報を、双方
　向で定期的に提供しあえる機会が不足している。
○　プロモーション実施地域のみでの対応となってお
　り、国内事業者の多様なニーズへの対応が難しい。
　プロモーション実施等により喚起されたメディアの
　取材意欲を着実に受けとめる体制が必要である。

４

事務事業評価票

43
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

海外旅行エージェントの招聘等
（産業労働局観光部）

２

20年度決算額

○　レップを設置している各都市で、エージェントの
　旅行商品造成に対するインセンティブ効果を高める
　とともに、現地でのセールス活動に必要な東京の最
　新情報の提供など、レップ機能の強化につなげる。
　そのため、海外旅行エージェントの招聘について
　は、レップ設置都市の招聘に集約し、毎年度実施す
　ることで効果的に進めていく。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

【レップの声】
・定期的なインセンティブが商品造成には必要不可欠
【都内旅行事業者の声】
・レップ設置・プロモーション未実施地域からの招聘事業も実施してほしい
･ 現地市場の動向など各レップとの意見交換の場を提供してほしい

○　これまで、東京への旅行商品造成に意欲的なエー
　ジェントの計画的な招聘や、海外メディアへの情報
　提供を行うことで、旅行商品造成やメディアへの露
　出に結びついてきた。

○　定期的なエージェントへの働きかけや、各地のレ
　ップの意見交換などにより、さらに効果的に旅行商
　品造成を促進していくことが必要となっている。

【招聘事業実績（平成20年度まで累計）】
旅行事業者件数 52件 485人
商品造成数
メディア件数 112件 324人

媒体露出件数

554本

132種類

【世界主要都市の外国人旅行者数】（単位：万人）

区分 ロンドン 香港 パリ ソウル 東京
平成13年 1,160 928 883 424 277
平成17年 1,430 1,082 901 470 449



平成 22 年度

平成 26 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

○　生産基盤を改善し、農業経営を安定させるため、
　「魅力ある都市農業育成対策事業」と「生産緑地保
　全整備事業」の２つの事業を統合し、総合的な経営
　対策として再構築する。
  ・専門家による事業実施前のアドバイスや事業実施
　  後のフォローアップを行い、サポート体制を強化
　  する。
  ・生産基盤と施設等の一体的な整備を行い、農業経
　  営の改善と安定化につなげる。
  ・認定農業者等意欲ある農業者の経営改善等を支援
　  し、都市農業を推進していく。

２

事務事業評価票

44
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

都市農業経営パワーアップ事業
（産業労働局農林水産部）　　

１ ３

その他見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

拡大・充実

６

207,725
208,500

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

20年度決算額

○　「魅力事業」と「まちづくり事業」を統合すると
　ともに、既存の経費を見直すことで、以下の取組を
　行う。
  ・「魅力事業」のスキームをベースに、生産基盤と
　  施設の一体的整備を可能にするとともに、農業経
　  営を向上させる事業の位置づけを明確化
  ・事前の事業チェック機能と整備完了後の経営面で
　  のフォローアップを強化
  ・事業対象者を「意欲ある農業者」に集中すること
　　により、これからの都市農業を先導する担い手を
　　育成

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京農業振興プラン（平成13年12月）
多摩振興プロジェクト（平成21年2月）

○　農地や農業の担い手は減少し続けており、また
　輸入農産物の増加は農産物の価格低迷を招き、農
　業をとりまく環境は厳しい状況にある。一方で、
　認定農業者等の意欲ある農業者は増加している。
○　都市農業を継続していくためには、「業」とし
　ての存立基盤を高める、付加価値、収益性の向上
　による競争力強化が不可欠であるとともに、多様
　化する都民ニーズを的確に捉え、大都市という営
　農環境を最大限に生かしていくことが重要であ
　る。
○　意欲ある農業者に対し、施設整備支援と専門家
　による戦略的ハンズオン支援を組み合わせた事業
　を実施し、農業経営力を強化し、都市農業を育成
　していく。

○  前身事業である「魅力ある都市農業育成対策事業
　（魅力事業）」と「生産緑地保全整備事業（まちづ
　くり事業）」は、それぞれに意欲ある農業者育成と
　都市農地における生産基盤整備による地域交流コミ
　ュニティ形成の促進などの効果はあったものの、主
　眼となる「都市農地保全」を考えた場合、現行の２
　事業の並存による取組ではその効果には限界があ
　り、農地税制が隘路となって農地減少に歯止めをか
　けるのは困難であると考えられる。

○  農地税制の問題については、当然、国に対する積
　極的働きかけを継続していく必要があるが、それ以
　外の都独自の取組として、さらに一歩進んだ取組を
　生み出していく必要がある。

拡大･充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

○　新たな作物や技術に挑戦した場合のよりきめ細や
　かな技術指導や運営を修正するための専門的なサポ
　ートなどソフト的な支援が不足し、事業効果が十分
　に得られていないところがある。

○　簡易な基盤整備は、生産基盤を改善することはで
　きるが、農業経営を長期に安定させ、経営改善を図
　ることにはつながっていない。

○　多様化する都民ニーズに応える都市農業を育成す
　るためには、増加している意欲ある農業者の経営改
　善を後押しする支援策が必要である。

４

事業費

事業費

○　農業者の創意工夫や都民の視点に立った農業経
　営を支援することにより、担い手を育成し、農業
　者にも都民にも魅力ある農業経営を実現するため
　に、生産施設等の整備に対する支援を行った。
　
○　都市農地を保全し、農業の持つ多面的機能の発
　揮や都民の暮らしに貢献するため、土留めや用排
　水施設の整備等農地の簡易な基盤整備や、体験農
　園整備に対する支援を行った。
　・魅力ある都市農業育成対策事業65事業（22区市
　　町等）
　・生産緑地保全整備事業 78地区（21区市）
○　農業者の営農意欲を喚起させ、売上を向上させ
　た。また、担い手の経営改善や後継者の就農の後
　押しに貢献した。（認定農業者1,293人、エコフ
　ァーマー492人：平成21年３月末日現在の認定者
　数）
○　農業を通じた地域交流コミュニティ形成や防災
　機能など多面的機能を発揮している。 208,50022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額 208,500



平成 17 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　登録企業に対してメールマガジンにより情報発信
　を行うとともに、都事業への協力を呼びかける。ま
　た、メールマガジンによるアンケートを実施し、登
　録企業のニーズを把握するなど、都と登録企業の協
　力・連携を強化する。

○　また、「若者ジョブサポーター好事例集」をメー
　ルマガジンにより配信することで、配布部数を削減
　するなど経費内容の見直しを行う。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

45
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

若者支援サポーター企業の組織化
（産業労働局雇用就業部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

若者ジョブサポーター事業実施要領

○　若年者の雇用・就業上の問題点としては「高
　い失業率」、｢フリーター・若年無業者｣、「高
　い離職率」等があげられ、これを放置すれば経
　済基盤の崩壊、社会保障システムの脆弱化等の
　大きな問題となることが懸念される。

○　そこで、若年者が学校段階から職場定着に至
　るまでの継続した支援を受けられる仕組みの一
　つとして、事業主団体、キャリア教育等を担う
　多様な団体、企業のネットワークを形成する。

１

○　経済情勢の悪化を受けて、若年者の雇用環境は極
　めて厳しい状況にあることから、若年者雇用に対す
　る取組を強化する必要がある。そのため、引き続き
　登録企業を増やし、都の若年者雇用施策に協力の意
　思のある企業を確保していく必要がある。

○　また、今後は登録企業を確保するだけでなく、登
　録企業に対して都事業への協力をさらに促すなど、
　登録企業とのより一層の連携強化を図っていく必要
　がある。

○　関係機関への周知や新聞広告等のＰＲにより、登
　録企業は平成17年度の事業開始から着実に拡大して
　おり、21年度中には目標数である500社を達成する
　可能性もある。

○　また登録企業については、ジョブパーティーやイ
　ンターンシップなど、これまで都や国等の事業への
　協力・連携を進めてきた。

○　一方で、登録したものの関係機関からの依頼がな
　いため、協力実績がない企業もあり、活動状況の把
　握も含め、登録企業の活用に向けた課題がある。

○　今後は、引き続き登録企業を増やしていくととも
　に、登録企業に対しては、21年度に構築したメール
　マガジン等の活用などで、効率的な情報提供や、定
　期的なつながりを維持・強化、都や国等の事業への
　協力・連携を一層進めていくことが必要となってい
　る。

４

３

6,440

拡大･充実 見直し・再構築

3,083
7,186

移管・終了

○　登録企業の拡大については、募集用印刷物の見直
　しを図るなど効率的な執行により、引き続き、関係
　機関の協力を得ながら進めていく。

○　また、サポーター企業の更なる協力が得られるよ
　う今年度から実施したメールマガジンの配信などに
　より、好事例の紹介や情報の共有化を図り、都事業
　への協力につなげていく。

○　併せて、企業のニーズを把握するため、アンケー
　トを行い、結果については、今後の若年者就業施策
　の基礎資料として活用していく。

事業費

事業費

○　関係機関への事業周知や新聞広告によるＰＲ
　などにより登録企業を募った結果、平成21年６
　月末現在で409社が登録しており、ジョブパー
　ティーやインターンシップなどのほか、職場見
　学、講師派遣等の協力、ポスター掲示等の広報
　協力が行われている。

○　21年度は、登録したサポーター企業の更なる
　意識高揚と協力推進のため、新たにメールマガ
　ジンを配信するなど、情報の提供や収集等を充
　実させる仕組みを構築した。

6,44022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



昭和 49 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　民間契約の拡大による新規の就業機会開拓の取組
　を補助に加え、各センターの自発的な受注拡大を促
　進する。

○　補助上限額については、各センターの積極的な事
　業拡大の取組を促すため、民間との契約金額、就業
　延人数及び各センターの会員数の伸び率を評価指標
　に盛り込む。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

○　厳しい経済情勢を踏まえて、民間受注拡大による
　就業機会の確保及び自主的な運営基盤の確立を図る
　ため、民間契約に係る就業先開拓を新たに補助対象
　に加える。

○　補助上限額については、契約金額（民間）、就業
　延人数（民間）、会員数の伸び率を勘案して決定
　し、センターに対してインセンティブを付与する（
　平成23年度以降）。

事務事業評価票

46
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

シルバー人材センターに対する助成（管理運営と事業の補助）
（産業労働局雇用就業部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
東京都シルバー人材センター事業補助金交付要綱

○　急速に進展する高齢社会の中で、高齢者の多
　様な就業ニーズに応えるため、一般雇用を望ま
　ない高齢者に対し、その能力と希望に応じて、
　短期・臨時的な仕事を、自主的に確保・提供す
　るシステムである高齢者事業団に対し、昭和49
　年から、都独自の補助を開始した。

○　その後、高齢者事業団は、シルバー人材セン
　ターとして法制化され、下記根拠法令等に基づ
　き育成・援助を進めている。

１

○　雇用情勢の悪化に加え、団塊世代が65歳に達する
　2012年を近々に控え、今後、シルバー人材センター
　への大量入会が予想されることから、高齢者の能力
　を活かしながら、社会の一層の活性化を図るために
　も、シルバー人材センターを通じた就業機会の確保
　が重要な課題となっている。

○　一方、平成19年度から開始した自主事業等開発推
　進事業費補助は、補助対象が自主事業等に限られる
　ことから、民間受注拡大による就業機会の確保及び
　自主的な運営基盤の確立を十分に促すものとなって
　いない。

○　シルバー人材センター事業に対しては、これまで
　自主事業の開発等に対する補助を実施してきたこと
　により、センター全体の事業規模は着実に拡大して
　いる状況である。

○　一方で、今般の雇用情勢の悪化によりセンターを
　通した就業機会の確保が厳しい状況に置かれている
　中にあって、今後、団塊の世代の大量流入による会
　員数の大幅増が見込まれる。

○　しかし、依然として公共契約の割合が高く、この
　ままでは事業拡大には限界があるため、今後は民間
　からの契約獲得への工夫が必要となる。

４

３

703,368

拡大･充実 見直し・再構築

659,463
703,944

移管・終了

事業費

事業費

○　現在、シルバー人材センター事務局の人件費
　及び維持管理経費に対する管理運営費補助、シ
　ルバー人材センター自らが工夫を凝らし意欲的
　に実施する自主事業の創設・拡充等を支援する
　自主事業等開発推進事業費補助を実施してい
　る。
○　これらの補助のうち、管理運営費補助は段階
　的に削減する一方、事業費補助により、頑張る
　シルバー人材センターを支援した結果、会員契
　数、就業延人数、契約金額は順調に伸び、公共
　契約に依存しない自主的運営基盤の確立が進ん
　でいる。

703,36822年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

区　分 18年度 19年度 20年度

センター数 58団体 58団体 58団体

会員数 79千人 79千人 81千人
対前年度伸び率 0.2% 1.1% 2.3%

就業延人数 7,742千人 7,945千人 8,030千人
対前年度伸び率 4.00% 2.60% 1.00%

契約金額 32,462百万円 33,281百万円 33,326百万円
対前年度伸び率 2.7% 2.5% 0.1%



平成 17 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　特別支援学校生徒の企業等への実習先や就労
　先の確保に向け、平成20年度からは各校の進路
　指導担当による企業開拓だけでなく、民間事業
　者を活用した開拓も実施した。

○　民間事業者への委託を行った結果、20年度は
　約2,500社の企業情報を入手できた。これによ
　り、都教委の特別支援学校生徒の就労への取組
　を広く周知することができ、理解啓発にも効果
　があった。

90,40622年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

90,490

拡大･充実 見直し・再構築

81,331
96,189

移管・終了

○　障害者雇用促進法の改正（法定雇用率未達成の事
　業主に義務付けられている納付金制度の対象事業主
　拡大等）を背景として、企業側も障害者雇用にさら
　に積極的に取り組む状況が生じている。

○　これを契機として、企業開拓をよりきめ細やかに
　実施するため、これまでの就労支援員に加えて、各
　校の進路担当教員や企業の人事担当経験者による開
　拓チームを編成し、企業との交渉を行う。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都特別支援教育推進計画

○　「障害者自立支援法の施行」、「障害者雇用
　促進法の改正」を背景に、特別支援学校生徒の
　自立と社会参加を目指すため、全ての障害種別
　の特別支援学校において一層の就労促進を図る
　目的で事業開始した。

１

○　民間事業者を活用した企業開拓は、各企業の障害
　者雇用に関する情報収集をする上で有効な手段であ
　る。

○　実習先や就労先に結びつく企業を一層確保するた
　め、法定雇用率の低い企業の開拓やきめ細やかな情
　報収集が必要である。

○　学校や生徒の状況及び実習や就労に当たっての事
　務的な手続きを説明するために、再度企業を訪問す
　る場合があった。

○　障害者の就労支援にきめ細やかな対応を図る上で
　チームでの取組は有効と考えられる。

４

事務事業評価票

47
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

特別支援学校における就労支援
（教育庁都立学校教育部）

２

20年度決算額

○　要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか
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17年度 18年度 19年度 20年度

就労者数 就労率

279 359 357 368 397

26.5

29.9 29.1 31.1
34.3

16年度

卒業生の就業者実績



平成 9 年度

平成 21 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

○　要求どおり予算を措置する。

○　近年、犯罪被害者相談窓口は、常設の相談窓口が
　充実してきており、日数が限られた特設窓口で行う
　意義は薄れていると考えられる。

○　一方で、各警察署での相談窓口を充実させること
　は利便性の面や、きめ細かな対応を図る面からも効
　果的と考えられる。

○　経費的にも窓口を特設する経費がなくなることか
　ら、削減が可能となる。

見直し・再構築 移管・終了

事業費 15,55522年度予算額

拡大･充実 見直し・再構築

15,691
20,112

移管・終了

○　各警察署の被害者相談窓口をはじめ、日本司法支
　援センター（法テラス）、都の被害者支援総合相談
　窓口など相談窓口が充実してきており、また、本部
　主催の「犯罪被害者相談所」の相談件数も減少傾向
　にあることから、犯罪被害者相談所事業を廃止す
　る。
○　各警察署の窓口においては、地元自治体などとも
　協力し、近年相談の実績を上げていることから、各
　警察署の犯罪被害相談窓口の充実へ重点化を図る。
○　これと別に、警視庁犯罪被害者支援室の相談窓口
　である「犯罪被害者ホットライン」の広報を重点的
　に行い、警視庁の取組を広くＰＲしていく。

事業費

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

犯罪被害者等基本法

○　犯罪被害者相談所は、平成９年度から被害者
　支援推進月間中に、毎年３日間開設している。

○　開設目的は以下のとおりである。
　・潜在化する犯罪被害の申告促進を図る
　・犯罪被害者の精神的被害の軽減や要望等に対
　　応する
　・犯罪被害者支援に対する当庁の取組を都民に
　　広報する

１

○　相談件数については、事業開始当初は増加してい
　たが、平成14年度をピークに減少傾向にある。

４

３

事務事業評価票

48
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

犯罪被害者相談所事業
（警視庁総務部）

２

20年度決算額

拡大・充実

６

その他

22年度予算で、どのように対応したか

○　一般の方が来所しやすいように、警察施設で
　はなく、デパート特設会場やホールを借り上げ
　てブースを設置し、面接及び電話での相談を受
　け付けてきた。

○　性的被害をはじめ、暴力被害や財産被害など
　多様な相談に対応するため、各部門から専門の
　相談員を派遣して対応を行ってきた。

21年度予算額

22年度見積額 15,555



平成 17 年度

平成 21 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

事務事業評価票

49
東京民間救急コールセンター補助事業 事 業 開 始

（東京消防庁救急部） 事 業 終 了 予 定

３ ５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

見直し・再構築

○　救急件数の増大により、東京消防庁の救急車
　が現場に到着するまでの所要時間が年々遅延化
　し、救急活動への深刻な影響が懸念される事態
　となっていたことから、民間の患者等搬送事業
　者等との協働体制により、適切に対応していく
　必要が生じていた。

○　患者等搬送事業者等の案内を行う機能及び都
　民、医療機関等からの依頼に応じて配車等を行
　う機能などを備えた案内窓口として、平成17年
　４月に「東京民間救急コールセンター」を設置
　し、(財)東京救急協会による運用が開始され
　た。

○　事業規模が拡大し安定的に運営されており、今後
　は、登録事業者による自主的な事業運営に移行して
　いく必要がある。

１

事業費

移管・終了 その他拡大･充実

移管・終了

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

○　事業規模拡大及び患者等搬送事業者等の育成
　を図った結果、登録事業者が、運用開始時の38
　事業所から86事業所へと大幅に増加した。

○　患者等搬送事業者等の都民への周知と需要喚
　起により、登録事業者による搬送件数が年５千
　件（サポートｃａｂを含む）を超えている。

○　業務時間を見直し、利用者のニーズや利用状
　況にあった運営体制へ移行した。

○　業者数の増加、搬送数の増大など一定の成果をみ
　ていることから、補助金交付事業を廃止する。

○　当面は、（財）東京救急協会の単独事業となる
　が、将来的には登録事業者の自主運営となるよう働
　きかけていく。

○　民間救急事業は定着しつつあり、コールセンター
　への補助事業が当初予定していた目的は果たしたも
　のと認められる。

○　一方、現在の民間救急コールセンター事業は、（
　財）東京救急協会が行っており、将来的には登録業
　者の自主運営となるよう、引き続き登録事業者の育
　成指導や自主運営への働きかけが必要である。

○　要求どおり、補助事業を終了する。

－        22年度予算額

22年度予算で、どのように対応したか

21年度予算額 6,116
－        

拡大・充実

６

その他見直し・再構築

20年度決算額

22年度見積額

42,108

事業費



平成 3 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

　
根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

○　中央コンピュータ室における施設・設備の安
　定稼動の維持と高いセキュリティレベルの提供
　は、各システムの安定運用に大きく寄与してき
　た。また、ダウンサイジング等により運用管理
　に要する経費の節減を実現した。

○　中央コンピュータ室の高いセキュリティレベ
　ルを維持するために、生体認証装置の導入や監
　視設備等を充実させてきた。今後は、情報セキ
　ュリティにかかる認証基準であるＩＳＭＳの取
　得を目指している。

○　カーボンマイナスに係る技術動向や市場動向
　の調査を行い、各種技術の中央コンピュータ室
　に対する適切な導入方法等の検討を行ってい
　る。

20年度決算額

事業費 21年度予算額

22年度見積額

見直し・再構築

その他

６

見直し・再構築 移管・終了

○　新都庁舎への移転を契機として、電算処理に
　よる業務の信頼性の向上と高いセキュリティを
　確保するために、中央コンピュータ室が設置さ
　れ、主に以下の業務を行ってきた。
　・コンピュータ室に設置された機器やシステム
　　の安定運用のための環境整備
　・大量定型業務を処理するための大型コンピュ
　　ータ（汎用機）による運用

○　効率的な運用を実現するために計画的に汎用
　機の小型化やサーバへのダウンサイジングを進
　め、省電力や空調設備への負荷軽減を目指して
　きた。

○　全庁的な情報セキュリティの確保及びシステム機
　器のダウンサイジングの進行に伴って生じた中央コ
　ンピュータ室の空きスペースを有効に活用する方策
　として、ファイルサーバ等の設置や環境整備は有効
　と考えられる。

○　ファイルサーバの統合及び中央コンピュータ室へ
　の設置は、コストや安全面からも進めるべきと考え
　られるが、平成22年度中の機器導入は作業工程から
　みて困難と考えられる。

○　中央コンピュータ室の機器小型化やダウンサイジ
　ングは実現したが、全庁で見ると庁内における情報
　システムや機器の数は増大しており、情報システム
　の安定的運用を確保し、情報セキュリティの向上を
　図る必要がある。

事務事業評価票

50
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

中央コンピュータ室の効率的運用
（総務局情報システム部）

５

どのように取り組み、どのような成果があったか

中央コンピュータ室管理運営要綱

拡大･充実

1,404,847

１

４

３どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

２

移管・終了 その他

事業費

22年度予算で、どのように対応したか

1,888,719
218,03322年度予算額260,343

○　中央コンピュータ室の環境整備については要求ど
　おり予算を措置する。

○　ファイルサーバの統合及び中央コンピュータ室へ
　の設置については、システム化構想経費のみ措置す
　る。

○　中央コンピュータ室を利用する機器やシステムの
　信頼性を向上するため施設・設備の環境整備を行
　う。

○　中央コンピュータ室の空きスペースを活かして、
　庁内に分散するファイルサーバの統合、共有化を進
　め、より効率的な運用管理を目指す。

拡大・充実



昭和 63 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

51
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

情報教育の推進
（教育庁都立学校教育部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

学校教育法、東京都立学校の管理運営に
関する規則

○　昭和63年度から高等学校におけるコンピュー
　タを活用した情報活用能力の育成のために情報
　教育機器の整備を開始した。情報教育機器の進
　歩にあわせ、機器の更新を行っている。
○　平成15年度学習指導要領改訂に伴い新設され
　た教科「情報」により、学校での利用頻度が増
　加した。
○　16年度からは設備の有効活用を図るため、パ
　ソコン教室をＬＬ教室と統合し、両教室の機能
　を兼ね備えたＣＡＬＬ教室１室の整備を開始し
　た。
○　今後は情報活用教育・語学教育の必要性の高
　まりから、一層の充実を目指す。

１

○　平成25年度の学習指導要領改訂においても、情報
　活用及び外国語教育におけるコミュニケーション能
　力の育成は重点項目となっており、今後のＣＡＬＬ
　教室の利用機会は増加する。

○　現時点においても、各科目での情報教育機会の増
　加や学校の特色による生きた英語教育の実施のた
　め、ＣＡＬＬ教室活用の機会は増加傾向にある。

○　このことから、学級数の多い学校や外国語授業の
　多い外国語学科・コースの設置校においては、ＣＡ
　ＬＬ教室１室でのカリキュラム編成が困難な状況と
　なっている。

○　今後は情報機器の使用機会が増加することが見込
　まれ、これに対応した教室の整備が必要と考えられ
　る。

○　学校の特色やカリキュラム等からＣＡＬＬ教室が
　２室以上必要な場合においては、既定の予算枠を活
　用しながら整備を図っていくことが妥当と考えられ
　る。

４

３

1,131,868

拡大･充実 見直し・再構築

1,179,682
1,148,997

移管・終了

○　全校統一でＣＡＬＬ教室への１室化を進めてきた
　が、利用時間の増加傾向及び学習指導要領での情報
　教育・国際理解教育の重点化を踏まえ、学校の状況
　により、１室化の見直しを行う。

○　既定の予算の範囲で対応することを前提に各校の
　学級数や特色、利用状況に合わせた適切な教室数を
　設定することとし、平成22年度においては４校を２
　室化していく。

【２室設置が適当と考えられる学校】
　・学級数の多い学校（24学級以上）
　・外国語コース設置校

事業費

事業費

○　パソコン教室・ＬＬ教室の２室からＣＡＬＬ
　教室１室への統合により、設備の有効活用及び
　設置費用の削減を実現した。

○　ＣＡＬＬ教室は、全体又は個々の生徒の進度
　や進捗を把握でき、また一括及び個別指示が可
　能な機能を有していることから、平成15年度の
　学習指導要領改訂で必修化された教科「情報」
　・「総合的な学習の時間」・「オーラルコミュ
　ニケーション」に対応し、情報活用教育・語学
　教育の授業で活用されている。

○　17年度からは大学入試センター試験における
　リスニング試験対策にも活用されている。

1,131,86822年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 22 年度

平成 31 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

－ 20年度決算額

22年度予算で、どのように対応したか

見直し・再構築

○　現行の多重無線回線のうち、本部庁舎と各方面本
　部などを結ぶ比較的容量の小さい10回線について
　は、地上建物の影響を受けない衛星を利用した通信
　ネットワークを整備し、非常時通信の安定化を図っ
　ていく。
　
○　これにより、多重無線回線の遮断に対応する迂回
　ルートの設定等に係る将来経費の節減が可能とな
　る。

移管・終了 その他

○　見直し内容は、衛星回線を利用するため、震災時
　における通信体制がより強化されるものとなってい
　る。

○　また、平成22年度以降の10年間で、従来の整備・
　更新と比較して、約１億３千万円程度の経費縮減効
　果が見込まれることから、費用対効果の点において
　も有効な手法と認められる。

○　要求どおり予算を措置する。

その他見直し・再構築拡大･充実

22年度見積額

事業費

83,260事業費 22年度予算額

拡大・充実

６

２ ４

○　10年ごとに多重無線装置の定期更新を行い、
　非常時通信網を確保してきた。

○　日常の業務の通信手段としても活用を図って
　いる。

83,260
21年度予算額 － 

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　地震災害等による有線回線の断絶に備え、計
　40台の多重無線装置を整備し、都庁舎、本部庁
　舎、消防学校、各方面本部などの間の非常時通
　信網を確保している。

【多重無線装置の特徴】
　　パラボラアンテナにより無線波を送受信する
　比較的大容量のシステムであるが、高層ビルな
　どにより電波が遮断されやすい。

移管・終了

○　大規模再開発等に伴う超高層ビルの建設により、
　多重無線回線が遮断される事案が発生している。

○　回復するには中継所の設置又は無線基地局の移設
　等を行わなければならず、多額の費用と時間を要す
　ることが課題となっている。

５

事務事業評価票

52
高度衛星通信ネットワークの整備 事 業 開 始

（東京消防庁総務部） 事 業 終 了 予 定

本部庁舎 方面本部ビル建設

衛星回線

多重回線

途 絶



平成 9 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円22年度予算額

○　要求どおり予算を措置する。

移管・終了

事業費 2,220

その他

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

移管・終了○　現行の放射能防護服は、インナーとして鉛の
　チョッキを着装した上から空気呼吸器を着装
　し、さらに全身を覆う防護服を着装するタイプ
　のものであり、放射線減衰能力がある。

○　防護性能、活動性能に優れたディスポーザブルタ
　イプの新型放射能防護服に更新していく。
○　これにより、修繕経費等も節減できる。

拡大･充実 その他

22年度見積額

21年度予算額事業費

20年度決算額

22年度予算で、どのように対応したか６

2,220

拡大・充実 見直し・再構築

1,155
2,445

見直し・再構築

○　活動性能に加え、安全性や経費効果等を見込むこ
　とのできるディスポーザブルタイプの防護服を導入
　することが急務であると考えられる。

５１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３

○　現行の放射能防護服の問題点は次のとおりであ
　る。
　
　・上衣、下衣、頭部及び足部に分割されているた
　　め、気密性が低い。
　
  ・防護服自体が重く、活動性能が悪いため、迅速な
　　活動ができない。

　・防護服を再度使用するためには放射能の除染作業
　　をする必要がある。

○　放射能物質に関わる事故や災害への対応に備
　えて、放射能防護服を整備している。

事務事業評価票

53
放射能防護服の更新・修繕 事 業 開 始

（東京消防庁警防部） 事 業 終 了 予 定

外側内側

外側内側

 



平成 22 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか３

根拠法令等

　
局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円22年度予算額

○　現行の紙マニフェスト方式では、排出者に対し多
　くの手続きが義務付けられており、事務処理に時間
　を要していることから、より効率的な排出管理方法
　に変更する必要がある。

【紙マニフェスト方式の排出者義務】
　・交付義務…廃棄物の排出ごとにマニフェスト票に
　　　　　　　記入、捺印して業者に交付する。
　・管理義務…交付したマニフェスト票が適正に返納
　　　　　　　されているか等を管理する。
　・記帳義務…マニフェスト票の交付・管理状況を記
　　　　　　　帳する。
　・保管義務…マニフェスト票を５年間保管する。
　・報告義務…前年度のマニフェスト票の交付状況を
　　　　　　　指定書式で報告する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

その他○　当庁が排出する救急廃棄物は、298か所で年
　間約１万６千缶あり、紙マニフェスト方式によ
　り排出管理を実施している。救急廃棄物を回収
　する毎に７枚綴りのマニフェスト票を作成し、
　各署所で回収に立ち会う職員が確認を行った上
　で、署名・捺印し業者へ交付している。

○　各署所及び関係事業所と連携を図り、マニフ
　ェストに関する交付・管理・記帳・保管・報告
　の排出者義務を、時間を要しながらも適正に処
　理している。

拡大･充実 見直し・再構築

事業費 1,992

22年度予算で、どのように対応したか

拡大・充実 見直し・再構築

６

○　要求どおり予算を措置する。

１

○　救急廃棄物の追跡管理をより確実かつ効率的に行
　うために、救急廃棄物追跡管理システムを導入し、
　ＩＣタグによる管理方式に変更する。

【救急廃棄物追跡管理システム】
　　①排出時、②焼却工場への搬入時、③焼却炉投入
　前の計３回、救急廃棄物のＩＣタグを携帯端末及び
　スキャナで読取り、それらのデータを情報センター
　で一元管理するシステムである。

移管・終了

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

移管・終了 その他

事業費

20年度決算額 － 
21年度予算額 － 
22年度見積額 1,992

事務事業評価票

54
救急廃棄物追跡管理システム導入 事 業 開 始

（東京消防庁救急部） 事 業 終 了 予 定

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３

○　東京消防庁は感染性廃棄物の排出事業者とし
　て法的な規制対象となってはいないが、救急活
　動に伴って排出される廃棄物の中には、たとえ
　１個でも不適正に処理をされた場合、社会や環
　境に大きな影響を与えることも懸念される。

○　廃棄物の排出から中間処理搬入、焼却炉投入
　までを追跡するためマニフェスト管理を行って
　いる。

○　救急廃棄物については、厳重な管理、廃棄までの
　処理が必要である。

○　救急廃棄物の適正処理を効率的に追跡管理するた
　めに、救急廃棄物追跡管理システムの導入は効果的
　であると認められる。



昭和 61 年度

平成 21 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○ 局案どおり、平成21年度末で水リサイクルセンター
　の広報施設としての機能を停止する対応を行う。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

55
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

水リサイクルセンター広報施設の見直し
（下水道局総務部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○  水リサイクルセンターの広報施設は、西新宿
　地区におけるビルのトイレ用水に再生水を供給
　する事業の開始にあわせて、再生水供給施設内
　に展示物等の広報施設を設置し、昭和61年度か
　ら稼働している。

○　当該施設では、下水処理水を循環利用して水
　資源の有効利用を図ることを目的とした当局初
　の処理水再利用のモデル事業を、再生水を供給
　する新宿副都心においてＰＲすることを目的と
　している。

１

○　設備設置後、20年以上を超過し、展示内容の陳腐
　化と同時に、故障の頻度が増えるなど老朽化が著し
　い。

○　再生水のみの展示内容では、局の拠点広報施設に
　おける情報の発信内容として不十分である。

○　見学者数は過去は年1,000人程度で推移してきた
　が、ここ５か年では年500人程度に落ち込むなど、
　見学者数が漸減傾向にある。

○　水再生供給事業は７地区に拡大しており、当該事
　業のみをＰＲする役割については終了しているもの
　と考えられる。

○ 水リサイクルセンターにおける広報設備について
　は、開設してから20年以上経過し、展示物の更新時
　期を迎えている状況である。

○　こうした中、来場者数が大きく落ち込んでいるこ
　とから、設備を更新してまで施設を存続させる意義
　は薄い。

４

３

－ 

拡大･充実 見直し・再構築

2,927
2,913

移管・終了

○　新宿副都心で水リサイクルモデル事業をＰＲする
  等の当初目的は一定の成果をあげ、施設を更新して
  まで現在地で再生水供給事業をＰＲする意義は薄れ
  た。

○　今後は、各水再生センターなどにおいて、再生水
　を含めた水循環全体をＰＲすることとし、水リサイ
　クルセンターの広報機能を平成21年度末で停止し、
　広報設備の更新を行わないこととする。

事業費

事業費

○　当該施設では、約300㎡の見学者室内に、再生
　水ができるまでを説明したジオラマ、水のリサ
　イクルの仕組みを紹介するミニシアター、再生
　水を入れた水槽で魚を飼育している様子などを
　展示しており、再生水や水リサイクルモデル事
　業をより身近に分かりやすい内容で紹介するこ
　とにより、開始当初の事業を幅広い層に対して
　ＰＲし、効果を発揮してきた。

－ 22年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 20 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　受講生の状況や研修内容に合わせて、研修の一部
　をｅラーニングにすることは有効と考えられるので
　要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

56
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

ｅラーニング研修の全庁展開
（総務局人事部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　時間・場所等の自由性を活かし、個人に着目
　した計画的な能力開発を目指す。

○　また、集合研修の一部をｅラーニングに切り
　替えることで職員の移動負担を軽減し、少数精
　鋭化に対応した人材育成を行っていく。

１

○　「研修所への移動の負担がない。」、「自席で学
　習できる。」、「都合の良い時間に学習できる。」
　等、ｅラーニングの有効性を評価する声が多かった
　一方、「職場内で、通常業務と並行して学習するた
　め、学習に集中できない。」とする声も複数あっ
　た。

○　「通常業務との両立を図り、研修効果を高めるた
　めの仕組み」をさらに追求する必要がある。

○　ｅラーニングは本人の業務の都合や意欲に合わせ
　て受講できるので、研修手段の一つとして効果的と
　認められる。

○　経費面で見ても、下表の試算通り一人当たり23.7
　千円の経費節減効果が見られることから、コストメ
　リットも高いと考えられる。

４

３

6,207

拡大･充実 見直し・再構築

－ 
7,219

移管・終了

○　集合研修とｅラーニング研修のそれぞれの特性を
　活かした研修体系を構築していく。

○　ｅラーニングについては、平成22年度からの全庁
　展開を行うこととし、ＴＡＩＭＳ端末未設置職場に
　おけるｅラーニング環境を整備していく。

○　また、上記３の課題・問題点を解決するため、ｅ
　ラーニング実施期間の効果的な設定、自席以外での
　学習形態の提案、視覚効果の高い教材の採用等によ
　り、業務との両立及び研修効果の向上を目指す。

事業費

事業費

○　平成20年度は既存リソースを使用し、情報セ
　キュリティをテーマに各課１人単位での全庁的
　試行を実施した。
≪成果≫
　　一職場当たり２週間という短期間で、かつ一
　方的に時期を指定したにもかかわらず、８割以
　上の職員が正規の勤務時間内に学習を完了し
　た。

○　21年度は既存リソースの検証を行うことを目
　的として、情報セキュリティ及び新任研修の制
　度科目（地方自治制度等）をテーマに、新規採
　用職員等を対象とした研修を行った。
≪成果≫
　　既存リソースで一定程度のｅラーニングが全
　庁的に実施できること、及びＬＭＳ（学習者登
　録、学習履歴・進捗管理）が十分機能すること
　が明らかとなった。

6,20722年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

【22年度新任研修（予定）における経費節減効果】＜試算＞
（単位：百万円）

集合研修 ｅラーニング

36.7 9.0

新規採用職員 35.9 9.0

講師 0.8 -

0.2 0.9

- 6.6

1.9 -

38.8 16.5

41.1千円 17.4千円

区分

教材費

システム関係費

一人当たり費用

旅費

合計

給与関係費



平成 22 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

57
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

統計情報へのアクセス性の向上
（総務局統計部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　各局の政策形成支援や都民の情報利活用促進
　のため、各種統計資料の公表を行っている。

○　「東京都の統計」のホームページは、インタ
　ーネット環境の普及対応から、平成14年３月に
　それまでのローカル運営を行っていた統計デー
　タベースシステムを東京都ホームページへ移行
　し、インターネット上で公開を始めたものであ
　り、都民への情報提供の更なる向上を目的とし
　ている。

１

○　サイト内検索は外部の検索エンジンを利用してい
　ることなどにより、必ずしも利用者の望む統計資料
　を抽出できず、検索機能の充実が課題となってい
　る。

○　各種統計資料は、ホームページ及び冊子で公表し
　ているが、「統計年鑑」をはじめホームページ稼動
　前に公表された資料など、冊子のみで公表している
　資料も多い。そのため、利用者がホームページ上で
　公開していない資料を利用する場合は、来庁して閲
　覧しなければならず、改善を望む声が寄せられてい
　る。

○　ホームページ上で公表する統計資料を拡大してい
　くことは、都民の利便性向上につながるものと認め
　られる。

○　また、ホームページ上の公表資料の拡大に伴い、
　サイト内を検索する機能を充実していくことは重要
　と考えられる。

４

３

5,750

拡大･充実 見直し・再構築

－ 
－ 

移管・終了

○　利用者の目的とするデータの迅速な検索等を実現
　するため、ガイド機能の設置、索引・検索エンジン
　の見直し、トップページレイアウト改善等、ホーム
　ページの改修を行う。

○　「統計年鑑」をはじめ、紙ベースの統計資料を電
　子化し、ホームページ上で公開することにより、都
　民サービスの更なる向上を図る。

事業費

事業費

○　ホームページはアクセシビリティ向上のた
　め、統一化したページレイアウト（検索タイト
　ルの整備、グローバルナビゲーションの設置、
　問い合わせ先表示など）とし、また、高齢者や
　障害者の利便性に配慮した設定（背景色、文字
　色、フォントサイズ、音声ソフト対応など）を
　行った。

○　常に統計資料の最新情報が確認できるよう更
　新し、かつ、労働力調査、家計調査など各種統
　計調査の広報活動や都民への統計知識の普及向
　上を目的とした啓発活動を実施した。

5,75022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

（単位：件）
区分 19年度 20年度

アクセス件数 7,053,012 8,144,367
公表ファイル総数 31,747 34,743



平成 19 年度

平成 22 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

①　省エネ型ワークスタイルの実施（総務局と連
　携）
　　昼休み一斉消灯、会議室利用時間の縮減、夜
　間空調熱源停止等を実施している。
　⇒年間削減見込　約500ｔ
②　省エネチューニングの実施（環境局と連携）
　　設備機器の運転効率を向上させるため、建物
　特性や運転状況等に応じた、機器の調達や更新
　を行った。
　ア　照明機器の省エネ化
　　　平成20年度までに、順次、執務室内照明の
　　安定器をインバータ型に更新し、階段通路誘
　　導灯を人感センサー付きに更新した。
　  ⇒年間削減見込　約478ｔ
　イ　冷却装置の省エネ化
　　　19、20年度に、第一本庁舎と第二本庁舎の
　　冷却装置をエネルギー消費効率の高い機器へ
　　更新した。
　  ⇒年間削減見込　約331ｔ
①・②合計　年間ＣＯ２削減量　約1,309ｔ/年 131,95422年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

131,954

拡大･充実 見直し・再構築

－ 
－ 

移管・終了

○　空調設備へのインバータの設置
　　空調設備に、地域冷暖房から供給される冷・温水
　の流量を微細に制御できるインバータを新たに設置
　し、効率の高い運転を行うことで、消費電力等を抑
　えＣＯ２発生量を削減する。

○　機器設置場所
　　 第一本庁舎　10か所　 第二本庁舎　８か所
　　【取組の効果】
　　 年間削減見込　ＣＯ２　   約500ｔ
　 　　　　　　  　電気代　約11,500千円
　 　　　　　　  　冷水代  約 4,800千円

（事業費には、工事費以外に機器の調整費用も含む）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

環境確保条例、環境局ガイドライン等

○　平成21年４月に改正された都環境確保条例に
　おいて、22年４月から都内で一定以上の規模の
　施設の温室効果ガス（ＣＯ２等）削減が義務づ
　けられ、都庁舎も義務の対象となった。
　・都庁舎の削減義務量は基準排出量(28,604ｔ)
　　の６％(年平均約1,716ｔ)であり、これを22
　　年度から５か年で削減しなければならない。
　・都庁舎の削減義務量
　　平成22～26年度　年６％
　　　　　　　　　　［年平均約1,716ｔ］
　　平成27～31年度　年17％（見込）
　　　　　　　　　　［年平均約4,862ｔ］

１

○　都庁舎の温室効果ガス削減義務量達成のために
　は、年間約400ｔの追加削減を必要とするが、現状
　の施策だけでは削減義務を達成できない。そのた
　め、更なる効果的な削減策が求められている。

○　都庁舎の排出する温室効果ガスは、その約６割が
　空調の稼働によるものであり、義務達成に当たって
　は空調機器への対策が不可欠である。

○　平成26年度から行う都庁舎設備更新の一環とし
  て、フロア内空調設備の更新を実施する予定である
  が、これを待っていては22年度からの削減義務量達
  成が不可能となる。

○　年間約500ｔのＣＯ２削減効果が見込まれる空調
　設備へのインバータの設置は効果的と認められる。

○　経費面でも、年間8.1百万円の節減が見込まれ、
　耐用年数15年に対し、第一本庁舎で約８年、第二本
　庁舎で約７年で投資費用が回収できるため、設置は
　適切であると認められる。

４

事務事業評価票

58
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

都庁舎における温室効果ガス削減義務への対応
（財務局建築保全部）

２

20年度決算額

○　要求どおりインバータ設置費用等の予算を措置す
　る。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

【光熱水費節減効果（試算）】 （単位：百万円）

第一
本庁舎

第二
本庁舎 計

5.4 2.8 8.2
減価償却費 3.8 1.8 5.6
そ　の　他 1.6 0.9 2.5

△ 10.2 △ 6.1 △ 16.3
△ 4.8 △ 3.3 △ 8.1

区　分

費　　　　用

節減光熱水費
差　引



昭和 31 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　現在、定時番組として、ＶＨＦ局で３番組、
　ＵＨＦ局で３番組、計６番組を放送している。
○　広報効果を高めるため、各番組とも訴求対象
　に応じて放送時間帯・番組構成を考慮してお
　り、「昼間在宅者層」、「若年層」、「勤労者
　層」、「子どもとその親世代」など、都民の各
　層に向けて幅広く情報を提供している。
○　番組のモニター調査によると、番組内容は高
　く評価されており、例えば若年層向け番組で
　は、９割近くが「よい番組」だと答え、内容に
　ついても「身近で大事なテーマを若者向けに親
　しみやすく扱っており、役立つ知識や情報が得
　られる」とし、約７割が「見てみたい」として
　いる。

1,497,68422年度予算額
21年度予算額
22年度見積額

３

1,497,684

拡大･充実 見直し・再構築

1,394,995
1,471,685

移管・終了

○　テレビは、他媒体と比べ影響力が大きく、力を入
　れて欲しい広報媒体として都民からの要望もあるこ
　とから、継続して良質の番組を提供していく。

○　若年層向けのテレビ番組について、より多くの人
　に視聴されるよう放送時間帯を変更し、番組の広報
　効果をさらに高めていく。

○　引き続き、良質なテレビ番組の提供を行うほか、
　ホームページや広報紙でも同時に取り上げ訴求効果
　を高めるなど、各媒体間でのクロスメディア展開を
　積極的に行い、情報発信力の強化に努めていく。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都広報及び広聴事務規程

○　テレビは、視覚・聴覚両方に訴えることから
　視聴者の理解を促進しやすく、一度に多くの視
　聴者へ情報を提供できる広報効果の高い媒体で
　ある。このことから、都では昭和31年からテレ
　ビによる都政広報を実施している。

○　現在、都政の課題や施策などを取り上げる「
　解説番組」、都のイベント等の募集案内などを
　行う「告知番組」、キャンペーン等を呼びかけ
　る「スポット放送」など、提供する情報に応じ
　た都民向けのテレビ番組を放送している。

１

○　「広報広聴活動に関する調査」によると、回答者
　の約５割が今後力を入れて欲しい広報媒体としてテ
　レビ番組をあげるなど、引き続きテレビによる都政
　広報の充実が求められている。

○　各訴求対象のうち、特に若年層については、都政
　への関心が薄く、発信情報が届きにくいという状況
　の中で、「エイズ」、「薬物乱用防止」など若者特
　有の行政課題等もあり、都として確実に情報を届け
　ていく必要がある。

○　このため、平成18年４月から若年層向けテレビ番
　組を開始したが、内容は高く評価されているもの
　の、放送時間帯が26時台と遅いため、他の提供番組
　に比べ視聴率が伸び悩んでいる。

○　新聞を読まない若者が増加する等の現状におい
　て、テレビによる広報の重要性は高まっていると考
　えられる。

○　若者向けの番組の放送時間帯の変更は、視聴者数
　を試算すると３倍程度（約15万世帯→約45万世帯）
　の効果が推測されることから、有効と認められる。

４

事務事業評価票

59
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

テレビによる都政広報
（生活文化スポーツ局広報広聴部）

２

20年度決算額

○　要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

番組の印象

29%

58%

6% 7%

よい番組

まあよい番
組

どちらとも言
えない

あまりよくな
い番組

他のテーマの内容も

見てみたい

15%

56%

23%

6%

非常にそう
思う

そう思う

そう思わな
い

全くそう思
わない



平成 20 年度

平成 23 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

60
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

金融経済教育モデル事業
（生活文化スポーツ局消費生活部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　社会経験の浅い若者を狙った悪質商法が後を
　絶たない状況の中で、消費者被害に遭わないよ
　うに社会に出る前に消費者教育を受けることが
　重要である。
○　この問題について、東京都多重債務問題対策
　協議会において、多重債務の未然防止のため
　に、小中学校の早い時期から発達段階に応じて
　金融経済に関する知識の普及を図る必要がある
　との意見がまとまり、平成20年度から、小中学
　生向けの金融経済教育教材を開発してモデル事
　業を開始した。

１

○　多重債務問題の深刻化（消費生活センターにおけ
　る多重債務に関する相談は、平成20年度に約420件
　増加）などを背景として、新たな多重債務者を生ま
　ない取組を加速させ、子供の時期からの消費者教育
　を充実させることがより一層求められている。

○　小・中学生の段階から金融経済教育を実施するこ
　とは重要と考えられる。
○　消費者行政活性化基金を活用するなど、時宜に即
　した適切な事業展開であると認められる。

４

３

7,886

拡大･充実 見直し・再構築

－ 
872

移管・終了

○　国からの交付金を財源として設置した「消費者行
　政活性化基金」が活用可能なことから、平成22～23
　年度の重点的な取組として、教材を全小・中学校に
　配布し、金融経済教育の推進を図る。

事業費

事業費

【教材の開発】
○　平成20年度に弁護士会、東京都金融広報委員
　会等を中心に東京都多重債務問題対策協議会で
　モデル事業に使用する教材を開発。教材は小学
　３年生、中学２年生を対象として作成。
【モデル事業の実施】
○　21年度は都内の３区１市（新宿区、世田谷
　区、足立区、八王子市）をモデル区市として、
　それぞれの区市の小学校、中学校最低１校ずつ
　でモデル事業を実施。各学校で社会科、道徳、
　総合学習などの教科で授業を行ったり、消費生
　活センターの相談員が出前講座を行うなど、様
　々な形で実施。
【事業の検証】
○　事業実施後、教師・講師及び授業を受けた児
　童・生徒にアンケートを行い、その結果を分析
　して次年度の事業の参考とする。また、今後の
　事業の参考に、実際に行われた事業の実例集を
　作成する。 7,88622年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 13 年度

平成 23 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

○　昭和60年以降、カラスの生息数が急増したこ
  とにより、ごみの散らかし、人への威かく、鳴
  き声による騒音、他の動物への影響などカラス
  被害が増加した。
○　この状況を受けて、平成13年９月に、カラス
  対策プロジェクトチームを設置し、同年12月か
  らトラップによる捕獲を実施してきた。
○　カラス被害を早急に減らすために、捕獲やご
  み対策を進めカラスに関する苦情が少なかった
  昭和60年頃の7,000羽程度の生息数を目指す。

○　都民、事業者及び区市町村と連携した対策の
  実施
　・捕獲…トラップによるカラスの捕獲・処分
　・営巣対策…巣の撤去・処分
  ・ごみ対策…カラス被害を減少させるためのご
　　　　　　　み対策の推進を区市に要請
○　上記取組の着実な実施により、カラスの生息
　数はピーク時（平成13年度）と比較し、４割減
　少した。
○　都庁に寄せられたカラスに関する苦情・相談
　件数はピーク時（14年度）と比較し、８割減少
　した。

事業費

事業費

67,04022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額 67,040

拡大･充実 見直し・再構築

19,134
66,362

移管・終了

【捕獲の強化】
○　トラップの増設（115基→120基）等による対策の
　強化を行うことで、年間16,000羽以上を捕獲する。
【営巣対策の強化】
○　区市に対し巣撤去等の更なる徹底を要請するとと
　もに、都も新たに大規模ねぐらにおける巣の撤去を
　行うことで、年間3,000羽以上の繁殖を抑制する。
【ごみ対策の一層の推進】
○　防鳥かご実験調査の結果や各区市が進めている取
　組、防鳥かごの効果について情報提供し、一層の取
　組の強化を要請

20年度決算額

１

○　カラスの捕獲
　　平成20年度は、過去の捕獲実績が良好であった場
　所に重点的にトラップを増設し、捕獲を実施した。
　　しかし、多摩地域の都県境の一部で生息数が増加
  したため、全体的には増加した（対前年度3,000羽
　増）。
○　ごみ対策
　　住宅街では戸別収集や防鳥ネットの普及による成
　果があったが、依然として繁華街を中心に生ごみが
　カラスのエサになっている状況がみられた。

○　カラスの生息数が増加していることを受け、着実
　に捕獲実績を上げられる体制を確立するなど、早急
　にカラス対策を拡充することが必要である。

○　目標の早期達成のため、実効性のある取組を実施
　することが必要である。

４

２

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

カラス対策プロジェクトチーム報告書

３

事務事業評価票

61
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

カラス対策事業
（環境局自然環境部）

○　目標達成に向けた、新たな取組については一定の
　効果が見込まれるため、要求どおり予算を措置す
　る。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

その他

【課題】
　◎捕獲の強化　◎営巣対策の強化
　◎ごみ対策の一層の推進

これらの取組により平成23年度に生息数7,000羽を目指す。

※下表「事業費」は、21年度より
他局への執行委任分を環境局予算
へ計上

【捕獲実績・生息数推移】

年度 捕獲数 生息数

13年度 4,210羽 36,400羽

14年度 12,050羽 35,200羽

15年度 18,761羽 23,400羽

16年度 16,167羽 19,600羽

17年度 15,123羽 17,900羽

18年度 17,391羽 16,600羽

19年度 9,473羽 18,200羽

20年度 12,217羽 21,200羽

年度 生息数見込
22年度 12,900羽
23年度 7,000羽



平成 12 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　周産期医療体制の逼迫性を鑑み、多摩地域におけ
　る周産期医療の前進に資する取組に対して予算を措
　置する。
　・酸素投与・短時間の人工呼吸が必要な新生児を受
　　入れ
　・ハイリスクを脱した新生児を周産期センターから
　　受入れ
　・24時間365日体制による緊急診療体制の確保
　・周産期センター、一次医療機関との連携

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

62
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

周産期医療システムの整備（多摩地域連携強化事業）
（福祉保健局医療政策部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　多摩地域は区部に比べ周産期医療に対応でき
　る医療機関が少ないことから、周産期母子医療
　センターの早期整備が困難な状態にある。

○　このような現状を踏まえ、当面の対応策とし
　て、ＮＩＣＵを有していないが新生児医療に対
　応可能な医療機関との連携を強化することによ
　り、多摩地域の周産期医療を確保する。

１

○　事業協力医療機関の「協力」に基づく受入れであ
　り、確実な受入体制が確保されているとはいえな
　い。

○　当初事業協力医療機関は11病院あったが、産科医
　・小児科医の減少から平成17年度頃より対応できる
　医療機関が減少、現在受入実績があるのは４病院の
　みで、今後も減少が懸念される。

○　22年３月に開設する都立小児総合医療センターと
　都立多摩総合医療センターが一体的に運営する総合
　周産期母子医療センターの機能を確保するため、迅
　速なＮＩＣＵへの搬送体制の確保と併せて、それを
　補完する体制の確保が必要である。

○　多摩地域における周産期医療資源の不足は深刻化
　しており、これまでの「多摩地域連携強化事業」を
　充実させ、より安定的に周産期医療を提供すること
　が必要である。

○　24時間受入体制を確保する必要性は認められる
　が、地域性に配慮しつつ、受入実績等を十分に検証
　した上で、受入体制確保の規模等についての検討を
　行う必要がある。

４

３

45,240

拡大･充実 見直し・再構築

9,565
9,565

移管・終了

○　４つの「多摩新生児連携病院」をあらたに指定

　・現在、新生児搬送の受入れを行っている４病院を
　　連携病院に指定し、24時間受入れを行える体制を
　　維持する。

　・地域性にも配慮した４病院を指定することで、総
　　合周産期母子医療センター等と連携しながら新生
　　児搬送・受入の中心的な役割を果たしていく。

事業費

事業費

○　多摩地域の11病院に事業協力医療機関として
　協力を依頼し、周産期医療センターが満床の際
　やＮＩＣＵでなくても対応が可能な新生児の受
　入を実施した。

  ※20年度受入実績：49件（延入院日数593日）
　　19年度受入実績：74件（延入院日数957日）
　　18年度受入実績：54件（延入院日数757日）

45,24022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 14 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　がん診療連携拠点病院（都道府県がん拠点病
　院２か所、地域がん拠点病院12か所）が実施す
　る、以下の事業について支援した。

　・がん医療従事者研修事業
　・がん診療連携拠点病院ネットワーク事業
　・院内がん登録促進事業
　・がん相談支援事業
　・普及啓発・情報提供事業

391,81822年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

398,828

拡大･充実 見直し・再構築

159,331
327,529

移管・終了

○　より多くのがん患者に質の高いがん医療の提供を
　行っていくとともに、がん医療従事者に対する研修
　や地域におけるがん診療連携を強化していく。

　・がん診療連携拠点病院　14か所→16か所

　・東京都認定がん診療病院　10か所→16か所
　※東京都認定がん診療病院：拠点病院とほぼ同じ医
　　療機能を持つ病院を「東京都認定がん診療病院」
　　として都独自の認定を行っている。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　がん診療連携拠点病院が、がん医療に従事す
　る医師等に対する研修、がん患者やその家族等
　に対する相談支援、がんに関する各種情報の収
　集・提供等の事業を実施することにより、地域
　におけるがん診療連携の円滑な実施を図るとと
　もに、質の高いがん医療の提供体制を確立す
　る。

１

○　都内には多くのがん患者が存在し、すべての患者
　ががん診療連携拠点病院と同レベルの高度な医療を
　受けられるようにするためには拠点病院の数が足り
　ない。
　
　東京都　人口約1,300万人
　　　　　がん患者数約13万5千人
  ※拠点病院で受療しているがん患者の４割は都外の
    患者であり、流入患者も多い。

○　平成24年度までに約5,900人の医師の緩和ケア研
　修の修了を目標としているが、約34か所の拠点病院
　が必要であり、研修を実施できる拠点病院の数が不
　足している。

○　がん診療連携拠点病院（２か所の都道府県がん拠
　点病院と12か所の地域がん拠点病院）は、がん医療
　における中心的な役割を果たしている。

○　都内には多数の患者が存在しており、全ての患者
　が高度な医療を受けられる体制とする必要がある。

○　また、医療機関が高度な医療を提供することがで
　きるよう研修体制も確立していく必要がある。

４

事務事業評価票

63
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

がん診療連携拠点病院事業
（福祉保健局医療政策部）

２

20年度決算額

○　がん診療連携拠点病院及び東京都認定がん診療病
　院数の増により、都の人口規模に見合ったがん医療
　の充実を図る。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 10 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　臓器移植コーディネータを増員（１人→２人）す
　るための予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

64
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

臓器移植対策
（福祉保健局保健政策部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

臓器移植法

【経緯】
　臓器移植法の成立

【目指すもの】
　都内の移植医療（臓器移植）の一層の推進

　・移植に関する情報を周知し、都民の理解を深
　　める。
　・都道府県臓器移植コーディネーターを設置
　　し、臓器提供医療機関の医療従事者に対し普
　　及啓発を行うとともに、臓器移植の円滑な実
　　施を図る。

１

○　現体制（コーディネーター１人）では、臓器提供
　発生に付随するコーディネート業務に専ら従事して
　いるため、医療機関への普及啓発に十分な時間が取
　れていない状況である。

○　臓器移植法改正（平成22年７月施行予定）によ
　り、
　・臓器提供要件の緩和による件数増が予想される。
　・医療機関の果たす役割がより重要になる。
　・本人の意思を活かすためには意思表示カードの一
　　層の普及が必要になる。

○　臓器提供発生時における業務の特性（業務遂行に
　長時間を費やすこと及び専門性の高さ等）から、臓
　器移植コーディネーター１人体制に対する課題認識
　は妥当である。

○　臓器移植の推進には、医療機関における体制構築
　及び都民の理解促進が必要であり、効果的な普及啓
　発等を実施する必要がある。

４

３

11,590

拡大･充実 見直し・再構築

6,452
6,781

移管・終了

○　東京都臓器移植コーディネーターを増員（１人→
　２人）し、育成することにより、東京都内における
　コーディネート体制の質と量を確保する。

　・臓器提供発生に付随するコーディネート業務の円
　　滑な実施を図る。
　・臓器提供医療機関における院内連携体制の構築に
　　向けた支援を行う。
　・都民に対し、移植医療の重要性や臓器移植法の改
　　正点等についての普及啓発を行う。

事業費

事業費

○　東京都臓器移植コーディネーターの設置
　  東京医科大学八王子医療センターに１人委託
　
　【日常業務】
　　・臓器提供意思表示カードの設置促進
　　・地域住民への普及啓発
　【臓器提供発生時】
　　・臓器提供可能者の家族への説明
　　・臓器提供者の検査用血液、臓器の運搬
　　・関係機関との連携
　　・遺族への報告　等

11,59022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

【東京都における臓器提供件数の推移】（単位：件）

区分 脳死 心停止
平成15年度 - 6
平成16年度 1 7
平成17年度 1 8
平成18年度 2 5
平成19年度 4 9
平成20年度 3 16



平成 19 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

。
局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　要求どおり、平成22年度から自殺総合相談電話（
　仮称）を設置して、自殺に関する専門相談・支援体
　制を強化する。（地域自殺対策緊急強化基金充当）
○　実施に当たっては、必要な規模を継続的に検証す
　ることとし、最適な規模での運用を図るものとす
　る。
○　地域版ネットワークの都内全域での実施に関する
　予算を措置する。（地域自殺対策緊急強化基金充当
　）

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築

22年度予算で、どのように対応したか

移管・終了

事務事業評価票

65
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

自殺総合対策　こころといのちの相談・支援　東京ネットワーク
（福祉保健局保健政策部）

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

○　平成10年以降、社会経済状況の急激な変化に
　より自殺者が増加し、国内の自殺者は年間３万
　人以上で推移（都は約2,500～2,800人で推移）
○　自殺対策の総合的な推進による自殺予防等を
　目的とした自殺総合対策基本法が18年10月施行
○　自殺の多くは相談・支援体制の充実により防
　止することが可能
○　そのため、自殺の背景となる多重債務、失
　業、いじめなどへの相談に的確に対応するた
　め、多様な相談・支援機関等の連携体制を構築

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

自殺総合対策基本法
自殺総合対策大綱

１

【全都版ネットワーク】
○　自殺の原因となる問題は、相談機関への相談で解
　決できることも多いが、自殺念慮者が相談機関の存
　在を知らないなどの理由により相談しないケースも
　多いため、都民に相談機関があることを広く周知
　し、積極的に相談を受け、解決に導いていく必要が
　ある。
○　民間団体が実施する電話相談は、傾聴が主であ
　り、相談機関との積極的な連携、支援は行っていな
　いことや、相談件数が多く電話を受けきれていない
　など、十分な対応ができていない状況であることか
　ら、自殺に関する専門相談・支援体制の強化が必要
　である。
【地域版ネットワーク】
○　モデル事業を実施したことにより、地域単位での
　ネットワーク形成が自殺対策に有効であることなど
　が確認された。

○　現行の民間団体による電話相談については、自殺
　者が増加する傾向である中、十分な対応ができてい
　ないと想定される。このため、専門相談や支援体制
　の強化を図り、より多くの相談を受けることが可能
　な体制づくりが必要である。

○　モデル事業については、地域単位でのネットワー
　ク形成等の効果を確認でき、一定の成果を上げた。

４【全都版ネットワーク】
○　関係機関との連携会議を実施し、自殺の現状
　と対策について情報共有を図り、連携協力体制
　を構築した。

【地域版ネットワークモデル事業】
○　多摩地区のモデル地区として実施した南多摩
　圏域では、圏域の中で主に自殺率の高い中高年
　を対象に、自殺念慮者が抱えるうつ病や労働関
　係などの問題に、地域の関係機関が連携して対
　応できる体制の整備などを行った。

○　区部のモデル地区である足立区では、研修に
　より区職員や地域の相談機関等に自殺の現状と
　対策及び自殺念慮者への対応方法の周知などを
　行った。

○　相談支援体制の強化のため、平成22年度から自殺
　総合相談電話（仮称）を設置し、相談者の抱える自
　殺念慮の背景となる問題を傾聴するとともに、ネッ
　トワーク事業と連携させることにより、問題の解決
　を目指して相談者への積極的な支援を実施する。

○　地域版ネットワークを都内全域で実施し、地域で
　の自殺対策の取り組みを強化させる。

３

移管・終了

拡大･充実 見直し・再構築

５

事業費

事業費

111,28722年度予算額

21年度予算額

22年度見積額 111,287

3,276
23,383



昭和 38 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　要求を踏まえ、一部従来型多床室による創設補助
　など、整備を推進するために必要な予算を措置す
　る。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

66
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

特別養護老人ホーム整備費補助
（福祉保健局高齢社会対策部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

老人福祉施設整備費補助要綱

○　老人福祉法第５条の３に規定する特別養護老
　人ホーム等の整備に要する費用の一部を補助す
　ることにより、その整備を促進し、もって老人
　福祉の向上を図る。

【特別養護老人ホームの現状】
　・定員34,933人（平成20年度末）
　・地価が高く、土地の確保が困難な区部は、高
　　齢者人口に対する特別養護老人ホームの整備
　　率が平成19年度で1.04％と、全国平均の1.56
　　％を大きく下回っている。

１

【特別養護老人ホーム】
○　従来型（個室・多床室）の増改築を補助対象とし
　たことで、一定程度整備が進む見通しだが、創設に
　おける従来型多床室のニーズが区市町村や利用者な
　どから挙げられている。

【養護老人ホーム】
○　養護老人ホームの特定施設化を進めるため、改築
　に限って、特定施設化を条件としたが、既存建物の
　有効活用が可能な大規模改修のニーズが出てきてい
　る。

○　特別養護老人ホームの整備率が全国平均を下回っ
　ており、引き続き整備を進めていく必要がある。

○　一方、都内では土地の確保が困難なため、ユニッ
　ト型を原則としつつも土地の形状を踏まえた対応も
　必要である。

○　養護老人ホームについては、大規模改修の際に外
　部の介護サービスの利用が可能な特定施設の指定を
　受けることを条件に補助を認めることで、要介護の
　養護老人ホーム利用者が利用しやすい施設へ誘導し
　ていく必要がある。

４

３

5,555,711

拡大･充実 見直し・再構築

2,592,294
8,162,528

移管・終了

事業費

事業費

【特別養護老人ホーム】
○　国の整備目標により、都の施設整備補助はユ
　ニット型での整備を基本としている。
○　しかし、ユニット型の整備は、まとまった土
　地が必要であることから、整備が進んでいな
　い。
○　そのため、平成21年度から、既存建物の増改
　築の場合、プライバシーに配慮するなど一定の
　条件の下、ユニット型でない施設についても補
　助対象としている。

【養護老人ホーム】
○　都内の養護老人ホームは、介護サービス利用
　の際に、個別に外部の介護事業者を利用するこ
　とになるため、利用者の利便性を高めるために
　も、養護老人ホームを介護保険法上の特定施設
　としていく必要があり、改築補助の条件とし
　た。

5,414,50522年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

【特別養護老人ホーム】
○　平成22年度から一部従来型多床室による創設につ
　いても補助対象に加える。

【養護老人ホーム】
○　養護老人ホームについても大規模改修を制度の対
　象に加える。
○　養護老人ホームが外部の介護サービスの利用が可
　能な特定施設の指定を受ける場合に、設備改修費に
　対する補助制度を創設し、中軽度の要介護者の受入
　れが可能な施設への転換を促進する。



昭和 53 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

○　重症化傾向にある重症心身障害児（者）とその家
　族を支援していくことが必要であり、都の訪問看護
　事業から地域資源への円滑な引継のために必要な事
　業であるため、経費を精査のうえ適切と判断する。

拡大・充実

６

223,22122年度予算額

その他

186,584
197,897

20年度決算額

その他

１

○　在宅で、重症心身障害児（者）とその家族が安心
　して暮らせる体制を確保するため、必要な支援サー
　ビスを重点的に充実・強化する必要がある。

○　重症心身障害児の支援に当たっては、ＮＩＣＵ等
　への入院中からの早期支援の充実や、訪問看護ステ
　ーションなどの地域療育資源の育成が重要である。

４

３

○　年間約400人の重症心身障害児（者）に訪問看
　護等を提供することにより、家族の精神的なサ
　ポートも含め、家庭での療育を支えている。

○　１年ごとに利用者の状況や継続支援の必要性
　などを評価・決定する更新制を採用しており、
　訪問看護終了時においては、引き続き必要かつ
　適切なサービスを受けられるよう、地域の関係
　機関へとつないでいる。

21年度予算額

22年度見積額

事業費

232,649

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都在宅重症心身障害児（者）に対す
る訪問事業の実施に関する規則

○　在宅の重症心身障害児（者）に対して、健康
　の保持と安定した家庭での療育を確保するため
　に、訪問看護と訪問健康診査を開始し、社会福
　祉法人に委託して実施している。

○　看護師が家族への技術指導や相談などを行う
　とともに、関係機関と連携して療育環境を整備
　する訪問看護、及び専門医と保健師等が健康診
　査と療育相談を行う訪問健康診査を実施してい
　る。

○　ＮＩＣＵ等に入院している重症心身障害児に
　ついて、その家族が在宅での生活を希望した場
　合に円滑に移行できるよう、きめ細やかなサー
　ビス提供体制の充実を図る。

見直し・再構築

移管・終了

○　ＮＩＣＵ等の高度医療施設から在宅への円滑な移
　行を支援するには、入院中からの早期支援を充実す
　る必要があるため、在宅療育の拠点に、重症心身障
　害児（者）の在宅医療や療育に熟知した支援員を配
　置し、医療機関等との連携を強化する。
○　重症心身障害児（者）を支援する関係機関による
　連携調整の場を設置する。
○　安定した在宅療育を継続するため、研修の実施や
　在宅療養マニュアル作成など重症心身障害児（者）
　に対応できる訪問看護ステーションの看護師を育成
　し、訪問看護ステーションの拡充を図る。

○　重症心身障害児がＮＩＣＵ等の医療施設に入院し
　ている時点から、在宅移行についての相談が入るよ
　うになり、連携が求められている。

○　核家族化等により、養育力が低下している家族が
　増えてきている。そのため、保健所・保健センタ
　ー、子ども家庭支援センター等との連携を強化する
　必要がある。

○　平成20年度訪問看護事業利用者のうち、８割以上
　は経管栄養、吸引、人工呼吸器装着等、濃厚な医療
　を必要としているため、高度な医療技術を有する看
　護職が必要となっている。

○　訪問事業終了後に在宅生活を支える訪問看護ステ
　ーションにおいて、重症心身障害児（者）に対応で
　きる訪問看護師が不足し、その育成が課題である。

拡大･充実 見直し・再構築

２

事務事業評価票

67
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

重症心身障害児在宅療育支援事業
（福祉保健局障害者施策推進部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか



平成 21 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　重心施設で働く看護師は、療育に関する知識
　・技術について高いレベルを求められている。
　こうした専門性の正しい評価と看護水準の向上
　によって、看護師の定着支援を行うため、下記
　研修等を実施した。
　①重症心身障害プロフェッショナルナース育成
　　研修
　　　中堅の看護職員を対象に、専門的な研修を
　　行い、指導的役割を担う人材を育成
　②認定看護師認定派遣研修
　　　中堅の看護職員を対象に、認定看護師教育
　　課程への派遣や資格取得に要する経費を支援

○　①は定員を上回る41人が受講、②も４人の応
　募があるなど関係機関の反響も大きく、看護師
　のモチベーション向上・定着支援に寄与した。

29,46422年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

65,671

拡大･充実 見直し・再構築

－ 
2,082

移管・終了

○　引き続き研修制度を継続・充実させることで、看
　護職員のキャリア開発の支援を行う。

○　看護職員等の業務環境を改善し職場のイメージア
　ップを図る。
　・専門職以外での対応が可能な作業の一部委託
  ・老朽化した既存看護宿舎の代替宿舎借上　等

○　重心施設の周知のために、看護師募集対策を充実
　し、看護師確保を図る。
　・復職支援研修
　・都外就職説明会の参加等の支援　等

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　近年、医療現場全体で看護師の確保が困難な
　状況にある。

○　特に、重症心身障害児施設（以下「重心施設
　」という。）では、看護の特殊性や施設の知名
　度の低さ等から、看護師確保が一般の医療機関
　より困難な面があり、看護職員の不足から短期
　入所などの在宅支援事業の縮小を余儀なくされ
　ている。

○　重心施設の職場の魅力を高め、看護職員の確
　保・定着を図ることで、重症心身障害児(者)へ
　の支援の充実を図る。

１

○　今年度事業開始のため、職場の魅力向上が看護師
　の採用増につながるまでは一定の時間を要するた
　め、引き続き事業を実施していく必要がある。

○　今年度の実施内容は在職の看護師が対象であり、
　新たな職員を呼び込むために研修制度を充実させる
　以外の方策も併せて実施する必要がある。

○　そのためには、看護師が専門として実施すべき業
　務に専念できるような職場環境整備や、就業に導く
　ための募集対策などを充実し、働きやすい魅力ある
　職場づくりが必要である。

○　重症心身障害児施設における看護師確保は喫緊の
　課題であり、重症心身障害児（者）の支援充実には
　不可欠である。

○　療育の専門性を高めるために今年度から始めた「
　重症心身障害プロフェッショナルナース育成研修」
　等は好評であり、引き続き実施することによって看
　護師の定着支援に寄与すると考えられる。

○　加えて、看護師が専門として実施する業務に集中
　できるような環境整備を行うことが必要である。

４

事務事業評価票

68
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

重症心身障害児施設における看護師確保緊急対策事業　　
（福祉保健局障害者施策推進部）

２

20年度決算額

○　重症心身障害児施設における看護師確保対策事業
　の必要性を認める。ただし、過度の内容とならない
　よう、規模や内容等を十分に精査した上で、予算を
　措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 18 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　リハビリ拡充の必要性は認めるが、事業の効果、
　区市町村の役割等の整理が不十分であるため、２地
　域（区部１、多摩１）における２年間のモデル事業
　として試行を認める。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

69
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

高次脳機能障害者支援普及事業
（福祉保健局障害者施策推進部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

障害者自立支援法

○　平成18年４月から順次施行された障害者自立
　支援法に基づき、都道府県が実施する専門性が
　高い相談事業の一つとして、「高次脳機能障害
　支援普及事業」を行うこととされた。
○　高次脳機能障害は、脳の一部の損傷から生じ
　ることから、日常生活における基本動作能力及
　び生活の質の向上を図るためリハビリが極めて
　重要である。
○　このため、都では、地域ごとに高次脳機能障
　害のリハビリ提供の中核を担う病院等を置き、
　その病院がアドバイザー機能をもって、地域内
　の医学的リハビリから社会的リハビリまで、切
　れ目ない専門的リハビリの提供体制構築を進め
　ていく。

１

○　平成18年度実施のニーズ調査では、高次脳機能障
　害に対応した認知訓練を始め、幅広い訓練・リハビ
　リの要望が極めて高いことがわかった。

○　調査結果等を受け、今年度、専門的リハビリテー
　ション充実についての検討を開始し、医療機関及び
　障害福祉サービス事業者によるリハビリの実施状況
　を調査した。

○　その結果、医療機関では発症・受傷後の身体機能
　回復が主であり、在宅移行後の認知等訓練は、福祉
　施設や地域で継続していく必要がある一方、その担
　い手である障害福祉サービスは、人材確保やノウハ
　ウ、機関連携不足等の課題を抱えていることがわか
　った。

○　高次脳機能障害者への支援として、リハビリ提供
　体制の拡充は必要である。

○　ただし、都内にどの程度の規模でアドバイザーを
　設置することが適切か、またリハビリの充実がどの
　程度効果があるのか等の検証が十分とは言えない。

４

３

65,667

拡大･充実 見直し・再構築

1,658
5,187

移管・終了

事業費

事業費

○　高次脳機能障害に対する専門的な支援、区市
　町村や関係機関等とのネットワークの構築及び
　広報・啓発により、支援拠点施設による広域的
　な支援を実施してきた。

○　区市町村においても、区市町村高次脳機能障
　害者支援促進事業により高次脳機能障害者支援
　員を配置し、高次脳機能障害に関する相談やケ
　アプランの作成を実施するなど、本人やその家
　族等に対する適切な支援を提供できる体制の整
　備に取り組んできており、平成20年度において
　は７区市で実施されている。

10,40822年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　こうした実情を踏まえ、地域全体で医療と保健・
  福祉が連携し、切れ目ないリハビリ提供体制を構築
  するとともに、各機関の専門職の高次脳機能障害へ
  の対応力の強化を図っていくことが必要である。

○　このため、指導リハビリスタッフを各地域の高次
  脳中核医療機関に配置し、リハビリの技術・個別支
  援に関する相談指導などを実施するとともに、高次
  脳機能障害の特性に対応したリハビリ技術や支援手
  法の普及を図る研修を実施するなど、人材育成を図
  ることで、地域全体の高次脳機能障害へのリハビリ
  提供体制を充実させる。



平成 10 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　受賞製品・技術の海外へのＰＲを強化するため、
　海外販促用の英文冊子を作成・配布する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

70
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

東京都ベンチャー技術大賞
（産業労働局商工部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都ベンチャー技術大賞設置要綱

○　東京の産業活性化と雇用創出には、革新的な
　技術や新製品などが必要不可欠である。

○　本事業は、ベンチャースピリットに富む中小
　企業が開発した、革新的で将来性のある製品・
　技術を表彰することにより、東京の製造業を再
　生に導き、産業の活性化と雇用の創出を誘導す
　るものである。

１

○　経済のグローバル化や東アジア諸国の台頭などに
　より、都内中小製造業を取り巻く環境は厳しさを増
　している。

○　一方で、東京には世界的に高い水準を誇る中小企
　業の基盤技術が数多く存在しているが、マンパワー
　の不足や経費的負担、海外との取引ノウハウの欠如
　などから、優れた製品や技術を持つ中小企業であっ
　ても海外では十分に知られていないのが現状であ
　る。

○　受賞企業に対しては、これまでも都の主催する展
　示会での広報活動など、様々な支援を行うことで、
　受賞企業の売上増加など一定の成果を上げてきた。

○　現在の国内外の経済情勢を踏まえると、今後は、
　受賞企業の海外への販路開拓や都内の中小企業の技
　術力の海外へのＰＲが課題となっている。

４

３

24,364

拡大･充実 見直し・再構築

18,167
20,546

移管・終了

○　優れた技術を有する受賞企業の事業展開支援のた
　め、国内はもとより海外においても、受賞製品・技
　術のＰＲを強化する必要がある。

○　そのためのツールとして、海外販促用英文冊子を
　作成し、ＪＥＴＲＯ海外事務所等への配付を行って
　いく。

事業費

事業費

○　対象とする製品・技術は一般公募を行い、審
　査は、応募書類による書類審査（一次審査）、
　企業がプレゼンテーションを行う面接審査（二
　次審査）、様々な観点から総合的に行う三次審
　査を経て、知事が大賞を決定する。

○　審査基準は、５項目（「新規性・創造性」、
　「技術的完成度」、「独自性」、「市場性」、
　「成長性」）を設け、総合的に高い水準にある
　ものを受賞対象としている。

【これまでの成果（平成12～21年度）】
   累計応募件数：1,204件
   受賞件数：85件
   受賞の効果
　 ・全体の７割は対前年で売上増加
　 ・認知度の向上
　 ・信用力の強化
　 ・社員の意識向上

24,36422年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 10 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　ＴＯＫＹＯ起業塾は、初級向けに入門コース
　を年２回実施し、中級向けに起業家実践コース
　を５コース各１回実施している。また、創業者
　への相談事業である創業時サポートと起業家の
　交流の場でとしての「出会いの場」を実施して
　いる。
　
【ＴＯＫＹＯ起業塾受講者　起業状況】
　Ｈ15･16年度受講者　34.9％
　Ｈ16･17年度受講者　38.6％
　Ｈ17･18年度受講者　48.3％
　Ｈ18･19年度受講者　42.2％
　Ｈ19･20年度受講者　46.7％
　※数値は、毎年度末に過去２か年の受講者に対
　　して実施しているアンケート調査結果におけ
　　る「受講後創業したもの」と「現在具体的に
　　創業を計画しているもの」の合計

4,92022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

4,920

拡大･充実 見直し・再構築

4,203
4,320

移管・終了

○　より具体的・専門的な支援に対するニーズの増加
　を受けて、創業時サポートに専門家による支援を加
　え、起業支援を強化する。

○　セミナー受講前にコースガイダンスを実施し、Ｔ
　ＯＫＹＯ起業塾と東京都の創業支援施策について説
　明することにより、ニーズにあったコースを提供す
　る。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都総合支援事業等補助金交付要綱

○　平成９年11月に策定された「生活都市東京の
　創造　重点計画」の中で、「くらしを支える産
　業の振興」を重点課題の一つとして掲げ、創業
　への支援など、産業振興に向けた新たな取組と
　して「ＴＯＫＹＯ起業塾」を開始した。

○　これにより、起業家を志す者の創業から企業
　の成長に向けた体系的・継続的な支援を実施
　し、次世代を担う新規産業の創出と、起業家の
　輩出・育成を図る。

１

○　店舗施設の立地や魅力ある店舗レイアウト、訴求
　力の高いディスプレイ方法など、現在の創業時サポ
　ート（公社職員対応）や他既存施策（総合相談窓口
　等の支援）ではカバーできないニーズが増加してい
　る。

○　セミナー受講生の創業準備段階がまちまちであ
　り、必ずしもニーズにあったコースを選択できてい
　ない。

○　事業開始以降、受講者のうち、創業につながる、
　もしくは創業に向けた具体的計画レベルまで達する
　者の割合は年々上昇し、成果は上がってきている
　が、その割合は５割程度にとどまっている状況にあ
　る。

○　現行の事業内容は、講座（コース）内容が幅広い
　ことから、受講者による適切な講座の見極めが難し
　い。

○　また、従前の支援体制ではフォローできない専門
　的な相談があることから、受講者を確実な創業へ結
　び付けていく工夫が必要となっている。

４

事務事業評価票

71
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

ＴＯＫＹＯ起業塾
（産業労働局商工部）

２

20年度決算額

○　創業サポート時における専門家による相談支援体
　制を整え、より個々の創業実態に即した支援を実施
　することにより、確実に創業へ誘導する。

○　コースガイダンスの実施により、受講者を適切な
　コースに誘導する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



昭和 59 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　地域特産品認証事業を実施し、認証対象を「
　都内産の原材料を使用している加工食品」また
　は「東京の伝統的手法など生産方法に特徴があ
　ると認められる食品」として、各々の食品群に
　ついて基準を策定し、年１回認証を行ってい
　る。

○　平成21年３月末時点で、22基準を策定、36事
　業者196食品が認証を受けている。

○　認証した食品には、都独自のマーク（Ｅマー
　ク）を付けることができ、各事業者は他の食品
　と差別化を図る手段として活用している。

○　また、都では各種イベント、ＨＰ等でＰＲを
　行い、都民への認知度を高めている。

6,90822年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

6,908

拡大･充実 見直し・再構築

3,410
3,960

移管・終了

○　品目毎に定めていた認証基準から、商品の味や思
　い・こだわりに重きを置いた統一の認証基準とする
　ことにより、商品の魅力を十分に評価するととも
  に、認証の迅速化を図る。
○　認証審査委員会の開催回数を増やすとともに、各
　専門分野の委員の増員、事業者からのプレゼンテー
　ションを実施する。
○　認証時の内容が遵守されているかを定期的に確認
　する。
○　パンフレットやのぼりの作成・配布、イベント出
　展等をより効果的に実施する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

食料・農業・農村基本法

○　現在食品産業は、食の外部化・サービス化の
　進展、食品ニーズへの多様化・高度化、輸入の
　増大に伴う価格競争の激化等の中で、厳しい対
　応を迫られている。また、近年の消費者の食の
　安全・安心に関する意識の向上、食の品質表示
　問題等により、食品関係事業者への要求は年々
　増加傾向にある。

○　このため、食品産業における新製品の開発、
　技術の向上、販路拡大、人材育成を図り、都内
　食品産業の高度化を総合的に推進するととも
　に、都内食品産業と農林水産業との連携を図
　り、地域特産品のブランﾄﾞ化を推進する。

１

○　申請があった場合、申請商品に合わせて認証基準
　を策定することから始めるため、認証の申請に迅速
　に対応できない。

○　認証の審査が書類中心であるため、事業者の商品
　に込めた思いやこだわりなど、商品の魅力を十分に
　評価できていない。また、今後商品の種類が多岐に
　渡った場合、多角的視点からの評価が必要である。

○　認証事業者には内容変更の都度、届け出る義務が
　あるが、継続手続の際に初めて内容変更が発覚する
　ケースが多い。

○　ＰＲ不足により、必ずしも認証取得が販路拡大に
　繋がっていない。

○　本事業により、平成20年度までに196食品の認証
　を行い、対象食品の認知度向上に寄与してきた。

○　しかしながら、都内産の食品に対する認知度をさ
　らに高めるためには、認証食品の更なる拡大と消費
　者への普及の促進を図っていく必要がある。

４

事務事業評価票

72
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

食品利用高度化推進事業
（産業労働局農林水産部）

２

20年度決算額

○　認証申請に迅速に対応するとともに、商品の魅力
　を十分に評価することで、認証食品数の拡大につな
　げるため、認証基準の統一と認証審査委員会の回数
　・内容の充実を行う。

○　また、認証内容の信頼を高めるため、認証内容の
　定期的な実地調査を行うとともに、都民の認知度向
　上に向け、イベント出展等、効果的なＰＲを行う。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 15 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　平成16年度の登録制度発足後、年に４回登録
　審査会を実施し、事業者及び食品の登録を行っ
　てきた。平成21年10月末現在、事業者登録数は
　3,894事業者、食品登録数は460食品となってい
　る。

○　登録制度により、生産情報の提供に積極的に
　取り組む食品事業者とその食品を消費者に明ら
　かにすることで、食品購入時の消費者の選択に
　寄与するとともに、生産情報を提供する食品事
　業者の活動を促進してきた。

15,74122年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　消費者が生産情報をより得やすくするため、生産
　情報提供サイトを構築し、全ての登録事業者がイン
　ターネット上で生産情報を提供できる環境を整え
  る。

○　登録制度のＰＲ等を実施し、制度の認知度を高め
　ていく。

３

15,741

拡大･充実 見直し・再構築

4,331
11,430

移管・終了

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

都民のための生産情報提供事業実施要綱
東京都生産情報提供食品事業者登録制度
実施要領

○　都民の食卓に上る食品は、日本はもとより世
　界各地から送られており、その生産・製造・流
　通は複雑化し、都民にわかりにくいものになっ
　ている。
○　このような中、食品の安全・安心を確保する
　ために、食品の生産、製造に関する情報を生産
　者等が都民に積極的に提供する「東京都生産情
　報提供食品事業者登録制度」を平成16年度に創
　設した。
○　本制度は、食品の生産等の履歴情報を積極的
　に提供する事業者を東京都が登録するととも
　に、食品に登録マークを表示するなどして、消
　費者に商品選択の目安を提供することを目指し
　ている。

１

○　現在、登録事業者が生産情報を提供する方法につ
　いては電話が主たる手段となっており、必ずしも消
　費者が生産情報を入手しやすい環境にはなっていな
　い。

○　登録マークの表示等によって消費者の選択に寄与
　するためには、消費者が登録制度について認知して
　いることが前提となるが、制度を認知している消費
　者は必ずしも多くはない。

○　平成16年度から登録事業者数は伸びているもの
　の、21年度の到達目標である５千件には大きく及ば
　ず、都民における認知度は高いとはいえない状況で
　ある。

○　一方で、都民からは農産物の生産情報の提供に関
　する要望が多く寄せられ、食の安全・安心への都民
　の関心は高いことから、都民の食の安全・安心を実
　現するために、都民に対し本制度を十分に周知し、
　活用してもらうことが重要である。

４

事務事業評価票

73
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

都民のための生産情報提供事業
（産業労働局農林水産部）

２

20年度決算額

○　消費者にとって情報を入手しやすい環境を整える
　とともに、事業者の情報提供に係るコストを削減す
　ることで登録事業者数の増加を図るため、新たに生
　産情報提供ウェブサイトを構築する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 18 年度

平成 26 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　石積擁壁については、平成18年５月に奥多摩
　町で発生した石積擁壁の崩壊を受けて、緊急点
　検を実施した。

○　緊急点検の結果、安全対策が必要と判断され
　た擁壁は139か所あり（多摩部）、そのうち緊
　急度が高いと判断された27か所については18年
　度中に対策を実施した。

○　残る箇所については、19年度から順次対策を
　実施し、21年度をもって完了する予定である。

○　このことにより、石積擁壁については、18年
　度から21年度までの安全対策の推進により、道
　路の安全性を確保した。

1,383,36822年度予算額

21年度予算額

22年度見積額 1,382,720

見直し・再構築

557,665
1,008,468

移管・終了

○　斜面の擁壁については、健全度調査等により擁壁
　の状況を把握し、今後も調査結果に応じた安全対策
　を実施していく。

○　モルタル吹付については、本年度策定した実施計
　画に基づき重点的に事業を実施していくが、経年劣
　化により今後も要対策箇所が増える可能性があるた
　め、継続的な健全度調査と定期的な事業計画の見直
　しを行い事業を実施していく。

拡大･充実

１

○　一方、斜面のうちのモルタル吹付斜面は、古いも
　のでは施工後50年近くが経過しており、今後、集中
　して補修が必要となることから、斜面状況を把握す
　るとともに、計画的・重点的に事業を実施すること
　が必要であると考えられていた。

○　平成20年度には、過去にモルタル吹付を施工し、
　その経年劣化や内部の地盤風化が原因となった崩落
　が発生し、このことを受けて、モルタル吹付斜面の
　緊急点検を実施したところ、モルタルの経年劣化や
　内部の地盤風化が進行している斜面が他にも存在
　し、96か所(多摩部)において早期に安全対策を実施
　する必要があることが判明した。

○　斜面対策は地域住民や道路利用者の安全確保のた
　めに不可欠な事業である。

○　石積擁壁については、平成21年度をもってこれま
　でに計画していた箇所の対策が完了することになる
　が、今後も引き続き入念な日常点検により現状把握
　に努め、継続的に安全対策を講じていくべきと考え
　る。

○　モルタル吹付斜面については、石積擁壁の安全対
　策の成果を十分検証した上で、より質の高い施工方
　法等を検討していくべきと考える。また、石積擁壁
　と同様に、継続的な健全度把握が必要となる。

４

３ ５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

道路法第42条

○　斜面の擁壁については、定期的に健全度調査
　を実施し、調査結果をもとに適宜補修等を行い
　管理を行ってきた。

○　しかし、平成18年５月に奥多摩町で発生した
　石積擁壁の崩落を受けて実施した緊急点検の結
　果、一部の擁壁において老朽化による変状等が
　発生していることが確認された。

○　地域住民や道路利用者の安全を確保するた
　め、斜面対策としてこれら変状が確認された石
　積擁壁に対し、18年度から重点的に石積擁壁の
　安全対策事業を実施してきた。

移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

74
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

斜面の安全対策（石積擁壁の安全対策の完了とモルタル吹付斜面の安全対策）　
（建設局道路管理部）

２

20年度決算額

○　斜面の安全性を確保することは道路管理者として
　不可欠な取組であることから、要求どおり予算を措
　置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築



平成 15 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　事業を円滑に推進していくことが、新たな霊園使
　用者の拡大に繋がることから、要求どおり予算を措
　置する。

○　事業収支を十分念頭においた実施が不可欠であ
　る。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築

事務事業評価票

75
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

区部霊園再生
（建設局公園緑地部）

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

平成14年12月公園審議会答申

○　区部４霊園（青山霊園、谷中霊園、染井霊
　園、雑司ヶ谷霊園）は、昭和30年代から全面公
　園化を目指すため、空き墓所の再貸付を停止
　し、空地の確保を図ってきた。

○　しかし、空地確保は進まず、高まる墓地需要
　の観点からも、霊園の有効活用が不可欠な状況
　となり、平成14年度公園審議会答申に基づき、
　霊園と公園が共存する空間を目指して、青山霊
　園から再生事業を開始した。

移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

１

○　立体式墓地や広場の整備箇所は、霊園使用者の意
　向調査を行い、墓所移転の協力が得られた空地を集
　約し、計画予定地としている。

○　問題点として、事業を進めていく過程で、霊園使
　用者の承継等の事情により、墓所移転に対する使用
　者の意向が変化する場合もあり、当初の計画どおり
　の整備が困難になる状況が生じた。

○　問題を解決するため、霊園使用者の意向を再確認
　し、霊園使用者の意向変化の把握に努めた。また、
　当初計画を変更せざるを得ない場合は、計画策定後
　３年毎に行っている修正設計に変更内容を反映さ
　せ、事業に支障が出ないように整備箇所を見直し
　た。

○　高まる墓地需要に対応するためには、霊園の効率
　的な活用が不可欠な状況にあり、限られた敷地内に
　おいて墓所移転や無縁墳墓処理を進めていく必要が
　ある。

○　事業を円滑に進めていくためには、霊園使用者の
　同意が必要であることから、今後も使用者の意向に
　ついて定期的にニーズの把握に努めるべきと考え
　る。

○　青山、谷中霊園再生事業で蓄積されたノウハウを
　十分に活かし、染井、雑司ヶ谷の事業化に向けた取
　組を推進していくべきと考える。

４

３ ５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

580,236

拡大･充実 見直し・再構築

367,776
491,001

移管・終了

○　青山霊園における再生事業の成果を踏まえ、平成
　20年度からは、谷中霊園において事業を開始してい
　る。

○　染井霊園と雑司ヶ谷霊園については、これまでの
　再生事業の成果を踏まえ、事業化を見据えて関係団
　体と調整を図っていく。

事業費

事業費

○　一般墓所の再貸付や立体式墓地の新設による
　貸付により歳入を確保し、再生事業に活用する
　よう事業計画を策定した。
○　事業の手法として、使用中の墓所を都負担に
　より移転する制度を創設し、空地の集約を図っ
　た。また、立体式墓地による土地の高度利用
　や、無縁墳墓整理の一層の促進により、空地確
　保を図った。
○　平成20年度までの成果（青山霊園）
　・墓所移転や無縁墳墓整理により整備に必要な
　　空地を確保し、立体式墓地３基をはじめ、水
　　場やベンチを設置した広場17か所や外国人墓
　　地の整備等を行うことができた。
　・著名人や歴史的墓所を紹介するパンフレット
　　を作成し、都民が緑に親しみながら散策でき
　　る場所となった。
　・一般墓所の再貸付や、立体式墓地の貸付によ
　　り、整備費を上回る歳入を確保できた。

580,23622年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 16 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　より多くの地域に情報を提供することが都民の
　安心・安全意識の向上に繋がることから、要求ど
　おり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

76
事 業 開 始

事業終了予定

都市型水害対策・集中豪雨対策（神田川洪水予報）
（建設局河川部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

水防法

○　近年、整備水準をはるかに超える局所的な集
　中豪雨が頻発しており、水害に対する防災力の
　向上は緊急の課題となっている。洪水予報の発
　表により、円滑な水防活動の実施と速やかな避
　難行動への誘導を実現する。

１

○　水位予測の精度を上げるためには、気象庁の降雨
　予測の精度向上が必要である。

○　インターネットやメール配信を活用した情報提供
　の仕組みづくりが必要である。

○　水位予測精度維持のためには、河川改修等に応じ
　たプログラム修正が必要である。

○　局所的な集中豪雨の頻発化により水害に対する
　防災力の向上が叫ばれており、河川管理者として
　安全性向上に資する情報を迅速に提供するための
　対策を早急に講じていく必要がある。

○　都民の安心・安全を強固なものにするためには
　洪水予報システムの導入を他の河川にも順次進め
　ていくとともに、より精度の高い情報を提供して
　いくことが欠かせない。

○　情報を周知徹底させるために、インターネット
　やメール配信を活用していくことは非常に有効な
　手段の一つと考える。

４

３

38,000

拡大･充実 見直し・再構築

4,935
32,500

移管・終了

○　神田川洪水予報の運用開始後、水位上昇による発
　報実績はないが、この洪水予報の運用を検証しなが
　ら水位予測の精度を高めていく。
○　迅速かつ確実に行政から住民へ直接情報提供が図
　られるよう、洪水予報のインターネット整備を構築
　していく。
○　埼玉県との境界を流れる芝川・新芝川において、
　平成22年度出水期からの運用開始に向けて、気象庁
　や埼玉県との調整を進めていく。さらに他の河川に
　おいても、それぞれの河川や流域によって異なる特
　性を踏まえ、順次導入が図れるよう検討を進めてい
　く。

事業費

○　平成16年度から神田川水系において水位予測
　モデルの開発に着手、実際の降雨によるモデル
　検証を経て、21年３月から神田川洪水予報を開
　始した。

○　神田川洪水予報とは、気象庁の１時間先まで
　の雨量予測をもとに、都が水位の変動を予測
　し、神田川が溢れる恐れのある場合に都と気象
　庁が共同で発表する防災情報である。

○　都民への情報提供は、関係区市から防災無線
　やメール等によりお知らせする。また、報道機
　関の協力を得てテレビ・ラジオを通じて周知を
　図る。

38,00022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額 事業費



平成 20 年度

平成 26 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　スポーツ教育を推進するために「スポーツ教
　育推進校」200校を指定するとともに、より一
　層学校体育の充実を図るため、体育授業におけ
　るチーム・ティーチング（以下「Ｔ・Ｔ」とい
　う。）や少人数指導のための非常勤講師時数を
　推進校（小・中学校）の一部の学校（計54校）
　に措置した。
○　アスリートの学校派遣事業やスポーツの理解
　啓発教材の開発、スポーツ教育推進のための補
　助教材の活用等を行った。
○　上記の事業等を通して、スポーツの特性や魅
　力を生かした教育を推進することができた。
○　平成21年度末にはスポーツ教育推進校の実践
　を報告書としてまとめ、都内公立学校全校に配
　布する。

375,39322年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

448,629

拡大･充実 見直し・再構築

101,034
361,143

移管・終了

○　スポーツ教育の一層の推進を図るため、スポーツ
　教育推進校を300校に拡大する。

○　体育授業におけるＴ・Ｔ手法導入をさらに進める
　ため、推進校の一部（約30％）において非常勤講師
　の時数措置を行う。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

学校教育法、学習指導要領、
スポーツ振興法

○　子供の体力低下や運動する者としない者の二
　極化という現状や学習指導要領改訂の趣旨など
　を踏まえ、児童・生徒の健康増進を図り、国民
　体育大会や国際的なスポーツ大会の意義等を正
　しく理解し、積極的に運動やスポーツに親し
　み、心身が調和した発達を遂げることが求めら
　れている。

○　児童・生徒が運動やスポーツに親しみ、学校
　体育の充実や体力向上・健康増進に積極的に取
　り組むことを目的にスポーツ教育を推進してい
　く。

１

○　スポーツ教育推進校の指定校では、それぞれ特色
　ある取組を行っているが、必ずしも近隣校への波及
　効果は見られない。

○　スポーツ教育推進校の一部において体育の授業に
　Ｔ・Ｔの手法を導入する取組を行っており、生徒や
　教員の一定の評価は得ているが、平成21年度に取組
　を始めたばかりであり十分な検証ができていない。

○　スポーツ教育推進校でのこれまでの取組状況から
　みて、推進校への指定は各校の取組を促す上で効果
　的と考えられる。

○　Ｔ・Ｔ導入については十分な検証を経ていないた
　め、規模の拡大は時期尚早と考えられる。

４

事務事業評価票

77
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

スポーツ教育の推進
（教育庁指導部・人事部）

２

20年度決算額

○　非常勤講師の予算措置は前年度並みとする。他は
　要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 21 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

事務事業評価票

78
新たな教員採用選考の実施（他県と連携した選考・選考機会の拡大・地方受験者数の拡大） 事 業 開 始

（教育庁人事部） 事 業 終 了 予 定

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　東京都の小学校教員は、今後も大量退職が続
　いていく。
○　この退職者を補完するために、大量の採用者
　数を確保していかなければならないが、応募者
　数の伸びが追いつかず、年々、採用倍率が低下
  している。
○　このことから、教員の質の低下が懸念されて
　おり、応募者数を一層増加させなければならな
　い。

○　近県でも応募倍率の低下や今後続く大量退職の状
　況に直面することを考慮すると、小学校教員の応募
　倍率を維持し、応募者数の増加を図るためには一層
　の取組が必要である。

○　また、教員の質の低下への懸念に対し、応募者数
　の増加以外にも確実に質の高い教員を確保できるよ
　うな取組が必要である。

○　教員の大量採用時期において、その質を維持する
　ためには応募者数を確保し、優秀な応募者を集める
　新たな仕組みや工夫が必要と認められる。

○　一方で、地方会場での採用選考の実施については
　東京選考よりもコスト増が避けられないため、一層
　の効率性確保や経費抑制が必要である。

教育公務員特例法
地方公務員法

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大･充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　応募者の増加に向けて、教員養成課程のある
　大学を個別に訪問し、説明会を実施するととも
　に、社会人も対象とした夜間説明会を都庁にて
　複数回実施している。

○　また、地方で教員を目指す人材を都の教員に
　導くために、地方における説明会を実施し、受
　験に向けての動機付けを行ってきた。

○　さらに、平成22年度採用選考より仙台に選考
　会場を設けて、地方からの受験者を積極的に受
　け入れる取組も行っている。

○　このような取組を行う中で、22年度採用選考
　の応募者数は前年に比べ約20％（約3,000人）
　増加し、結果として小学校の倍率も3.5倍とな
　った。

○　今後も応募者数の拡大のための取組を継続して行
　うとともに、質の高い教員を確実に確保するための
　新たな取組も行う必要がある。
　・仙台以外に選考会場を設け、地方からの受験者の
　　利便性を高めることで応募者数を増加させる。
　・教員を志す人材の数に比べ採用数が少ない地方
　　で、潜在している質の高い人材に都での教員採用
　　の機会を広げるために、夏期に加え冬期にも選考
　　を実施する。
　・地方と連携し都の教員への受験機会を広げ、さら
　　に質の高い教員を確保するための取組を行う。

22年度予算額

６ 22年度予算で、どのように対応したか

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

39,724

○　要求どおりの取組を行うこととするが、要求から
　経費を精査し予算を措置する。

事業費

20年度決算額 － 
21年度予算額 4,265
22年度見積額 48,220 事業費

選考年度 11年度 18年度 19年度 20年度 21年度

名簿登載者数(人） 470 1,872 2,265 2,981 3,415

受験倍率 15.5 5.7 4.9 4.1 3.6

小学校の受験倍率 10.2 3.0 2.8 2.9 2.6



平成 20 年度

平成 22 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

事務事業評価票

79
運転免許申請受付窓口への発券機の導入 事 業 開 始

（警視庁交通部） 事 業 終 了 予 定

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３

○　発券機導入後は、来場者のための待機場所や
　椅子等を確保し受付窓口付近の混雑の緩和に努
　めた。来場者も自分の順番までのおおよその時
　間がわかり、かつ一人一人の質問等にも丁寧に
　答えられることから好評を得ている。

○　通路がふさがるトラブルの防止にもつながっ
　ている。

○　府中運転免許試験場にあっては、再交付受付
　窓口だけでも一日当たり約100人が訪れ、多い
　ときでは20人ほど滞留していたのが解消され
　た。

22年度見積額

２

○　運転免許申請受付窓口では、多種多様な免許
　の申請を受け付けている。申請によっては、内
　容の確認、照会、点検等を行う必要があり、個
　々の処理時間に差異がある。

○　時間帯によっては申請者が窓口付近に滞留
　し、長蛇の列ができる状況が発生していた。

○　平成20年度に府中及び江東運転免許試験場で
　発券機を導入することにより、滞留を解消し来
　場者の利便性を図った。

１ ５

拡大･充実

６ 22年度予算で、どのように対応したか

道路交通法、道路交通法施行令、道路交
通法施行規則

見直し・再構築 移管・終了 その他

どのように取り組み、どのような成果があったか ４

○　府中及び江東運転免許試験場で発券機を導入した
　結果、一定の効果があった一方で、鮫洲運転免許試
　験場については導入しなかったため、外国免許証切
　替え及び国際免許証発給窓口で一日当たり約110人
　が訪れ、約30人ほど滞留している実態がある。

○　運転免許申請受付窓口への発券機の導入は府中及
　び江東運転免許試験場でその効果が検証されてお
　り、サービス向上に有効であると考えられる。

1,596

○　鮫洲運転免許試験場についても発券機を導入し、
　運転免許申請受付窓口におけるサービスの向上を図
　る。

21年度予算額 － 事業費

20年度決算額 1,361

移管・終了 その他

事業費 22年度予算額

拡大・充実 見直し・再構築

○　要求どおり予算を措置する。

1,596



平成 22 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

根拠法令等

５

移管・終了

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３

その他見直し・再構築

○　誰でも使えるように信号柱などに据え置く形で設
　置していた横断旗は、盗難されたり、壊れて使用で
　きなくなるなどのケースが相次いで発生し、保守管
　理が困難である。

○　小学生が道路を横断する際に、交通指導員等が横
　断旗を活用して安全を確保している交差点もある
　が、交通指導員等が配置されていない交差点におい
　ては、子ども自身の判断で横断している現状があ
　る。

○　小学１年生から交通安全教育を徹底することは、
　今後の交通安全対策としては有効と考えられる。

○　横断旗の活用は、小学生により良い交通習慣を身
　に付けさせる上で効果的と考えられる。

○　横断旗を街頭設置型ではなく、学校貸与型とする
　ことにより、盗難をなくすと同時に、これまで街頭
　設置横断旗のなかった交差点においても使用できる
　というメリットもある。

見直し・再構築 その他移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

拡大・充実

６

事務事業評価票

80
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

横断旗を活用した交通安全対策
（警視庁交通部）

○　過去に（財）東京交通安全協会の協力を得
　て、誰でも使えるように横断歩道近くの信号柱
　などに横断旗を設置し、交通事故防止対策を図
　った。これは、学校での交通安全教育と併せて
　子どもに左右確認などを習慣付ける教育効果を
　生んでいる。

４

○　小学校を通じて、小学１年生に横断旗を貸与、あ
　わせて交通安全教育を実施することで、小学生の交
　通安全意識を高め、これまで以上に小学生の交通事
　故を減少させていく。

２ どのように取り組み、どのような成果があったか

43,424

－ 
－ 

○　近年、交通事故死者数は横ばい状態である
　が、横断歩道を横断中の左折・右折車両による
　死亡事故が後を絶たず、歩車分離信号設置など
　の対策を講じている。
○　小学生の交通事故は、低学年での発生が多
　く、特に小学校１年生及び２年生の歩行中の交
　通事故が多い。昨年は戦後最少を記録している
　が、都内の交通事故死者数(218人)の更なる減
　少を図るためには、子どもの交通事故を防止す
　るとともに、小学校１年生のうちからしっかり
　とした交通安全意識を浸透させる必要がある。

拡大･充実

事業費

事業費

43,42422年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　要求どおり予算を措置する。

20年度決算額

【平成20年　７～12歳児童の交通事故状況】　（単位：件）

区　分 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳 12歳 合　計

死　亡 2 1 - - - - 3

重軽傷 580 518 500 423 375 367 2,763

合　計 582 519 500 423 375 367 2,766



平成 21 年度

平成 27 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

○ ○

○ ○

○
根拠法令等

]
局として、事業をどうしていきたいか

○

○

○

千円
千円
千円 千円

事務事業評価票

81
指令管制システムの更新 事 業 開 始

（東京消防庁企画調整部） 事 業 終 了 予 定

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

15,224
22年度見積額 33,579

－        

２

20年度決算額

事業費 21年度予算額

拡大･充実　本システムの更新には７～８年程度の準備を
要し、今から開始しても現行のシステムを12年
以上使用することになることから、平成21年度
より更新の検討に着手している。

○　年間100万件を超える都民からの１１９番通報
 等を迅速・的確に処理するため、平成14年度末か
 ら現行の指令管制システムを運用している。

　１１９番通報等をより迅速かつ適切に処理し、確
実に消防部隊を出場させる必要がある。

　更新が予定される時期には、現行システムの老朽
化が著しいと予測される。

６ 22年度予算で、どのように対応したか

移管・終了

見直し・再構築

その他

　要求どおり予算を措置する。

どのように取り組み、どのような成果があったか ４

その他

○　コスト面も重視してシステム構成を見直し、効率
　的な新指令管制システムを構築していく。

見直し・再構築

拡大・充実 移管・終了

33,579事業費 22年度予算額

　今後の設計作業等に当たっては、コスト面に配慮
したシステム構成となるよう十分な検討と調整を行
うこととする。

　指令業務の迅速・確実な処理などを図りつつ更新
を進めることは妥当と考えられる。

　一方で、開発に当たっては、システムの簡素化や
ネットワーク回線の見直しなどコスト縮減の観点か
らの検討が必要である。

年度 計画概要

21 基本構想策定

22 基本設計

23 実施設計

24 製造・開発

25 製造・開発

26 設置・運用試験

27 設置・運用試験

○○区出火報
○○区○町・・・

つ119通

出場指令



平成 22 年度

平成 22 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

○

千円
千円
千円 千円

１ ５

火災予防条例第62条の４

事務事業評価票

82
自衛消防技術試験施設改修（試験会場の増設） 事 業 開 始

（東京消防庁予防部） 事 業 終 了 予 定

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

○　認定制度の定着とともに、自主防災体制の充
　実・強化が図られている。

○　受験者数の拡大により試験回数を増やしてき
　た結果、平成20年度の申請者数は、11,770人と
　なり、出願者数が横ばいだった16年度の水準に
　比べると60％増加し、試験合格者数も55％増加
　している。

○　自衛消防技術認定の資格を要する自衛消防活動中
　核要員（火災予防条例第55条の５）の状況をみる
　と、中核要員が該当となり受験が必要となる対象物
　の約25％が多摩地区にあり、受験者の利便性を考慮
　する必要がある。

○　過去３年間の受験者の待ち期間を集計すると、平
　均して2.5か月、長い時で５か月の状況であり、希
　望どおりに受験できないことに対する苦情、試験回
　数の増加の要望が多く寄せられている。

○　平成21年度は暫定的に受験者の受入れを拡大して
　いるが、他の講習などの実施が必要なことから暫定
　措置の継続は困難であり、通常は13,650人（筆記免
　除2,100人を含む。）の受入れが限界である。

○　高層化、大規模化する建物において、災害発
　生時にパニックの発生や延焼拡大を防止し、人
　的、物的被害を軽減させるため、自主防災組織
　の充実・強化を図る必要がある。

○　一定規模以上の事業所に対し、自主防災体制
　の強化を促すため、平成３年４月に火災予防条
　例を改正し、自衛消防技術の認定制度を導入し
　た。その認定方法として自衛消防技術試験を消
　防技術試験講習場（神田）で実施している。

○　災害発生時における一般人の避難誘導、消防
　隊の活動に対する協力、消防設備等の操作な
　ど、自衛消防業務の知識及び技能について試験
　を行い、合格者を資格認定している。

133,928

その他

－        

２

拡大･充実

どのように取り組み、どのような成果があったか

３

見直し・再構築

21年度予算額

移管・終了

20年度決算額 －        
事業費

４

○　立川都民防災教育センターの一部を自衛消防技術
　試験用に改修し、平成23年度以降は消防技術試験講
　習場と併せて２か所で試験を実施する。これによ
　り、13,650人を超える受験者増に対応し、多摩地区
　の受験者の利便性向上も図ることができる。

○　立川における一年度当たりの消耗品費、給与関係
　費（退職給与引当金繰入額を含む。）等の経費は、
　歳入額の増加分とほぼ均衡する見込みであり、費用
　対効果の面でも有効である。

６ 22年度予算で、どのように対応したか

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

○　自衛消防技術認定試験については、受験者が急増
　しており、神田の試験場のみで対応することが困難
　となっている。

○　立川都民防災教育センターの一部を改修し、消防
　技術試験装置を導入することにより、急増する受験
　者に対応すると同時に、多摩地区での受験が可能と
　なり、利便性向上を図ることができる。

○　平年度のフルコストでは、減価償却費、退職給与
　引当金繰入額を含んだ歳出総額が26,809千円、歳入
　が試験手数料等で28,693千円となり、事業収支上も
　問題がないと考えられる。

事業費 22年度予算額22年度見積額 133,928

　要求どおり予算を措置する。

（単位：百万円）

収入(試験手数料等) 29
費用 27
　初期経費 11
　　減価償却費（改修費等） 9
　　その他 2
　運用経費 16
　　人件費 9
　　試験経費 8
収支差額 2

【一年度当たりの収入と費用（発生主義による試算）】



平成 17 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

　
局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　平成17年度の大江戸線の都庁前駅と新宿西口
　駅への試験的導入を皮切りに、平成18年７月に
　は大手鉄道事業者としては初となる地下鉄101
　駅全駅への導入を完了した。

○　駅職員がＡＥＤを確実に取り扱えるように、
　消防署等で開催している救命講習を全職員が受
　講している。

○　設置後すぐの都庁前駅で心肺停止状態になっ
　た男性の一命を取り留めたのをはじめ、利用頻
　度は年々増加している。

19,27822年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　地下鉄全駅設置から３年が経過したが、その間29
  件のＡＥＤによる救命活動が行われ、利用者の命を
  救うなど、その設置効果は大きい。

○　局としても、大勢の利用者が集まる駅へのＡＥＤ
  設置は有効かつ必要と考え、今後は地下鉄駅の全改
  札口へ設置を拡大し、一刻も早い救命活動を行える
  体制を確立する。

３

19,278

拡大･充実 見直し・再構築

－ 
－ 

移管・終了

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　医療従事者に限定されていたＡＥＤの使用
　が、平成16年７月から一般の人も使用できるよ
　うになったことから、都営地下鉄においても、
　利用者の救命率向上のため設置することとし
　た。

○　地下鉄駅において、心室細動などにより救急
　処置が必要となった利用者に対し、速やかに対
　応ができるように体制を組み、駅での事故を一
　件でも減らしていく。

１

○　ＡＥＤは改札口付近など人通りの多い場所に設置
　しているが、心肺停止後の救命率は１分経過するご
　とに７～10％下がると言われ、現在の１駅１台の体
　制では、広い構内を持つ駅などで対応に遅れが生じ
　る可能性がある。

○　平成18年７月に都営地下鉄全駅への導入が完了
　し、駅職員全員が救命講習を受講しており、ＡＥＤ
　の利用による救命活動の効果を高めている。

○　今後は、より迅速な対応を確保するため、地下鉄
　駅の全改札口に設置を拡大し、一刻も早い救命活動
　を行える体制を確立する必要がある。

４

事務事業評価票

83
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

地下鉄駅全改札口へのＡＥＤの設置拡大
（交通局電車部）

２

20年度決算額

○　局案どおり、ＡＥＤを地下鉄駅の全改札口へ設置
　できるよう対応する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

【ＡＥＤ利用頻度】

年　度 17年度 18年度 19年度 20年度

件　数 １件 4件 7件 17件



平成 14 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　局案どおり、tobus.jpの拡充により、利便性を向
　上させることができるよう対応する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

84
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

tobus.jp（インターネットによる都バス運行情報の配信）の拡充
（交通局自動車部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　都バスでは、従来より、自動車営業所の運行
　管理業務に用いる目的で、バスの運行状況を収
　集するシステムを導入している。

○　平成15年１月に、バス利用の利便性向上を目
　指して、都バス運行情報サービスの運用を開始
　した。これは利用者のパソコンや携帯電話に対
　して、都バスの運行状況や停留所の時刻表を、
　インターネットによって配信するサービスであ
　る。

  ※都バス運行情報サービス http://tobus.jp/

１

○　バス運行状況の画面上の表示が、実際の車両と比
　べて若干のタイムラグが生じることがある。

○　都バスの一部の運行系統がサービスの対象に含ま
　れていない。

○　都バスの運行系統や停留所名称を知っている利用
　者には有用なサービスである反面、「どこからバス
　に乗れるのか知りたい」といった要望には応えられ
　ていない。

○　本事業は、都バスの運行状況や停留所の時刻表の
　配信等を行い、利便性の向上を図ってきた。

○　今後も、停留所の位置を把握できる機能等を追加
　し、バスの利用を促進していく必要がある。

４

３

31,500

拡大･充実 見直し・再構築

－        
－        

移管・終了

事業費

事業費

○　都バス運行情報サービスの導入に当たって、
　時刻表や運行状況を、誰でも簡単に利用するこ
　とができるサイトの設計を行った。

○　また、運用開始以降も、利用者の要望に応え
　てバス経路の検索やショートカット検索などの
　機能を追加した。

○　こうした取組の結果、このサービスは、今日
　では１日約45万ページビューの利用があり、「
　このサービスで都バスに乗るようになった」と
　の声も寄せられている。

31,50022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　インターネットによるバス情報の配信は、都バス
　を便利に利用していただくために欠かせないサービ
　スとなっており、今後とも事業の継続が必要であ
　る。

○　今後は、利用者に停留所の位置を案内する機能等
　を追加するなど一層の充実を図り、利便性を向上さ
　せることで、都バスの利用を促進していく。



平成 18 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

事務事業評価票

85
水道キャラバンの実施 事 業 開 始

（水道局サービス推進部） 事 業 終 了 予 定

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

５

○　当局は、「安全でおいしい水」をお届けする
　ため、高度浄水処理導入の推進などに取り組む
　とともに、水道に対する理解を深める目的で様
　々な広報活動を行っている。
○　その中で、子供たちの当局の取組や、水道水
　のおいしさなどに関する理解を深めることを目
　的に、希望する小学校を訪問し、水道事業者な
　らではの内容を、寸劇、映像、実験などを交え
　て分かりやすく説明する水道キャラバンを平成
　18年度より実施している。

○　効率的な実施
　　学校側のカリキュラムの都合上、第１学期の５、
　６月に実施（希望）が集中してしまう。
　　学校側の要望を踏まえつつも、本事業を広く安定
　的に、実施すべく、日程調整やキャラバン隊の編成
　数の調整などにより、より一層効率性を高めていく
　ことが必要である。

○　安定した水道サービスを提供していく上で、水の
　おいしさや安全性について、都民の理解を得ること
　は重要である。

○　今後、公営企業として事業を実施していく上で、
　若年層へのＰＲは効果的と考える。

○　体制構築
　　より多くの小学校（対象校約1,370校）に「
　キャラバン」を実施できるよう、授業構成は当
　局主体で行いつつも、授業の進行、学校からの
　受付調整などにあっては専門業者に委託するこ
　とで、効率的かつ積極的に対応できる体制を構
　築した。
○　実施ＰＲ
　　学校側に「キャラバン」を理解し信頼してい
　ただくため、局職員が直接訪問して内容説明を
　行うとともに、授業構成についても実験を取り
　入れるなど魅力的なものであることを積極的に
　ＰＲした。
○　成果
　　平成21年度は1,066校（全体の約80％）、約
　７万６千人もの児童に当局の取組を伝えること
　ができている。実施後のアンケートでは、多く
　の教師から内容などに対して「良かった」との
　回答を得ており、また、教員、児童から、東京
　の水道に対する理解、親しみが深められたとの
　感想文が寄せられている。

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３

事業費

拡大･充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

○　実績やアンケート結果からも効果が得られてお
　り、局案のとおり対応する。

６

314,000

22年度予算で、どのように対応したか

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

22年度予算額

○　実施による反響も大きく、高い効果が期待できる
　ことから、平成22年度以降についても引き続き実施
　していく。

○　実施に当たっては、学校側からのニーズに合わせ
　て適宜改善を加えるなど、より魅力のあるものとな
　るよう見直しを行っていく。また、実施規模（受講
　校）の拡大に向け、より一層のＰＲ活動に努めてい
　く。

　【実施規模】
　　・平成21年度（実績）　1,066校
　　・平成22年度（計画）　1,100校

22年度見積額 314,000 事業費

20年度決算額 194,169
21年度予算額 226,000

その他



平成 19 年度

平成 28 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

【施設管理者等への事前説明】
○　本事業は、民地内の掘削や断水を伴うため、
　三次救急医療機関等の施設管理者の協力が必須
　である。
○　事業開始に当たり、事前に、福祉保健局、内
　閣府、外務省、国土交通省などの統括部署へ事
　業説明を行い、事業への理解を求めた。

【個別の調整】
○　施工に当たって、工事を円滑に進めるため、
　各々の施設管理者と施工時期や断水時間等の詳
　細な打合せを行った。

○　関係者への事前説明や個別調整により、三次
　救急医療機関・首都中枢機関等への供給ルート
　となる管路における耐震継手管への取替えを着
　実に推進している。

25,550,00022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

25,550,000

拡大･充実 見直し・再構築

21,987,606
21,524,000

移管・終了

○　医療救護活動や地震時の指揮命令機能に係わる三
　次救急医療機関・首都中枢機関等の果たす役割の重
　要性を踏まえ、供給ルートの耐震強化は、非常に重
　要な事業であることから、今後も、関係機関と調整
　を図り、着実に取り組んでいく。

　【耐震化率】
　　・平成20年度（実績）    31％
　　・平成21年度（計画）    38％
　　・平成28年度（目標）   100％

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　中央防災会議による首都直下地震対策大綱
　（平成17年９月）では、首都中枢機関への供給
　に係わるライフラインの多重化と拠点施設の耐
　震化、三次救急医療機関等の重要施設への供給
　ラインの重点的な耐震化などを図ることが示さ
　れた。
○　東京都水道局震災応急対策計画（18年６月）
　では、首都中枢機関等への水道水の供給に係わ
　る管路の被害については、最優先で復旧にあた
　ることを定めた。
○　こうした状況を踏まえ、医療救護活動や地震
　時の指揮命令機能に係わる三次救急医療機関・
　首都中枢機関等への供給ルートとなる管路を耐
　震継手管に取り替える。

１

【道路管理者との調整】
○　掘削禁止により施工時期が制約される。
○　再開発・区画整理など他工事と輻輳している時に
　は、道路使用許可が下りないことがある。
○　中央官庁街は対象施設が集中しているとともに、
　国道、都道など主要道路に布設されているため、道
　路使用許可を得るのに時間を要する。

【海外の機関との調整】
○　民地内の掘削や断水が伴うため、施設管理者の同
　意が必要である。
○　特に、海外の機関である大使館との調整には、手
　続き等に時間を要する。

【病院との調整】
○　特に、大規模病院では断水が困難であったり、断
　水時間に制約がある場合がある。

○　震災による被害を最小化し、水の安定的な供給を
　行うために、管路の耐震化は重要であり、特に三次
　救急医療機関・首都中枢機関等への供給ルートとな
　る管路については、重点的に対応していく必要があ
　る。

○　着実に実施していくためには、効率的かつ効果的
　な執行体制を整える必要がある。

４

事務事業評価票

86
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

三次救急医療機関・首都中枢機関等への供給ルートの耐震強化
（水道局給水部・多摩水道改革推進本部）

２

20年度決算額

○　都民の安全確保のために、局案のとおり着実に整
　備が進行していくよう対応する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

※事業費は管路の取替の金額



平成 20 年度

平成 32 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

事務事業評価票

87
省エネルギー型脱水機、濃縮機の導入 事 業 開 始

（下水道局計画調整部） 事 業 終 了 予 定

その他

○　温室効果ガス排出量削減目標の達成に向け、今後
　も着実に対策を進めていく必要がある。

○　新技術の開発や省エネ型機器の導入に当たり、適
　正な規模を精査の上、より効果的・効率的な汚泥処
　理システムへと改善することが望ましい。

○　省エネ型機器は、従来の脱水機・濃縮機に比
　べ、電力量や薬品使用量を削減でき、一台当た
　り約３割の温室効果ガス削減が図られる。

○　これまで、設備更新時期に合わせ、濃縮機４
　台、脱水機２台の省エネ型設備の導入を図っ
　た。

○　平成21年度末において「アースプラン2004」
　の目標を達成できる見込みである。

22年度予算で、どのように対応したか

○　都は、「カーボンマイナス東京10年プロジェクト
　」を平成19年度に策定し、2020年までに2000年比で
　25％の温室効果ガス排出量削減を目標としている。

○　都の目標達成に向け、当局においても、これまで
　以上の温室効果ガス削減対策が求められている。

○　下水道事業は、都内で使用される電力の約１
　％を消費し、都の事務事業活動で排出される温
　室効果ガスの43％を排出するなど、地球温暖化
　に対する大きな責任を負っている。

○　当局では、下水道事業における地球温暖化防
　止計画「アースプラン2004」を平成16年９月に
　策定し、2009年度までに1990年度比で６％以上
　の削減を目標に、温室効果ガス削減対策に率先
　して取り組んできた。

○　本事業は、汚泥処理過程で発生する温室効果
　ガスの削減を図るため、省エネルギー型脱水機
　・濃縮機を計画的に導入するものである。

拡大･充実 見直し・再構築 移管・終了

カーボンマイナス東京10年プロジェクト
アースプラン2004（平成16年９月策定）

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

○　都の温室効果ガス削減の目標を達成するため、省
  エネ型機器の導入の事業スピードを早める。

○　さらに、新技術や省エネ機器の開発・導入に合わ
　せ、各機器の規模や配置計画の見直しなど、汚泥処
  理過程における処理システム全体でのさらなる温室
  効果ガス削減に積極的に取り組んでいく。

事業費

20年度決算額 530,156
21年度予算額 1,305,000
22年度見積額 2,070,000

○　温室効果ガス排出量削減に向け、事業スピードを
　早めることは妥当であると考え、局案のとおり対応
　する。

22年度予算額 2,070,000

６

拡大・充実 見直し・再構築 その他移管・終了

事業費



平成 20 年度

平成 32 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

事務事業評価票

88
汚泥焼却における温室効果ガスの削減 事 業 開 始

（下水道局計画調整部） 事 業 終 了 予 定

○　汚泥焼却の高温焼却化は、下水汚泥の焼却時
　に発生する温室効果ガスが高温で焼却すること
　により大幅に削減できることから、従来の汚泥
　焼却と比べ、汚泥焼却炉一基当たり約７割の温
　室効果ガス削減が図られる。
○　これまで高温焼却方式の汚泥焼却炉を更新時
　期に合わせ６基導入し、また、既設焼却炉につ
　いても、高温焼却に対応できるよう改良に取り
　組んできた。
○　汚泥焼却時におけるさらなる温室効果ガス削
　減を図るため、平成20年度に、より温室効果ガ
　ス削減が可能となる焼却方式等の新技術の開発
　を行った。
○　この新技術による省エネ型の炉への転換によ
　り、温室効果ガスの排出抑制と燃料使用量の削
　減が図られ、従来の高温焼却に比べ、約５割の
　温室効果ガス削減効果が見込まれる。

22年度予算で、どのように対応したか

○　温室効果ガス排出量削減目標達成に向け、今後も
　着実に対策を進めていく必要がある。

○　新技術の開発や省エネ型炉への転換に当たり、適
　正な規模を精査の上、より効果的・効率的な汚泥処
　理システムへと改善することが望ましい。

拡大･充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

６

その他

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

カーボンマイナス東京10年プロジェクト
アースプラン2004（平成16年9月策定）

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

○　下水道事業は、都内で使用される電力の約１
　％を消費し、都の事務事業活動で排出される温
　室効果ガスの43％を排出するなど、地球温暖化
　に対する大きな責任を負っている。

○　当局では、下水道事業における地球温暖化防
　止計画「アースプラン2004」を平成16年９月に
　策定し、2009年度までに1990年度比で６％以上
　の削減を目標に、温室効果ガス削減対策に率先
　して取り組んできた。

○　本事業は、汚泥処理過程で発生する温室効果
　ガスを削減するため、汚泥燃焼炉について燃焼
　方式等の改善を図るものである。

○　都は、「カーボンマイナス東京10年プロジェクト
　」を平成19年度に策定し、2020年までに2000年比で
　25％の温室効果ガス排出量削減を目標としている。

○　都の目標達成に向け、当局においても、これまで
　以上の温室効果ガス削減対策が求められている。

○　汚泥の高温焼却化を進めてきたが、依然として、
　下水道事業全体に占める汚泥処理過程における温室
　効果ガス排出の割合が高く、さらなる取組が必要で
　ある。

事業費

20年度決算額 214,095
21年度予算額 287,070
22年度見積額 796,000

○　温室効果ガス排出量削減に向け、局案のとおり対
　応する。

○　都の温室効果ガス削減の目標を達成するため、技
　術開発した省エネ型炉への転換を計画的に推進し、
　汚泥処理過程における温室効果ガスのより一層の削
　減を図っていく。

事業費 22年度予算額 796,000

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了



平成 16 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

事務事業評価票

89
コンビニエンスストア収納事務委託 事 業 開 始

（主税局徴収部） 事 業 終 了 予 定

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

地方自治法施行令第158条の２

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

○　コンビニエンスストア収納については、利用率の増
　加からも有効な手段と考える。

○　業務委託による費用については、今後検証していく
　必要がある。

【取組】
・平成16年度　コンビニエンスストア収納導入
・平成18年度　取扱対象税目拡大
・平成19年度　取扱コンビニチェーンの拡大
【成果】
(１)　納税者の利便性向上について
　・利用可能な曜日・時間帯
　　平日９時～15時(金融機関)
　　→24時間365日(コンビニ）
　・納税可能な都内の店舗数
　　約6,300店舗(金融機関)
　　→約11,800店舗(金融機関＋コンビニ)
(２)　自動車税の徴収率の向上
　平成16年度：96.7％⇒平成20年度：98.1％
　(全国８位)　　　    (全国５位)
(３)　コンビニ利用率の増加（件数ベース）
　平成17年度　 5.2％( 5.2％)
　平成18年度　14.2％(26.7％)
　平成19年度　17.8％(29.0％)
　平成20年度　19.5％(33.0％)　※(　)は自動車税

○　コンビニエンスストア収納は、導入時から納税者
　の利用率が増加を続けており、その利便性の高さか
　ら、利用率は今後も一定の増加が続くものと考えら
　れる。

○　また、自動車税の滞納処分については困難な事案
　が多く、他税目と比較して徴税コストは相対的に高
　くなっている。コンビニエンスストア収納事務委託
　は、自動車税の徴収率向上と徴税コストの削減に大
　きく貢献している。

○　このため、コンビニエンスストア収納は、引き続
　き事業を継続していくことが適当である。

【背景】
○　都民からの強い要望
　⇒「曜日や時間を問わず納税できる環境」の実
　　現

【対応】
○　平成15年度の政令改正により、私人への地方
　税収納事務委託が可能になったことを契機とし
　て、コンビニエンスストア収納事務委託を16年
　度から開始した。

○　導入時の対象税目は自動車税に限定していたが、
　コンビニエンスストア収納の普及に伴い、都民から
　対象税目や対象店舗の拡大が求められた。

○　その要望に応えるべく検討を重ね、以下のとおり
　改善した。

　・対象税目の拡大
　　自動車税に加え固定資産税・都市計画税、個人事
　  業税、不動産取得税等に拡大
　・利用可能なコンビニチェーンの拡大
　　６チェーンから16チェーンに拡大

拡大･充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

６ 22年度予算で、どのように対応したか

拡大・充実 見直し・再構築

事業費

20年度決算額 159,154
21年度予算額 220,347
22年度見積額 209,645 209,645

○　都民の利便性を確保するためにも、引き続き事業を
　実施することは適当と考える。

○　利用実績を踏まえた内容であることから、要求どお
　り予算を措置する。

事業費 22年度予算額

移管・終了 その他



平成 16 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　平成22年度にマンション施策の体系構築に向けた
　基礎調査を実施する予定であり、その結果を踏まえ
　た制度見直しが必要であることから、本事業につい
　ては要求どおり予算を措置する。

○　23年度予算要求に反映できるよう、課題整理や制
　度の見直しが必要である。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

○　昨年度の事務事業評価を踏まえ、区市にヒア
　リングを行い、重点供給地域以外への地域拡大
　や、都の政策課題である少子化対策・地球温暖
　化対策の導入等について検討した。

○　区市・関係団体へのパンフレットの配布や補
　助要綱のない又は活用していない９区市に対し
　て、直接訪問を行い、行政連絡会の場での制度
　創設を働きかけた。

○　セミナーやイベントの場において、管理組合
　に直接制度の普及啓発を行った。

事務事業評価票

90
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

都市居住再生促進事業
（都市整備局住宅政策推進部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都住宅マスタープラン・東京都都市居住再生促進事業
補助金交付要綱・東京都都心共同住宅供給事業実施要領
優良建築物等整備事業・住宅市街地総合整備事業制度要綱

○　宅地の細分化が進んだ地域では、面的整備手
　法が、規模や地域要件等で適用できない場合が
　多い。
○　また、概ね築後30年を超えたマンションは、
  老朽化し改修が困難で、居住者の高齢化等によ
　り建替えが進みづらい。
○　そこで平成14年度の事務事業評価を受け、16
　年度に従来の優良建築物等整備事業と都心共同
　住宅供給事業を再編して事業を開始した。
○　細分化された宅地の共同化や老朽マンション
　の建替えを推進し、防災性の向上、良質な住宅
　ストックの形成、住環境の整備を図る。

１

○　これまでの検討では、補助対象地域と整備対象地
　域、建築物の所在の乖離などの課題をまとめた。
○　今年度は、東京のマンション2009との整合を図る
　ため、さらに検討を行った。
○　マンションの建替えについては、区分所有者間の
　合意形成の取り方、管理組合運営の方法、建替え判
　断等における専門的知識の不足などの課題がある。
○　また、少子・高齢対策や環境対策などの都の政策
　目的への対応も、課題となっている。

○　本事業は、民間住宅の共同化や建替えを誘導し、
　防災性の向上や良質な住宅ストックの形成を図ると
　いう点で、都の政策目的と合致しており、事業とし
　ての有効性は認められる。

○　区市に対する制度導入の働きかけやパンフレット
　配布、セミナーの実施などの普及啓発活動を実施し
　ているが、平成19年度以降、新規地区の申請がない
　など、実績には結びついていない。

○　都内には、旧耐震基準で建設されたマンションが
　数多く存在し、その早期改修・建替えが必要となっ
　ている。

○　また、高齢者や子育て世帯への対応、環境対策な
　どの課題への対応も必要である。

○　本事業は、これらの課題への対応に有用な事業で
　あると期待されるため、本事業を有効に活用するた
　めの見直しが必要である。

４

３

75,032

拡大･充実 見直し・再構築

68,128
107,886

移管・終了

○　本事業は、良質な住環境の形成に寄与するととも
　に、老朽マンションのストック更新や建物単体の耐
　震性の向上、不燃化など地域の防災性を向上し、災
　害に強い都市を実現する上で、重要な事業である。
○　これまで検討した地域条件の制約やマンション建
　替えにおける課題などを受け、制度活用が促進され
　るよう見直しを行う。
○　少子・高齢対策、環境対策などの都の政策目的へ
　の対応について、制度化を検討する。
○　また、区市への働きかけ、住宅や宅地の所有者に
　対する啓発を一層強化し、建替えや共同化に向けた
　機運を醸成していく。

事業費

事業費

75,03222年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

【過去実績の推移】 （単位：地区、千円）

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

地区 5 5 1 - - 

金額 17,345 19,492 9,857 - - 

地区 - 5 8 6 2

金額 - 62,127 167,856 113,260 62,128

区分

新規

継続



平成 9 年度

平成 23 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　秋葉原地区の区画整理事業に要する経費は、要求
　どおり予算を措置する。
　
○　当地区において得られたノウハウを、平成22年度
　に事業開始する渋谷駅街区区画整理事業をはじめ、
　今後の組合などによる区画整理、市街地開発へと還
　元させるため、事業分析等を適切に実施する必要が
　ある。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

91
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

区画整理（秋葉原地区）
（都市整備局市街地整備部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

土地区画整理法
秋葉原地区施行規定

○　平成２年の第三次東京都長期計画において、
　大規模跡地（神田市場跡地及び旧国鉄貨物駅跡
　地）の活用地区に位置づけられた。

○　４年に秋葉原地区開発の基本方針が策定さ
　れ、東京都総合実施計画で、都施行による土地
　区画整理事業を実施することとした。

○　大規模跡地の土地利用転換による土地の有効
　利用、及び業務、商業、居住、文化などの諸機
　能の導入による都市機能の更新を図るととも
　に、つくばエクスプレスの導入空間を確保する
　ため、９年度に事業を開始した。

１

○　都心部の商業地である当地区の区画整理整理事業
　では、次のような都心部特有の課題があった。

　・公共施設の整備においては、道路交通や山手線な
　　どの運行に支障がない工事方法、及び住民や平休
　　日を問わずに訪れる多くの観光客への影響を最小
　　限に抑える道路整備の施工監理などが求められ
　　た。
　

　・郊外の区画整理事業ではあまり例のない、大規模
　　小売店舗や小規模テナントが多数入居しているビ
　　ルなどに対し、営業中断期間を最小限に抑える移
　　転方法の提案などが求められた。

○　土地区画整理事業は、都市施設の整備改善を図
　り、地区の魅力向上につながる有用な事業である。

○　特に秋葉原地区のように、都心部における整備が
　促進された場合、それが経済に与える効果は大き
　い。

○　また、道路交通や鉄道運行、街を訪れる多くの人
　々への影響を最小限に抑える工法、施工監理など、
　都心部における区画整理、市街地開発に有効なノウ
　ハウが得られた。

４

３

67,483

拡大･充実 見直し・再構築

3,149,663
175,000

移管・終了

事業費

事業費

○　駅前の交通広場が未整備であったため、タク
　シーやバスの停留所などを備えた交通広場を、
　東西２か所（計7,300㎡）に整備した。
　　また、つくばエクスプレスの開業など関連事
　業の施行により、交通結節点としての利便性が
　高まった。

○　歩行者空間の拡充、緑化、電線類地中化など
　を行い、快適で環境にやさしい街並みを創出し
　た。
　
○　これらの取組により、ソフト系ＩＴ関連事業
　所、駅の年間降車人員及び定住人口などが増加
　し、街に一層の賑わいが生まれた。

○　投入する事業費（346億円）に対し、公共工
　事とビル建設などの民間投資を合わせて約10倍
　の経済波及効果があると推計される。

67,48322年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　当地区の区画整理事業は、平成21年度末には土木
　工事が完了し、22年度末には換地処分公告を行い、
　事業を終息させる予定である。

○　当地区の成果を見ると、都心部の商業地における
　区画整理は、大きな効果を生む可能性が高いと考え
　られる。

○　このため、22年度から、同様な課題を抱える都心
　部の商業地における区画整理の事業モデルとして、
　当地区で得た実績を組合などへの助言・指導に活用
　していく。



平成 16 年度

平成 23 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　平成23年度事業終了に向け、着実に事業を進めて
　いく必要があるが、21年度執行見込等を勘案した上
　で、一定の費用圧縮を図った。

○　急激な経済状況の悪化が不動産市況等へ与える影
　響は未だに不透明であるが、それを踏まえた上で、
　事業進捗に合わせ、有用性等を分析するためのデー
　タ収集を適切に行うことが必要である。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

92
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

沿道一体整備事業(東池袋地区）
（都市整備局市街地整備部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

都市計画法

○　東池袋地区は、利便性の高い地区だが、都市
　基盤が脆弱で老朽化した木造住宅が密集し、防
　災性の向上が喫緊の課題となっている。
○　街路整備のスピードと面整備のまちづくり手
　法を組み合わせ、街路整備による空間確保と民
　間活力による沿道の共同化・不燃化を一体的に
　進めることで効果的に延焼遮断帯の形成を図
　り、木造住宅密集地域の防災性向上の早期実現
　を目指す。
○　平成20年度に事務事業評価を実施しており、
　街路整備との適用判断基準の明確化や、当地区
　の実績を踏まえた有用性などの分析が必要であ
　るとの評価を得ている。

１

○　民間活力による建物の共同化は、事業参加者が使
　用しない床の分譲などによって事業費の一部を賄う
　ことから、住宅市場や経済状況が事業成否を左右す
　ることとなる。

○　この点、平成20年度に市況が悪化したため、共同
　化を開始するタイミングや建物の分譲時期などの見
　極めが難しくなり、慎重に共同化を行わなければな
　らない現状がある。

○　したがって、20年度の事務事業評価にある有用性
　などの分析について、事業の進捗を見ながら、引き
　続き情報を収集する必要がある。

○　本事業は、同一地区内での生活再建が可能であ
　り、移転先での生活再建への不安解消など、事業実
　施上の阻害要因の除去に一定程度有効であると認め
　られる。

○　また、コーディネーターなど民間活力を有効に活
　用することにより、地域住民の自主的な取組を促す
　ことができ、円滑な事業実施を図る効果も認められ
　る。

○　しかし、現時点では事業が終了しておらず、有用
　性等の分析を行う段階にはない。

○　平成23年度の事業終了に合わせ、有用性等の分析
　を行った上で、街路整備か沿道一体整備のいずれを
　適用すべきかの基準を設定する必要があると考え
　る。

４

３

2,103,000

拡大･充実 見直し・再構築

2,543,226
3,115,000

移管・終了

○　平成22年度の夏頃を目途に、その時点での防災性
　の向上や事業スピードなどの項目について、街路整
　備などと比較して本事業手法の有用性の分析を行
　う。

○　事業モデルとして、他の団体（区など）における
　整備手法の検討材料に活用する。

○　また、地域ごとの特性や課題を踏まえ、街路整備
　などとの比較を含めた個別具体的な検証を行ったう
　えで、本事業手法の積極的な活用を図っていく。

事業費

事業費

　平成21年度においては、以下のような取組を行
った。

○　都と豊島区の街路整備にまたがる地権者に対
　し、双方が連携して用地折衝にあたり、同時に
　用地を買収した。

○　残地や共同化などに係るコ－ディネートによ
　り、住民主体の勉強会など10地区のうち、新た
　に１地区（計３地区）で具体的な建物計画(案)
　の作成が開始された。

○　（財）新都市建設公社が代替床施設の建設に
　着手（予定工期：21年７月～22年８月）し、移
　転先が確保される見通しが立ったことにより、
  同一地区内での生活再建を希望する地権者の不
　安が取り除かれ、用地買収が進捗した（現時点
　で６件）。 1,699,13722年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 16 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　都営住宅の建替えにおける標準仕様となっている
　ため、要求どおり予算を措置する。

○　既存施設への設置は、費用面・環境面からみても
　有用性が認められるが、施工上の課題等を明確にし
　た上で、導入を判断する必要があるため、引き続き
　検討・調整が必要である。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

93
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

公営住宅建設事業（太陽光発電設備の設置）
（都市整備局都営住宅経営部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

都営住宅に係る環境施策実施に関する方針

○　平成14年に策定した東京都住宅マスタープラ
　ンでは、都営住宅の設計、工事等において地球
　温暖化防止の視点を重視し、環境負荷の低減に
　取り組むこととした。

○　15年度に「都営住宅に係る環境施策実施に関
　する方針」を策定し、都営住宅の建替時に住棟
　の屋上に太陽光発電設備（５kW/基）を標準設
　置することとした。

１

○　平成20年度末現在の稼動基数は、都営住宅全体の
　棟数約7,100棟に対して83基と全体の約１％にとど
　まっており、発電設備も５kWと小規模なものである
　ため、効果は限定的なものとなっている。

○　現在、建替住宅にのみ設置しており、さらに環境
　負荷の低減を進めていくためには、既存住宅への設
　置、建替住宅へ設置する発電設備の発電規模の拡大
　についての検討が必要である。

○　既存住宅への設置については、躯体の強度、防水
　性の確保などの対応が必要であり、工事施工上の課
　題等が存在する。

○　老朽化した都営住宅の建替事業に合わせて整備す
　ることにより、設置費用の縮減を図る現在の手法は
　合理的である。

○　また、太陽光発電設備の耐用年数は長く、維持管
　理経費もほとんどかからないことから、投下した費
　用の回収は比較的短期間で可能と判断できる。

○　都営住宅の建替えは年20棟程度であり、さらなる
　環境負荷の低減を目指すためには、既存住宅への設
　置や発電規模の見直しが不可欠である。

○　しかし、既存住宅への設置に当たっては、施工上
　の課題を解決するとともに、都営住宅の耐用年数と
　費用対効果を踏まえた設置計画を策定した上で実施
　すべきと考える。

４

３

115,196

拡大･充実 見直し・再構築

90,470
147,852

移管・終了

○　建替住宅については、建替えにおける標準設計と
　なっているため、毎年20～30基程度ずつ増加してい
　く。

○　平成21年11月より余剰電力の買取価格が２倍に増
　額されたことに伴い、売電収入の増加が想定される
　ため、初期投入経費についても、回収期間の短縮が
　見込まれる。

○　引き続き建替住宅への設置を行うとともに、工事
　施工上の課題等を検証の上、既存住宅への設置、発
　電規模の拡大などについて、23年度以降に対応する
　ための検討を行っていく。

事業費

事業費

○　平成16年度から建替住宅に太陽光発電設備を
　標準設置
　
【発電稼動基数83基（20年度末現在）】
　・余剰電力は売却し、都営住宅の管理に活用
　　20年度売電収入 7,076,552円/66基
　  ＝107,220円≒11万円/基（１年間稼動分）
　・地球温暖化対策指針（環境局策定）に基づく
　　ＣＯ２削減効果（推計）
　　約２ｔＣＯ２/基×83基＝約166ｔＣＯ２/年
　・費用対効果の検証
　　約400万円/基×55％÷11万円/基＝20年
　  ⇒国庫補助金を除く初期投入経費について、
　    発電設備の耐用年数20～30年内での回収が
      可能

115,19622年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

【実績】
～16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 計

4基 13基 24基 25基 17基 83基



平成 15 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　これまでの効果等を踏まえ、要求どおり予算を措
　置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

94
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

取締システムの管理運営
（環境局自動車公害対策部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

・環境確保条例
・自動車ＮＯｘ・ＰＭ法

○　都内の大気環境を改善することが急務の課題
　であるとして、平成15年10月からいわゆる「デ
　ィーゼル車規制」を開始し、環境確保条例で定
　めるＰＭ（粒子状物質）排出基準を満たさない
　車両の都内走行を禁止した。

【目標】
　ＳＰＭ（浮遊粒子状物質）、ＮＯ２（二酸化窒
素）等の大気汚染物質を削減し、環境基準の達成
と維持を図る。
◆ＳＰＭの環境基準達成局割合
　平成15年度　12％（４局/34局）

１

○　固定カメラは、機器設置から６年が経過し劣化等
　により、読取り能力の低下、誤読取などが発生し、
　違反車両の事実認定ができないケースが増加してき
　た。
○　条例では、初度登録から７年間は規制を猶予して
　いるため、規制開始（平成15年10月）直前に登録さ
　れた車両が一斉に規制対象へ移行し取締り対象が一
　挙に増加する。
○　それらに対応するため、車両のナンバープレート
　読取精度の向上やスムーズな行政指導の実施など一
　層の強化策が必要となる。
○　自動車公害監察員の増員は、簡単な選択肢である
　が、経費の負担が大きい。

○　条例改正とあわせて、取締システムを用いた違反
　車両取締を実施することにより、ＳＰＭ環境基準の
　達成に一定の効果があったことは認められる。

○　固定カメラの更新にあわせて行った機能強化につ
　いては、効果を検証し今後の事業に反映させる必要
　がある。

○　また、今後の課題である「ＮＯｘ」対策などの事
　業実施にあたっては、これまでの事業内容を分析
　し、効果的で費用対効果のある事業となるよう検討
　を行うべきである。

４

３

118,735

拡大･充実 見直し・再構築

31,110
132,393

移管・終了

○　固定カメラの更新を行い、捕捉車両数の増加を図
　るとともに、固定カメラの機能に、画像保存機能を
　導入し、ナンバープレート読取の精度を向上をさせ
　ることで、違反車両の監視及び指導の強化を図り、
　取組を進めていく。

○　また、「ＳＰＭ」の次の課題である「ＮＯｘ（窒
　素酸化物）」の削減対策も視野に入れた取組につい
　ても検討を行う。

事業費

事業費

【違反車両取締】
・固定式カメラによる取締り（約20万台/日：撮
　影)
　⇒ナンバープレート読取
・移動式カメラによる取締り（延583か所）
　⇒自動車公害監察員による幹線道路等での通行
　　車両撮影
・自動車公害監察員による路上等の取締り

【行政処分】
・運行禁止命令　処分者数　315者
　　　　　　　　処分台数　441台
　車両買替えやＰＭ除去装置装着が進んだこと
　で、ＳＰＭの環境基準を全測定局で達成してい
　る。

◆ＳＰＭの環境基準達成局割合
　平成17年度以降　100％（34局/34局）

117,10322年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 6 年度

平成 21 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　緩和ケアの知識等を普及するため研修を実施
　・緩和ケア医療従事者研修（初級編）
　　〈対象〉病院・診療所・訪問看護ステーショ
　　　　　　ン等職員　（実績）396人
　・緩和ケア医療従事者研修（中級編）
　　〈対象〉医師、看護師、薬剤師等
　・緩和ケア病棟派遣研修
　　〈対象〉医師、看護師
　・ボランティア育成講演会
　　〈対象〉一般都民等　（実績）99人

○　がん診療連携拠点病院において、平成20年度
　より上記研修と別に医師緩和ケア研修を開始

－ 22年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　本事業（都が実施する緩和ケア研修）について
　は、平成21年度で終了とする。

○　今後、緩和ケアのあり方については、緩和ケアの
　あり方検討部会で検討し、その成果を反映して23年
　度以降の医療従事者に対する緩和ケア研修を再構築
　する。
　・拠点病院・認定病院による医師緩和ケア研修の計
　　画的な実施
　・上記研修を補完するコメディカルへの研修、フォ
　　ローアップ研修等の実施に向けた研修体制の再構
　　築

３

－ 

拡大･充実 見直し・再構築

5,201
7,994

移管・終了

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　医療従事者等を対象とした研修・講演等を実
　施することで、がんに伴う様々な問題に直面す
　る患者やその家族に対する苦痛の予防と軽減を
　図るとともに、生活の質を向上させるための治
　療である緩和ケアについての考え方、知識等の
　普及を図る。

１

○　現在、医師に対する緩和ケア研修は拠点病院の研
　修を中心に行っているが、医師以外の職種（看護
　師、薬剤師等）への研修や医師研修修了後のフォロ
　ーアップ研修等が確立されていない。

○　緩和ケア病棟の新たな役割（平成20年度診療報酬
　改定）、がん診療に携わるすべての医師の緩和ケア
　研修の義務化（国「がん対策基本計画」19年６月）
　等により、緩和ケアを取り巻く環境が変化してお
　り、あらためてニーズや実態を把握し、研修体制へ
　と反映させていく必要がある。

○　東京都がん対策推進計画の「全ての医師が研修を
　受講するよう努める」という目標の達成に向けた取
　組は着実に進んでいる。

○　人材育成については、引き続き効率的・効果的な
　執行体制を構築して取り組むべきである。

○　緩和ケアについては、患者ニーズの変化を的確に
　捉えた上で事業展開を図る必要があるため、実態を
　把握した上で、最も効果的な施策を検討すべきであ
　る。

４

事務事業評価票

95
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

地域がん医療対策（人材育成事業）
（福祉保健局医療政策部）

２

20年度決算額

○　平成23年度以降の緩和ケア研修の再構築を図るた
　め、本事業は終了とする。

○　22年度は緩和ケア研修について、拠点病院に加え
　て新たに認定病院についても加算項目とすること及
　び実態把握を実施することにより推進していく。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 21 年度

平成 21 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　平成21年度に作成したパンフレットの活用などに
　より普及啓発を行うこととする。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

96
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

東京における高齢者の住まい方普及促進事業
（福祉保健局高齢社会対策部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　平成20年度に東京における高齢者の住まい方
　検討会を実施し、高齢者向け住宅の普及啓発等
　のあり方について検討した。

○　高齢期の新たな住まい方について、どのよう
　な選択肢があるのか、高齢者向け住宅の種類や
　選び方、サービス契約書の見方等について普及
　啓発を行う。

○　普及啓発用に住宅事業者と都民向けのパンフ
　レットを作成する。

１

○　高齢者向け住宅の多様化が進んでいる反面、住ま
　いの特徴や住宅で提供されるサービス内容の情報が
　少ないことや法規制を受けずにサービス提供を行う
　住宅が存在するなど、サービスの質の確保が困難に
　なっている。

○　東京都社会福祉基礎調査（平成17年度）によれ
　ば、介護が必要となった場合でも、自宅での対応を
　希望する高齢者が66％にのぼることから、高齢者向
　け住宅の種類や選び方、サービス契約書の見方等に
　ついての普及啓発が必要となっている。

○　高齢者向け住宅の多様化が進んでいる中で、高齢
　者や住宅事業者に対し、必要な情報を提供していく
　必要がある。

４

３

－ 

拡大･充実 見直し・再構築

－ 
1,770

移管・終了

事業費

事業費

【普及啓発】
○　事業者向け普及啓発
　　事業者向けに、高齢者向け住宅におけるサー
　ビス提供等のあり方の指針についてのパンフレ
　ットを作成し、適正なサービス提供のあり方に
　ついて普及を図る。

○　都民向け普及啓発
　　元気なうちに医療や介護を併設した住まいに
　住み替えるなど、高齢期の新たな住まい方、高
　齢者向け住宅の選び方について、都民向けパン
　フレットを作成し、地域包括支援センターや住
　まいの相談窓口で配布する。

  ※事業者向けパンフレット　3,500部（予定）
　  都民向けパンフレット　 30,000部（予定）

－ 22年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　都民に対しては、各自治体・地域包括支援センタ
  ー等で都が作成したパンフレットを活用し、高齢者
  の住まいについて普及啓発を図る。

○　補助金等の説明会を活用して、住宅事業者向けに
  指針についての説明を行う。

○　都市整備局の高齢者専用賃貸住宅登録窓口におい
  ても事業者向けパンフレットを配布し、両局が連携
  しながら住宅事業者に適正なサービス提供のあり方
  について普及啓発を図っていく。



平成 18 年度

平成 22 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

　
根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　臨床研究の成果を医療関係者等に効率的に普及
　し、実用化に向けた国への働きかけなど、効果的に
　取り組むための予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

97
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

花粉症根治療法開発・普及の推進
（福祉保健局健康安全部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　都民の約3.5人に１人が花粉症と推計され、
　10年間で1.5倍に増加している。
　・有症率（都花粉症実態調査）
　　平成８年度：19.4％、平成18年度：28.2％
○　現在の花粉症治療は症状を抑える対症療法が
　中心である。
○　根本的治療法である減感作療法は、皮下注射
　によるものが実用化されているが、２年以上に
　わたる通院や痛みなど患者の負担が大きく、普
　及していない。
○　そこで、患者負担の少ない「舌下減感作療法
　」の早期実用化のため、18年度から臨床研究を
　実施してきた。

１

○　舌下減感作療法の実用化のためには、製薬メーカ
　ーが新薬を開発し、国の承認を受ける必要がある。
　
○　国の承認手続きには、一般に長期間を要すること
　から、その迅速化を促していく必要がある。

○　専門性の高い分野であり、知見の整理や実用化の
　後押しには、学会の積極的な協力が必要である。

○　根本的治療法に関する研究等に先進的に取り組
　み、臨床研究報告書にて安全性及び有効性を確認す
　るなど、一定の成果を上げた。

○　今後は、実用化に向けて効果的な取組が必要であ
　る。

４

３

3,047

拡大･充実 見直し・再構築

66,056
13,585

移管・終了

事業費

事業費

【臨床研究】
○　平成18年度から21年度当初まで、舌下減感作
　療法の臨床研究を実施
　・研究委託：東京都臨床医学総合研究所（日本
　　医科大学と共同研究）
　・期間：18年４月から21年４月まで
　・協力患者数：開始時202人、終了時142人

【研究成果】
○　21年10月に臨床研究報告書を公表
　・安全性（アナフィラキシー発症や重篤な副作
　　用なし）及び有効性（約７割の患者で症状改
　　善）を確認
　・治療効果の事前判定に資する血液中の特定成
　　分及び遺伝子が判明

2,00322年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　臨床研究の成果を活用し、舌下減感作療法の早期
　実用化に向けた取組を行う。
　・日本アレルギー学会、医療関係者等へ向けて、研
　　究成果の周知・普及を推進する。
　・都民に向けて、舌下減感作療法に関する知識の普
　　及を推進する。
　・製薬メーカーによる新薬の実用化に向けた取組を
　　支援していく。
　・早期実用化に向けて、国への働きかけを行ってい
　　く。
○　上記取組により機運醸成を図った上で、研究事業
　は平成22年度で終了する。なお、早期実用化のため
　の支援や国への働きかけ等は継続的に行っていく。



平成 20 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　要求どおり予算を措置する。

○　人材アドバイザーの企業訪問など、積極的に広
　報を実施していくことにより、中小企業に対する
　本事業の浸透を図っていく。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

98
事 業 開 始

事業終了予定

現場訓練支援事業
（産業労働局雇用就業部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

現場訓練支援事業実施要領

○　第８次東京都職業能力開発計画により、平成19年度に
  地域の人材育成・確保支援の拠点として職業能力開発セ
　ンターが設置され、中小企業の人材育成支援の役割を担
　うこととなった。
○　中小企業では、人材育成に課題を抱えながら、「指導
　者不足、ノウハウ不足」、「時間的･金銭的余裕がない」
　などの問題から、自ら教育訓練を実施することが困難な
　ケースがみられる。
○　そこで、指導支援者が企業の現場に出向き、企業のニ
　ーズに応じた教育訓練を行い、謝金の半額を都が負担す
　る「現場訓練支援事業」を行うことで、中小企業で積極
　的に人材育成を行うことを支援し、技能の継承や職業能
　力の向上を図る。

１

○　雇用情勢の悪化を受け、中小企業では事業活
　動を縮小する中、空き時間を活用して研修等を
　行うなど、人材育成に取り組む意欲が高まって
　いる。

○　また、事業ＰＲ等の取組により事業が浸透し
　てきたこともあり、今年度に入って支援件数は
　上がってきており、本事業に対する企業ニーズ
　が高いことがうかがえる。

○　今後も厳しい雇用情勢が引き続くことが懸念
　される中、こうした企業の人材育成ニーズに応
　え、職業能力の向上を図るため、本事業を一層
　浸透させていくことが必要である。

○　事業を開始した平成20年度は実績が低迷したも
　のの、中小企業は経済情勢の影響により事業活動
　を縮小し、人材育成に取り組む意欲が高まってい
　ることから、21年度は着実に実績を伸ばし、中小
　企業の職業能力の向上に一定の成果を上げてい
　る。

○　今後もこうした企業のニーズに応えるため、積
　極的に本事業のＰＲを行い、本事業を活用した人
　材育成の機会を提供することが必要である。

４

３

5,613

拡大･充実 見直し・再構築

758
5,613

移管・終了

○　企業が自社施設を活用して行う教育訓練を支
　援する事業は少なく、社内で訓練を実施したい
　という企業ニーズに対する意義は大きい。
○　今後は、企業と指導支援者のマッチングや、
　訓練内容調整において、きめ細やかな調整等を
　行い、企業のニーズに合った訓練に結び付けら
　れるよう支援していく。
○　また、人材アドバイザーの企業訪問により、
　企業の潜在的ニーズを掘り起こすとともに、総
　合相談で企業から相談を受けた際には本事業の
　活用を積極的に提案していく。
○　さらに、団体を通じたＰＲを強化していくな
　ど、より積極的に企業への周知活動を行い、事
　業をさらに浸透させていく。

事業費

事業費

○　訓練を担う指導支援者については、職業能力開発セン
　ター等で指導に当たっている非常勤講師などに登録を呼
　びかけ、機械、電気、建築・設備、情報等11分野、139
　人が登録している（11月20日時点）。
○　企業に対しては、ＰＲチラシ配付、ＨＰや広報紙への
　掲載、人材アドバイザーの企業訪問、団体を通じたＰＲ
　等を行い、事業の周知に努めている。
○　平成20年８月に事業開始以降、20年度は12件（対象者
　数79人）、21年度は31件（実施済み23件対象者数224人）
　の支援を行っている（11月20日時点・いずれも予算規模
　40件）。
○　支援を受けた企業からは、「社内で実施したので参加
　率もよく資格取得に役立った」、「普段使用している機
　械・工具での訓練なので注意点・問題点が実際の業務に
　反映できた」、「社内のニーズに合わせて内容・日時を
　決めることができて有益だった」、「研修の企画を社内
　で進めるのは大変だが、仕組みを作ってもらえるので利
　用しやすく、費用が安いのが助かる」などの声をいただ
　き、企業の要望に応じた訓練を実施し、職業能力の向上
　を図ることができた。 5,61322年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 － 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　平成21年度の改組により、新たにセンター内
　に「人材育成係」を設置しており、全庁の土木
　系技術職員を対象とした技術研修を体系化し、
　計画的・効果的な人材育成を図っている。
○　また、21年度より、センターでは「建設技術
　マイスター制度」の運用を開始している。これ
　は、局内の優れた技術力を有した職員を毎年「
　指導技術者」に認定し、各現場へ助言を行うこ
　とで、現場の技術的課題の解決や、技術ノウハ
　ウの共有化を図る制度である。21年度第１回募
　集（６月）にて、54人（うち２人は２分野に認
　定のため、延べ人数56人）が指導技術者に認定
　されている。
○　本制度により、21年10月時点で76件の相談業
　務が行われており、各現場における困難課題の
　解決に大きな成果を挙げている。こうした取組
　を通じて、全庁的な土木技術の継承に積極的に
　取り組んでいるところである。

194,00022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額 209,759

拡大･充実 見直し・再構築

155,387
167,000

移管・終了

○　技術研修における実務体験型研修の充実のため、
　平成22年度より「実物大構造物モデル」を活用した
　研修を実施する。構造物の施工不良や劣化を再現し
　た実物大のモデルやその部材類を、センター敷地内
　に製作・設置する。これを研修に活用し、現場業務
　における留意点を視覚的に学び、体感することで、
　現場での技術的判断力や対応力の習得を目指す。

○　本研修の実施に伴い、センター敷地内に屋内展示
　用の施設を整備するほか、演習室を40人規模から
　100人規模へ拡大する。これにより、センターの人
　材育成機能を一層強化し、都市土木行政を担う技術
　系職員の技術力の向上を目指す。

１

○　人材育成の取組強化の背景として、技術系職員の
　大量退職による深刻な影響がある。職員数の減少に
　より工事設計・施工監督業務の委託化等が進んだこ
　とで、現場での実務経験が不足する職員が増加して
　いる。これにより、都市基盤施設の品質低下や管理
　水準の低下が危惧されている。

○　一方、研修に関しては従来、現場でのＯＪＴを中
　心として、先輩職員から後輩職員へ技術の継承がな
　されてきた。しかし、現場業務に触れる機会が減少
　する現在、現場での技術力の習得が困難となってい
　る。今後も経験の乏しい若手職員が増加していく中
　で、現在認定されている指導技術者の多くは、数年
　後には定年退職を迎えてしまうため、早急に対策を
　講じる必要がある。

○　技術系職員の大量退職が進むことにより、円滑な
　技術継承が困難になっていることから、構造物の施
　工・管理におけるノウハウの喪失が危惧されてい
　る。

○　また、業務の委託化により調整業務が中心になっ
　ていることから、現場において実務経験に触れる機
　会が減少しており、工事監督や検査等の際の技術的
　判断力が低下し、組織の危機管理力の低下にも繋が
　りかねない状況にある。

○　人材育成機能の強化は組織において普遍的な課題
　であり、人材育成の効果的な手法については今後も
　引き続き検討していくべきと考える。

４

３ ５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　当センターは、大正11年の「東京市道路局試
　験所」設立に始まり、これまで道路舗装技術の
　開発や災害対策に関する研究等により、都の都
　市整備に大きく貢献してきた。そして、平成21
　年４月、技術系職員の大量退職や社会経済情勢
　の変化等に対応するため、土木系技術職員の人
　材育成を新たな目的として、「東京都土木技術
　支援・人材育成センター」へと改組したところ
　である。
○　センターは、様々な人材育成の取組を通じ
　て、都が長年培ってきた技術力の永続的な維持
　・継承を図っていく。そして、東京における都
　市土木行政への一層の貢献を目指す。

移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

99
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

土木技術支援・人材育成センターの活用
（建設局総務部）

２

20年度決算額

○　技術職員の育成は他局との連携を含め、幅広い視
　点で取り組んでいく必要があることから、平成22年
　度は実物大構造モデル研修も含め、育成全般を幅広
　く検討することを条件に予算計上を認めた。

○　23年度以降については、人材育成の全体像を整理
　したうえで、施設整備等について改めて予算計上の
　必要性を検討していくこととする。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築



平成 22 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

拡大･充実

２

20年度決算額

○　予防保全型管理への転換に向けて動き出すことは
　理解できるが、計画策定を前提として検討委員会の
　経費まで予算措置することは時期尚早であり、平成
　22年度についてはトンネル内部の劣化状況調査や将
　来予測に係る経費を予算措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

100
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

社会基盤施設の予防保全型管理の推進（トンネルアセットマネジメント）
（建設局道路管理部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

道路法42条（道路の維持又は修繕）

○　一般橋梁 約1,250橋、道路 約2,250km、トン
　ネル・地下道等 約160か所など多種の道路施設
　を管理している。

○　これらの多くは、東京オリンピックから高度
　経済成長期にかけて集中的に整備されたことか
　ら、今後一斉に更新時期を迎える。

○　アセットマネジメントシステムを活用し、計
　画的な予防保全型管理への転換、社会的便益の
　最大化、更新費用平準化及びコスト縮減、環境
　負荷低減等を図る。

１

○　これまでの取組を踏まえたトンネルでの活用につ
　いては、トンネルが以下のような特性を有している
　ため、これまでの点検、調査結果によって予防保全
　型管理へ転換することは困難であった。
・トンネルは、山岳トンネル、シールドトンネル、開
　削トンネルなど工法や構造が多様であること。
・劣化・損傷の原因は、構造物の老朽化以外に、地山
　の地質変化などの影響も受けることから、複雑であ
　ること。
・トンネルは、更新（作り替え）や大規模修繕が困難
　であること。

○　以上により、トンネルのデータの解析や評価に当
　たっては学識経験者等を交えた専門的な技術検討が
　必要である。

○　東京オリンピックから高度経済成長期にかけて道
　路施設を集中的に整備してきたことから、事後保全
　型管理の手法では今後一斉に更新時期を迎えること
　となり、多額の更新費用が集中的に必要となる。

○　トンネルが通行止めになった場合の負の便益を考
　慮すると、適切な時期に最適な工法を用いた補修を
　実施していかなければならない状況にある。

○　そもそもトンネルには「更新」の概念があてはま
　らないことから、予防保全型管理が有効な施設であ
　る。

○　トンネルの場合、日常点検では把握することがで
　きない地質変化などの影響を含めて現状分析したう
　えで今後の対応方法を検討する必要がある。

４

３

41,505 

見直し・再構築

－ 
－ 

移管・終了

○　現況把握をより詳細に行うため、トンネル周辺の
　地質調査等を行うとともに、その結果をもって学識
　経験者等を交えた検討委員会を実施する。

○　橋梁などの既設アセットマネジメントシステムを
　活用し、トンネルについてもシステムの構築及び計
　画策定を行い、計画的な予防保全型管理への転換を
　図る。

事業費

事業費

○　これまでに実施してきた点検、調査結果に基
　づき、以下の施設で取組を進めた。

【橋梁】
○　橋梁は、道路施設の中でも老朽化割合が高く
　更新時の周辺影響も大きいため、最初にシステ
　ムの構築及び計画策定に着手した。

○　平成21年３月に、長寿命化や耐震補強など全
　ての対策を包含する30年間の総合計画として「
　橋梁の管理に関する中長期計画」を策定し、21
　年度に２橋の長寿命化工事に着手した。

【舗装】
○　舗装についてもアセットマネジメントシステ
　ムによる効率的・効果的な投資に着手し、毎年
　度の路面補修工事箇所の選定に活用している。

40,00022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 16 年度

平成 24 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　海上輸送方式や船舶の形態に対応するためのふ頭
　整備を着実に推進すべく、要求どおり予算を措置す
　る。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

101
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

品川ユニットロードターミナルの再編整備
（港湾局港湾経営部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京港第７次改訂港湾計画

○　品川ふ頭の上屋は、昭和40年頃に建築され、
　老朽化が進んでおり、施設の更新が求められて
　いた。

○　東京港第７次改訂港湾計画において、品川ふ
　頭をユニットロードターミナルに位置づけ、現
　在ある上屋及び関連施設を再編し、ユニットロ
　ードターミナルへの転換を図っていくことで船
　舶の大型化やモーダルシフトによる新規需要に
　も対応したふ頭機能の増強を目指す。

１

○　国内海上輸送は、従来の在来船荷役方式からＲＯ
　ＲＯ船などのようにユニット化された貨物輸送シス
　テムへシフトするとともに、船舶も大型化してい
　る。
○　しかし、現在の品川ふ頭では背後の野積場が不足
　しているため、シャーシなどの貨物量の増加に対応
　できない状況になった。
○　また、船舶の大型化に伴いランプウェイも長くな
　るが、品川ふ頭は岸壁の直背後に上屋を配置してい
　るため、トレーラーの安全な走行に十分なエプロン
　幅が確保できていない。
○　工事期間中は、現在の利用者の一部を暫定的に他
　のふ頭にシフトさせるなど、利用者との調整を図り
　ながらの工事となる。

○　貨物のユニット化など輸送革新の進展による新た
　な需要増に対応しきれていないことが内航海運の伸
　び悩みの一因とも指摘されていることから、国内を
　代表するメインポートとしての地位を堅持するため
　にも積極的に整備すべきものと考える。

○　平成23～24年度の整備費については、整備実績を
　踏まえて今後精査する必要がある。

４

３

1,144,150

拡大･充実 見直し・再構築

258,052
4,185,096

移管・終了

○　引き続き、海上輸送方式や船舶の形態に対応した
　荷役効率の良いふ頭整備を着実に推進していく。

事業費

事業費

○　岸壁の耐震化と併せて岸壁泊地を-8.0mから
　-8.5mへ増深改良し、船舶の大型化に対応する。

○　３棟ある上屋を陸側にセットバックして集約
　・更新し、大型ＲＯＲＯ船に対応した十分なエ
　プロン幅の確保と野積場の拡張を行う。
　　また、自動車専用の野積場として上屋の屋上
　部分を有効活用する。

○　上屋の再編に併せて２か所あった港湾労働者
　休憩所を１か所に統合する。

○　以上により、適切な施設配置による荷役作業
　の効率化が見込まれる。

1,144,15022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 19 年度

平成 23 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　緩傾斜護岸という護岸構造を活かし、その上
　に浅場や潮だまり等を設けて水生生物等の生息
　の場<海浜（磯浜）>の拡大を図り、親水性豊か
　な水辺空間をつくり出すものである。
　
○　磯浜造成部の積み石の間隙において、メバル
　やマコガレイの幼魚等を確認した。今後は、時
　間の経過ともにムラサキガイなどの二枚貝類や
　フジツボの付着生物の増加が予想され、水質の
　浄化効果も期待できる。

58,00022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

58,000

拡大･充実 見直し・再構築

192,629
133,000

移管・終了

○　課題となっているものについては、創意工夫を図
　りながら改善していくとともに、事業効果を見極め
　つつ、着実に事業を推進し、都民に親しまれる水辺
　の整備を目指していく。

○　また、当該事業において得られた効果や整備手法
　については、他の水生生物の生息環境の創出施策や
　水質改善施策にも活用していく。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

港湾法、第７次改訂東京港港湾計画

○　当該事業については、新海面処分場整備に係
　る環境アセス及び第７次改訂東京港港湾計画に
　おいて、東京港の水域環境の保全・改善を図る
　とともに、水生生物をはじめとした多様な生物
　の生息環境を創出するため、新海面処分場東側
　護岸前面に海浜（磯浜）を造成することが位置
　づけられ、実施しているものである。

１

○　整備手法の一つである潮だまりは、新たな環境で
　あり、生物多様性形成への貢献が期待されるところ
　であるが、一部、浮泥の堆積が確認されている。

○　今後は、水深や潮通しの形状の工夫を行いながら
　改善を図っていく。

○　磯浜整備においては、平成19年度より着実に整備
　を行って、一定の効果を上げているほか、他工事か
　らの資材利活用により、当初計画を大幅に上回る施
　行延長を確保する工夫を行っている。

○　しかし、整備を開始して間もないことから、成果
　の検証にはある程度長い期間のデータ収集を行う必
　要がある。

４

事務事業評価票

102
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

海浜（磯浜）整備
（港湾局港湾整備部）

２

20年度決算額

○　平成21年度の施工状況を踏まえ、必要な予算を措
　置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 21 年度

平成 22 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　平成21年度には、婦人会等の地元団体・大島
　町・大島支庁などで構成された「大島空港ター
　ミナル地区緑化検討会」を開催し、整備・管理
　手法等について協議を進めている。改良箇所の
　選定、管理手法等についての協議の結果を踏ま
　え、22年度の設計、工事を進めていく。

18,40022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

18,400

拡大･充実 見直し・再構築

－ 
2,000

移管・終了

○　島しょ部における空港施設については、島の玄関
　口である場合が多く、単なる維持管理以上に美観景
　観を求められることが多い。当事業のように島のマ
　ンパワーを活用して美観は維持しつつ、維持管理コ
　ストを削減できうる施策を可能な限り拡大させてい
　く。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　大島島内では、大島町が「花いっぱい運動」
　として植栽整備を進めた上でボランティアに維
　持管理を任せる手法をとって緑化を進めてお
　り、これと連携して、ターミナル地区の緑化を
　図りつつ新たな管理手法の確立を目指すことと
　した。

  ※「花いっぱい運動」とは、町道脇のスペース
　  などへ植栽し、維持管理は婦人会等の団体に
　  ボランティアで委嘱して緑化・美化を行って
　  いる取組

１

○　現時点の検討会における意見等によれば、町民等
　の協力を得て進める植栽管理の手法は既に定着して
　おり、空港ターミナル地区についても比較的協力は
　得られやすい状況にある。

○　ただし、団体の自主的な管理に任せることによ
　り、管理状態が不安定となることも否めないため、
　団体の管理体制を団体との協議の場において、詳細
　に確認することが必要である。

○　施設の管理運営費については、経費の削減に努め
　ているところであるが、整備事業を進めるにつれ、
　管理箇所数は必然的に多くなるため、１か所当たり
　にかけられる経費を逓減させることが求められてい
　る。

○　多様なマンパワーを活用して、コストを削減しつ
　つ施策効果を高める取組は有効である。

○　管理方法等の詳細な検討を踏まえ、事業を展開し
　ていく必要がある。

４

事務事業評価票

103
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

大島空港ターミナル地区緑化改良
（港湾局離島港湾部）

２

20年度決算額

○　内容を妥当と判断し、要求どおり予算を措置す
　る。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



昭和 51 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか１ ３

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都文化財保護条例

４

○　文化財に関することは、法令・条例上教育委
　員会が所管しており、都内の文化財については
　以下のような責務を負っている。
　
　・文化財の保護管理については、所有者等によ
　　る管理を基本としているが、これが適切な形
　　で行われるよう指導・助言、補助等を実施す
　　ること
　・公開・活用については、できるだけ文化財を
　　公開する等、所有者による文化的な活用を促
　　進すること

○　日常的な管理についてはノウハウが蓄積され、円
　滑な事業実施が図られている一方で、以下のような
　課題が明らかになってきた。
　・大規模災害発生時の文化財建造物の滅失・倒壊・
　　き損等への対応（主に木造）
　・文化財の火災や盗難等犯罪への対応

○　文化財所有者のこういった課題への知識や取組意
　識には差があり、また都教委としても指導・助言の
　ために必要な資料が十分ではない。

事業費

事務事業評価票

104
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

文化財の保護管理（文化財建造物構造診断）
（教育庁地域教育支援部）

○　文化財の安全性を高め防犯等への取組を進めるた
　めには、文化財の所有者の意識を高めることが喫緊
　の課題である。

○　所有者意識を醸成し、文化財の適切な管理を進め
　ていく上で、都としても診断を行うことによる十分
　な情報把握が必要である。

５

○　要求どおり予算を措置する。

その他移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

拡大・充実

６

見直し・再構築

77,660事業費 22年度予算額22年度見積額 77,678

【保護・管理について】
○　日常管理や経年劣化で必要になる修理等の検
　討・事例の収集及び分析を行っている。

○　所有者・地元区市町村等関係者と連携を取
　り、指導・助言、補助等を実施している。

○　これにより、多くの文化財で、協力して保存
　等について検討する体制が確立されている。

【公開・活用について】
○　東京文化財ウィーク事業で、文化財の所有者
　による公開機会を提供している。
　※平成21年度実績：71件

○　各種事業・広報誌等を通じて、文化財の紹介
　や保護意識の啓発を図っている。

○　都指定の文化財のうち、特に管理の難しい木造文
　化財を対象として、建造物に関する以下の項目につ
　いて診断を実施する。
　・地盤に関すること
　・建物構造に関すること
　・管理・活用に関すること

○　都教委と所有者等で診断結果を共有し、今後の保
　護管理を円滑に進めていく上での基礎資料とする。
　これにより所有者等の文化財保護意識を醸成する。

20年度決算額 67,957
21年度予算額 75,028

拡大･充実 見直し・再構築 移管・終了 その他



平成 19 年度

平成 24 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

○　平成20年度に「食育推進モデル地区」４区市
　を指定し、専門的事項に関する高い指導力をも
　つ栄養教諭を配置した。
　・地区内の地場産マップや食育指導資料集等の
　　作成・配付　等
　・食育リーダー（栄養教諭）を中心とした食育
　　推進チームが教育活動全体の中で食育を推
　　進　等
○　21年度は「食育研究指定地区」10区市を指定
　し、栄養教諭を配置した。また栄養教諭連絡会
　を設置し、各区市での取組状況の情報共有を図
　っている。
　・栄養教諭の授業公開（11回）、教材研究・教
　　材開発（８月）
　・地区内の食育リーダー等へ指導法・教材等の
　　提供
　・地場食材を活用した給食メニューの作成・実
　　施

6,33722年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

○　「食育研究指定地区」において地区内で生産体験
　学習が困難な地域については、近隣の地域や都外か
　ら生産農家の方を講師として学校に招く等、地区に
　おける食育を確実に推進していく。
○　「食育研究指定地区」における活動の成果を研究
　報告書としてとりまとめ、各教育委員会や学校に配
　付し、公立学校全体での食育を推進していく。
○　都教育委員会は、現在、各学校に食育リーダーを
　配置し、学校全体としての食育を進めているところ
　であり、食育リーダーを支援する栄養教諭制度の速
　やかな定着を図るため、区市に栄養教諭を配置し、
　区市全体としての食育推進を進めていく。

３

6,337

拡大･充実 見直し・再構築

6,256
6,340

移管・終了

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

食育基本法（平成17年６月制定）
東京都食育推進計画（平成18年９月制定）

○　近年、食をめぐる社会環境の変化に伴い、偏
　食や朝食欠食等、子供達の食生活にも影響が生
　じている。

○　子供の食育は家庭を中心に行われることが基
　本であるが、学齢期には各学校においても食育
　の重要性を十分に認識し、積極的に児童・生徒
　の食育の推進に取り組み、知・徳・体の育成に
　努める必要がある。

○　学校給食における食育や地産地消を推進し、
　児童・生徒が安心して豊かな食生活を送れる環
　境を整える。

１

○　農地が少ない地区において、生産体験学習を円滑
　に進めるために工夫が必要である。

○　東京都教育ビジョン（第２次）では、栄養教諭を
　区市に計画的に配置していくこととしているが、区
　市によっては学校数や児童・生徒数に差があり、食
　育の推進に差が生じる。

○　本事業は研究段階としての位置付けであることか
　ら、多様な指導を行っていくことは必要と認められ
　る。

○　栄養教諭がいない学校への波及・定着が求められ
　るが、その手法については「食育研究指定地区」に
　おいて十分な検証・検討が必要である。

４

事務事業評価票

105
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

食育研究の推進
（教育庁地域教育支援部）

２

20年度決算額

○　「食育研究指定地区」10区市において、指導方法
　や波及・定着までの手法を十分に検証することを前
　提として、要求どおり予算を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか



平成 18 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

見直し・再構築 移管・終了

○　主要10路線における渋滞の改善状況などから、一
  定の有効性は認められるが、主要10路線以外でも違
　法駐車実態の把握・分析を速やかに行い、面的な視
　点から、より詳細な事業効果の検証を行う必要があ
　る。

○　また、標章取付件数が減少傾向にあることから、
　今後は事業収支や効率化の面からも監視取締手法の
　見直しの検討が必要である。例えば、現在対象とし
　ていない路線への拡大や、地区ごとの監視回数の設
　定などが考えられる。

事務事業評価票

106
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

放置車両確認事務民間委託
（警視庁交通部）

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

道路交通法

○　違法駐車は、交通渋滞や交通事故の原因とな
　っている。特に、交通渋滞は、多大な経済的損
　失をもたらすほか、大気汚染による環境への影
　響など都民生活にも著しい弊害を生じさせてい
　る。

○　従前の取締りでは、運転者が車両から離れて
　いる場合、現場で運転者を特定することが困難
　であり、運転者責任の追及が十分に行えなくな
　っていた。このような中、平成18年６月に改正
　道路交通法が施行され、車両の使用者責任を追
　及する放置違反金制度と確認事務等の民間委託
　を柱とする新たな制度が導入され、良好な駐車
　マナーの向上、交通の安全と円滑化を推進する
　こととなった。

１

○　使用者責任を追及する放置違反金制度と駐車監視
　員の巡回活動等によって主要10路線における交通渋
　滞の解消などの点においては目に見える効果が現れ
　てきているが、違法駐車車両は一日当たり148,049
　台に上り依然として相当数存在している。

４

３

２

５

20年度決算額

拡大・充実

６

その他

22年度予算で、どのように対応したか

見直し・再構築

4,166,562
4,931,861

移管・終了

○　新制度の導入による運転者の駐車マナーの向上な
　どにより、確認標章の取付件数は減少傾向にあるも
　のの、依然として違法駐車は後を絶たない。

○　今後は、主要10路線の効果検証に加えて、多摩地
　区を含めた幹線道路の駐車実態や面的検証を行って
　いくこととし、現在の取締り活動水準を維持すると
　ともに駐車監視員を効果的に運用して更なる駐車マ
　ナーの向上や交通流の円滑化を図ることとする。

事業費

拡大･充実

事業費

○　要求どおり予算を措置する。

○　放置車両確認事務の民間委託については、
　平成18年６月～　　12区43警察署(265ユニット)
　平成19年８月～　　　　９警察署 (37ユニット)
　平成20年４月～　　　　25警察署 (83ユニット)
　平成21年４月～多摩地区20警察署 (56ユニット)
　に順次拡大し、島部を除く都内全域97警察署に
　駐車監視員を441ユニット導入してきた。

○　放置車両確認標章については、
　平成18年度　595,950件（６月～）
　平成19年度　906,140件
　平成20年度　804,455件
　平成21年度　437,317件（10月末現在）
　の取付けを行っている。
○　新制度導入後は、違法駐車の減少により、渋
　滞長、旅行時間、駐車関与事故等に顕著な効果
　が現れている。

4,766,06122年度予算額

21年度予算額

22年度見積額 4,766,061

【主要10路線一時間当たりの渋滞長】 

施行前

17年６月～18年５月

１年目

18年６月～19年５月

２年目

19年６月～20年５月

３年目

20年６月～21年５月

12.17㎞

 9.04㎞

 8.45㎞

 7.51㎞



昭和 61 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

○

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

○

千円
千円
千円 千円

５

○　消防隊用可搬ポンプは、震災時に発生が予想
　される同時多発火災及び市街地火災への対応、
　消防活動困難区域等における消防活動体制の確
　保等を目的として配備している。

○　また、昭和61年度から経年劣化している消防
　隊用可搬ポンプの更新を開始した。

○　震災時には、ポンプ車とともに消防活動等に
　活用され、消防団、地域住民等とも連携して、
　有効な運用を図ることとしている。

１

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３

○　現有の可搬ポンプの約４分の１にあたる100台が
　一般的な耐用年数である15年を経過しており、ポン
　プ性能の低下が避けられないことから、更新の必要
　が高まっている。

○　平成21年度の更新及び増強により、累計で431台
　のポンプが配備されているが、このうち７、８年度
　に計178台が整備されているため、更新期に経費が
　急増する。

○　震災時における地域別出火危険度測定等によ
　り、危険度が高い地域から消防隊用可搬ポンプ
　を順次配置するなど、限られた台数の消防隊用
　可搬ポンプを有効に活用する工夫をしてきた。

○　震災の初期段階には、可搬ポンプを運用する
　部隊を編成し、積極的に活用する体制を整えて
　いる。

○　消防隊と消防団、災害時支援ボランティア、
　防災市民組織、事業所自衛消防隊、住民等が連
　携して、被害の軽減に向けた相乗効果を発揮す
　る総合的な消防活動体制を確立するため、地域
　に密着した連携運用訓練を推進してきた。

○　震災時に限らず、水災時や平常時の運用方法
　を明確化し、効果的な活用を図っている。

移管・終了 その他

事務事業評価票

107
消防隊用可搬ポンプの更新 事 業 開 始

（東京消防庁警防部） 事 業 終 了 予 定

６

　更新期の経費の急増を避け、更新年度の一部前倒
しを図ることにより、経費負担の平準化を行うこと
は妥当と考えられる。

拡大･充実 見直し・再構築

拡大・充実

　要求どおり予算を措置する。

39,698
21年度予算額

22年度見積額 22年度予算額事業費

事業費 31,068
39,698

22年度予算で、どのように対応したか

20年度決算額 6,930

見直し・再構築 移管・終了 その他

○　耐用年数を経過した消防隊用可搬ポンプについ
  て、一部更新時期の前倒し等も含め、計画的な更新
  を行い、将来の経費負担の平準化を図る。



平成 17 年度

平成 25 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

○

○

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

事務事業評価票

108
実火災体験型訓練施設の整備 事 業 開 始

（東京消防庁警防部） 事 業 終 了 予 定

拡大･充実

２ どのように取り組み、どのような成果があったか

○　平成17年度には夢の島訓練場、19年度には第
　八消防方面訓練場に実火災体験型訓練施設を計
　２式設置した。

○　この２式を活用し、熱環境でも冷静かつ安全
　に活動できるよう訓練を実施している。

○　火災性状を初期から観察し、最盛期になるま
　での火災の状況及び熱環境を体感することによ
　り、火災が最盛期に至る直前のフラッシュオー
　バーの発生を予期するとともに、発生を抑制し
　退避する時間を稼ぐなど、安全管理技術の向上
　にも寄与している。

４

事業費

１

　一方、耐火造など建物の構造が多様化しているこ
とを考慮すると、今後どのような訓練施設を整備す
るかは十分な検討、検証が必要である。

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

　実火災体験型の施設を活用した消火訓練は、火災
件数の減少や消防隊員の大量退職に伴い、消火活動
経験の少ない隊員が多くなる中で、隊員の資質向上
や安全管理の点で、有効な手法であると考えられ
る。

○　都市構造の複雑化とともに、火災性状が多様
　化しており、特に耐火建物の火災では、濃煙、
　バックドラフト、注水による吹き返しなど、非
　常に危険な火災性状が多発する。

○　このような火災性状に近い環境下で訓練を行
　い、消防隊員に経験を積ませるためコンテナ内
　で実際に木材を燃焼させる方法で、実火災を体
　験することができる訓練施設の整備を開始し
　た。

21年度予算額

20年度決算額 －        

その他移管・終了

６

25,000

○　本施設での訓練は反復して経験を積ませる必要が
　あることから、年間で複数回の訓練を実施すること
　が望ましい。

○　現在２式ある訓練施設を効率的に活用し訓練を実
　施しているが、１年間に全隊が複数回訓練を実施す
　るには施設数が不足している。

見直し・再構築

22年度見積額 20,000

拡大・充実

○　平成21年度には、第二消防方面訓練場に３号基の
　設置を進めている。

○　22年度においても実火災体験型訓練施設を１式増
　設し、段階的に訓練実施回数を増やしていく。

○　今後は、コンテナ型訓練施設のさらなる増設のほ
　かに、耐火造建物で実火災を体験できる訓練施設の
　整備もあわせて検討していく。

その他

22年度予算額 20,000

22年度予算で、どのように対応したか

○　要求どおり予算を措置する。

○　平成23年度以降の訓練施設の整備については、今
　後十分な検討、調整を行うこととする。

事業費

見直し・再構築 移管・終了



平成 4 年度

平成 24 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円

２

20年度決算額

○　補助事業を平成24年度まで延長するとともに、各
　種取組を実施することにより電動化を促進し、市場
　の品質管理の一層の向上を進める。

○　市場関係業者及びその団体に対し、電動車の購入
　費用またはリース費用の一部を補助するための予算
　を措置する。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか

事務事業評価票

109
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

電動小型特殊自動車購入費等補助
（中央卸売市場管理部）

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

環境基本法第16条、都中央卸売市場条例施行規則97
条、都小型特殊自動車等の電動化等の推進に係る補
助金交付要綱

○　市場内運搬におけるモータリゼーションの進
　展（小車等から内燃式小型特殊自動車への転換
　）により、市場内の大気環境が急激に悪化し
　た。

○　市場内大気環境の改善には、市場内で約６千
　台が稼動する小型特殊自動車（ほとんどが場内
　事業者の所有・利用にかかるもの）の電動化が
　必要不可欠である。

○　場内事業者に小型特殊自動車の電動化を促す
　ことによって市場内の大気環境を改善し、市場
　内労働者の健康保持や市場内流通物の品質管理
　の高度化を目指す。

１

○　直近の経済状況の急速な悪化の中で、電動車導入
　費用の負担が難しいと訴える小規模事業者が多い。

○　平成20年度大気環境測定の測定結果は、未だ都内
　自排局（幹線道路沿い）の中位～高位レベルにあ
　り、近年高まりつつある食の安全・安心の要請に十
　分応えられる状況とはいえない。

○　国の卸売市場整備基本方針（16年10月）で、食品
　品質管理の高度化に向けて、場内搬送車両の「無公
　害化」が求められている。

○　小型特殊自動車の排ガスは、市場内の大気汚染の
　要因となっているが、電動化及び低公害化を推進し
　てきたことにより大気環境は改善されてきている。

○　食の安全・安心への意識の高まりにより、品質管
　理の高度化が求められており、市場内の大気環境に
　ついて改善する必要があることから、未だ内燃式車
　両を所有する小規模事業者の電動化を促進すること
　が重要である。

４

３

93,993

拡大･充実 見直し・再構築

79,422
105,462

移管・終了

○　本事業は平成21年度末終了予定であるが、24年度
　まで３年間延長し、電動化率75％、低公害化率90％
　を達成することを目標とする。

○　上記の目標を達成するため、本事業のほかにも以
　下の取組を行う。
　・耐用年数を経過した内燃車両所有者の把握と電動
　　化キャンペーンの実施
　・充電設備の計画的整備と効率利用の促進
　・クリーンゾーンの拡大

事業費

事業費

○　効果的な補助事業の実現のため、小型特殊自
　動車使用状況等の変化に対応し、各種要綱改正
　を行ってきた。

○　平成16年度から全市場で実施している大気環
　境測定において、20年度に初めて全ての調査地
　点における測定結果が環境基準を下回った。

○　小型特殊自動車電動化率（総台数に占める電
　動車の割合）が６年度末20.3％から20年度末
　57.8％に向上した。なお、20年度末低公害化率
　(総台数に占める電動車と低排出型車の割合)は
　68.7％である。

93,99322年度予算額

21年度予算額

22年度見積額



平成 15 年度

平成 24 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

 
根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

千円
千円
千円 千円事業費

事業費

【事務委託の解消】
○　市町と順次基本協定を締結し、事務委託の解
　消と都への業務移行を推進している。
　（平成21年11月現在、25市町中23市町の事務委
　託を解消）

【経営改善の取組と成果】
○　多摩お客さまセンターの開設により、水道使
　用の中止・開始の手続きのワンストップサービ
　スを実現した。

○　事務委託解消済みの市町では、水道料金を支
　払うことのできる金融機関が大幅に増加するな
　ど、お客さまサービスが向上された。

○　施設の集中管理や広域的な水運用により、給
　水安定性が向上した。

8,676,00022年度予算額

21年度予算額

22年度見積額

３

8,676,000

拡大･充実 見直し・再構築

18,526,611
13,481,000

移管・終了

○　引き続き市町への事務委託を完全に解消するとと
  もに、広域水道としてのメリットを十分に活かし
  た、質の高い水道サービスの実現と、一層効率的な
  事業運営を目指していく。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

その他

どのように取り組み、どのような成果があったか

○　多摩地区の都営水道事業は、これまで25市町
　に事業の一部を地方自治法第153条の２により
　事務委託し、市町ごとに水道事業の運営を実施
　してきたが、事務委託方式では、都の広域水道
　のメリットが発揮されず、事業の効率化にも限
　界があった。

○　このため、市町への事務委託を解消し、都が
　直接事業を運営することで、お客さまサービス
　の向上、給水安定性向上、事業運営の効率化を
　図っている。

１

【業務移行】
○　事務委託の解消に伴う都への業務の移行について
　は、職員配置など各市町の個別事情を勘案し、徴収
　系・給水装置系・施設管理系の３つの業務に分割し
　て段階的に移行した。
　
【都としての体制構築】
○　市町からの人員の引継ぎを行わないことや都職員
　の増加を抑制するため、都の業務執行体制において
　は、東京都監理団体を活用した新たな体制を構築し
　た。

○　ワンストップサービスを実施するなど、事務委託
　方式を解消したことにより、お客さまサービスの向
　上と事業運営の効率化が認められる。

○　着実に事業を実施するため、引き続き関係機関と
　の調整が重要であると考える。

４

事務事業評価票

110
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

多摩地区水道の広域的経営（事務委託解消）
（水道局多摩水道改革推進本部）

２

20年度決算額

○　事務委託の完全解消に向け、局案どおり対応す
　る。

拡大・充実

６

その他

見直し・再構築 移管・終了

22年度予算で、どのように対応したか


