
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

　
23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円歳出

見直し・再構築

21年度決算額

22年度予算額

23年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 208,90723年度予算額

歳
入

歳
出

21年度決算額

22年度予算額

23年度見積額

174,674

209,645

○　都民の利便性を確保するためにも、引き続き事業
　を実施することは妥当と考える。

○　利用実績と、クレジットカード収納の導入を踏ま
　えた内容であることから、局案どおり予算を計上す
　る。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

地方自治法施行令

【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となったことを契機とし
　て、16年度よりコンビニエンスストア収納事務
　委託を開始した。

１

○　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。

○　都民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
　　固定資産税・都市計画税、個人事業税、不動産取得
　　税等にも拡大
　・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

４

３

２

事業評価票

3
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

コンビニエンスストア収納事務委託
（主税局徴収部／一般会計）

移管・終了

○　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。

○　一方で、平成23年度より、クレジットカード収納を
　開始することから、収納規模を精査した上で、引き続
　き事業を継続していくことが適当である。

【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】
○　納税者の利便性向上
　・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12,000店舗（金融機関＋コンビニ）
○　自動車税の徴収率の向上
　　平成16年度：96.7％⇒平成21年度：98.0％
　　　（全国８位）　　　　　（全国５位）
○　コンビニ利用率の増加（件数ベース）
　　平成19年度　17.8%（29.0%）
　　平成20年度　19.5%（33.0%）
　　平成21年度　21.2%（36.2%）*( )は自動車税

その他

208,907

千円

千円

千円

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 23年度予算額 －

○　コンビニエンスストア収納については、利用者の
　増加実績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、クレジットカー
　ド収納の実績等も踏まえ、今後検証していく必要が
　ある。

６



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円6,757

歳入 23年度予算額 1,829
23年度見積額 1,829 23年度見積額 6,757 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　基金を活用した改善を行うとする局案どおり予算
　を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 4,811 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　専用のＩＤ、パスワードを付与した機関のみ
　がアクセスできるサイトとすることで情報の機
　密性を保持しつつ、これまで紙ベースで提供し
　てきた情報を、検索可能なデータベースとして
　提供することで、相談処理に有効な情報を速や
　かに共有することにより、都域全体の相談処理
　のレベルアップに貢献してきた。

○　利用機関である区市町村からも情報の書き込
　みを可能とすることで、相談機関相互の情報交
　換を可能にし、被害の未然防止・拡大防止を効
　果的に進めてきた。

○　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」を活用し、平成23年度に検索機能の改善
　等を行い、都域全体のより迅速・的確な相談対応を可
　能にする。

－ 22年度予算額 4,928 千円

○　都内の消費生活相談機関が関連の行政情報や
　事業者情報等を共有して、迅速・的確な相談処
　理、厳正な事業者指導等に活用できるよう、消
　費生活相談支援サイト（以下「サイト」とい
　う。）を平成19年度に開発し、20年４月から本
  格運用している。

○　現行のサイトの検索機能は、フリーワードによる検
　索方式に限られており、情報の掲載年度、分類等に関
　わらず、該当するすべての情報が表示される。これに
　より、必要とする情報に迅速にたどり着くことが難し
　いケースが生じており、サイトを利用する複数の区市
　町村から、より効率的な相談処理のため、検索機能を
　改善するよう要望が出ている。
○　平成21年度の都域全体での受付相談件数は
　128,154件（前年比2.3％増）で、うち区市町村件数は
　91,410件と全体の71％を占めており、住民に身近な区
　市町村の消費生活相談窓口の充実強化は、都民が安心
　して消費生活を送る上で大変重要である。
○　都民の消費生活を守るため、増加する様々な消費者
　トラブルに対し、迅速かつ適正に対処できるよう、サ
　イトの検索機能を向上させ、都域全体の相談機能を更
　に充実させる必要がある。

○　消費者被害が高度化・多様化する現状において、
　必要な情報を迅速に収集することが困難である現行
　の検索機能について、見直しが必要であるとした視
　点は適切であり、迅速かつ的確に関連情報を収集で
　きる環境を整備することは必要であると認められ
　る。

○　また、本事業の実施に際しては、可能な限り消費
　者行政活性化基金を活用するとしており、集中的な
　消費者行政機能の強化という基金そのものの設置主
　旨にも合致することから、適切な財源の活用である
　と考えられる。

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

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

事業評価票

4
消費生活センター機能強化事業（消費生活相談支援サイトの充実） 事 業 開 始

（生活文化局東京都消費生活総合センター／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円31,269

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 31,269 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　これまでの取組成果を活用した戦略的な広報展開
　は、妥当であると判断する。

○　普及啓発対象を企業やビジネスマンへとシフトし
　見直しを図ることは有効であることから、局案どお
　り予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 51,033 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　地球温暖化対策に関する局事業等のＰＲにつ
　いて、従来型の手法（各対策のキャンペーン時
　期などに合わせて、単発的にＰＲを実施する手
　法）を見直し、次のとおり展開してきた。

○　都民の行動を変革していくために、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を実施した。

○　アンケートで他の民間広告の平均よりも信頼
　度・好感度など全体的に高い評価を得られたほ
　か、一括することによって規模のメリットを創
　出（掲載紙面や回数を確保）し、コストに比し
　て効率的な広報事業を実施できた。

○　家庭部門に対して広報事業を実施してきた成果を活
  かし、来年度は企業・ビジネスマンを普及啓発対象の
　中心とした戦略的な広報を展開する。

○　企業向けのセミナー実施等に合わせ、企業に影響力
　のあるメディアとタイアップし、温暖化対策に関する
　特集記事・関連広告等を通じ、都の考えや環境先進企
　業の取組などを戦略的に発信することで、環境に投資
　することが今後の企業成長に不可欠になるという気運
　を高め、積極的な行動を促していく。

－ 22年度予算額 35,228 千円

○　都は、「10年後の東京」への実行プログラム
　で、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。

○　この目標を達成するためには、各制度、施策
　を実施するとともに、ＣＯ２削減に向け、都民
　を巻き込んだ東京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。

○　そのためには、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。

○　平成22年度は、普及啓発対象を家庭・主婦層を中心
　に日常生活において実践できる省エネ行動等を呼びか
　け、一定の成果が得られた。

○　しかし、温暖化対策は、家庭対策と企業対策がいわ
　ば車の両輪として機能することが重要であり、昨今の
　厳しい経済状況下にあって、過去２年間家庭対策を行
　ってきた成果を活かし、企業対策としてのムーブメン
　トを醸成することが強く求められている。

○　平成22年度の取組については、従来の手法と比較
　し、一定の成果があったものと考えられる。

○　企業の温暖化対策を、より効果的に推進していく
　ためには、これまでの成果を活かしたＰＲを行って
　いくことは有効である。

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

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

事業評価票

8
環境に関するムーブメントの醸成 事 業 開 始

（環境局環境政策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円－

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 － 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　国の制度構築に伴い、独自制度の構築を見送るこ
　とは妥当であると考え、本事業を終了とする。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 － 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　都は、都内における新築住宅の地球温暖化対
　策として、断熱性の高い建材、住宅付帯設備の
　省エネ化など省エネ住宅の設計及び施工につい
　て独自の評価基準を設けるとともに、この基準
　を満たす住宅メーカー等を認定することで、省
　エネ性能の高い住宅へ誘導する制度の創設を検
　討してきた。
○　また、国に対して住宅に対する省エネ化の促
　進について、実効性ある制度の創設を要望して
　きた。
○　そのような中で、国において、省エネ法の一
　部が改正され、戸建建売住宅を販売する事業者
　に住宅のエネルギー利用の効率性についての向
　上を図る努力義務が規定されるなど、省エネ性
　能の高い住宅が普及していく仕組みが構築され
　た。
○　また、住宅リフォームに当たって、より住宅
　の省エネ化が促進される住宅エコポイント制度
　も創設された。

○　国において都の目指す制度と類似の制度が構築され
　たため、独自の制度を構築する必要性が薄れた。

○　このことから、制度の創設は見送ることとした。

－ 22年度予算額 1,482 千円

○　都内における家庭部門の二酸化炭素排出量は
　増加傾向にある。

○　家庭部門の削減目標値（2020年までに2000年
　比20％程度削減）を達成するには、省エネ設備
　機器の普及や住宅の省エネ性能の向上が不可欠
　である。

○　断熱性の高い建材など、住宅付帯設備の省エ
　ネ化など都が定める基準に基づき住宅事業建築
　主を認定し、省エネ性能の高い住宅供給を誘導
　し環境に配慮した住宅の普及促進を図る。

○　国において都の制度構築の目的と同様の制度が省エ
　ネ法で規定されたため、都においても制度を構築した
　場合、重複した制度となってしまう。

○　都の働きかけにより、国が制度構築を行ったこと
　は一定の成果があったものと考える。

○　国が創設した制度については、都が検討していた
　制度を充足するものであり、独自の制度を構築する
　必要性は薄い。

東京都環境基本計画

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

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

事業評価票

9
省エネ住宅供給事業者認定制度の創出 事 業 開 始

（環境局都市地球環境部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 23 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円19,588

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 19,588 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　小笠原ビジターセンターに指定管理者制度を導入
　することは有効であると考えられることから、局案
　どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 16,641 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　来館者に対して、小笠原諸島の歴史・文化、
　自然情報等を映像・パネル等により提供すると
　ともに、自然公園の保護と利用について、わか
　りやすく解説、説明を行っている。

○　また、大人から子供まで、誰もが楽しみなが
　ら小笠原の自然について理解や知識を得られる
　よう、様々な企画展示や自然教室等を開催して
　いる。

○　毎年、約１万４千人が来館しており、小笠原
　における効果的な情報発信、利用者指導等の拠
　点施設となっている。

○　小笠原ビジターセンターは、小笠原の自然の保護と
　適正な利用を図る拠点として、新たに指定管理者制度
　を導入することにより、利用者サービスの向上と都立
　大神山公園との施設等の一体的な管理を推進してい
　く。

【利用者ニーズへの迅速かつ柔軟な対応】
　・利用者案内窓口の一元化等により、施設の修繕やそ
　　の他サービスにおける要望等に迅速かつ柔軟に対応
　　する。
【創意工夫を活かした事業展開】
　・地元団体等との連携による多様なイベント・企画展
　　示や独自の発想による自然教室等を実施する。

－ 22年度予算額 20,311 千円

○　小笠原ビジターセンターは、昭和47年に小笠
　原諸島が国立公園に指定されたことを受け、都
　立大神山公園の教養施設として63年に開館し
　た。その後、平成14年に都立自然公園条例に基
　づく自然公園施設となり、現在に至っている。

○　小笠原ビジターセンターでは、来館者に小笠
　原の素晴らしさを伝えるとともに、自然公園に
　おける利用者の安全かつ適正な利用を促し、ま
　た、自然を守り育てる意識を培うため、自然・
　人文等の情報提供及び利用者指導等の拠点施設
　となることを目的としている。

○　施設規模：924㎡

○　小笠原ビジターセンターと都立大神山公園では、管
　理運営の所管局が異なっており、利用者の利便性向上
　のため、施設等の一体的管理を行う必要がある。

○　また、今後予想される来島者の増加を見据え、多様
　化する利用者ニーズへの対応、地元の団体等と連携し
　たイベント・企画展示の実施など、自然公園施設にお
　ける利用者サービスの向上を図るとともに、より一層
　効率的な管理運営を行っていくことが必要となってい
　る。

○　サービスの向上と管理運営の効率化を図るため、
　隣接する大神山公園と一体的に指定管理者制度を導
　入することは有効であると考える。

○　一方で、指定管理者制度の導入後は費用対効果も
　踏まえた効果検証が必要である。

東京都自然公園条例

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

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

事業評価票

10
小笠原国立公園等の管理（小笠原ビジターセンター） 事 業 開 始

（環境局自然環境部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円52,636

歳入 23年度予算額 27,650
23年度見積額 27,650 23年度見積額 52,636 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　これまでの医療連携体制を活かしつつ、地域連携
　の主体となる肝疾患診療連携拠点病院を設置するこ
　とで、一元的な取組が可能になることから、局案ど
　おり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 7,401
歳
出

21年度決算額 30,685 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他【取組】
○　国は平成19年度に、都道府県において原則１
　か所設置する肝疾患診療連携拠点病院を中心と
　した医療連携体制の構築を進めることを示し
　た。
　　しかし、都は他の道府県と異なり、数多くの
　医療機関がある特性から、国の方式では、末端
　まで情報が伝わらず、医療連携が十分に機能し
　ないという問題があった。そこで、まずは専門
　医療機関とかかりつけ医の連携促進を図り、基
  盤が整った段階で拠点病院を整備することとし
  た。
【成果】
○　地域肝炎診療連絡会議により、専門医療機関
　とかかりつけ医の医療連携を着実に推進した。
○　肝臓専門医療機関における診療体制の強化と
　治療水準の向上のため、肝臓専門医療機関連絡
　会を設置し、肝炎診療ネットワークの一層の充
　実を図った。

○　「ウイルス肝炎受療促進集中戦略」終了後におい
　て、医療機関の地域連携を継続的・統一的に行ってい
　くため、地域連携の主体となる肝疾患診療連携拠点病
　院を区部と多摩に各１か所ずつ設置する。
　　これにより、都内の医療水準の均てん化を図るとと
　もに、これまでの成果である専門医療機関とかかりつ
　け医との連携を活かして、拠点病院を中心とした医療
　連携体制を構築する。

○　患者への支援を充実させるため、拠点病院に患者相
　談の窓口となる肝疾患相談センターを設置し、電話で
　も対応可能とするなど、患者が気軽に相談できる体制
　を整備する。

20,933 22年度予算額 43,993 千円

【経緯】
○　区市町村等が実施する肝炎ウイルス検診の陽
　性者が、早期に適切な診断・治療を受けること
　ができるようにするため、平成19年度から５
　か年の計画で、検診受診促進・インターフェロ
　ン治療医療費助成・診療体制の整備を内容とし
　た「ウイルス肝炎受療促進集中戦略」を実施
　し、国に先駆けて短期集中的に総合的な肝炎対
　策に取り組むこととした。
【目標】
○　潜在する陽性者を発見し、専門医の管理下で
　早期に適切な治療等を行えるよう、継続的な保
　健指導の充実や検診受診促進、かかりつけ医と
　専門医による医療連携体制の整備を図る。

○　「ウイルス肝炎受療促進集中戦略」の実施によって
　開始した地域肝炎診療連絡会議において、医療水準の
　向上のため、個別の症例を検討する場として症例懇話
　会等の研修を実施してきた。しかし、同会議は地区ご
　とに実施するものであるため、現在の体制において研
　修の内容に地区間で差が生じている。

○　肝炎患者への支援体制は、対面型相談窓口の設置や
　患者講演会を実施することで対応してきた。肝炎治療
　は、近年の医療水準の向上により在宅での療養生活が
　主流になっており、患者支援の実施方法と患者ニーズ
　に乖離が見られ、十分な支援ができていない状態であ
　る。

○　潜在するウイルス肝炎陽性者を早期に発見し、適
　切な治療等に結びつけるため、地域の肝臓専門医療
　機関とかかりつけ医の連携構築を推進してきた。
　　しかし、研修を地区ごとに実施していることか
　ら、都内の医療水準の統一的な向上を図るための対
　応策が求められている。

○　患者ニーズを把握するためには、患者からの声を
　統一的に集約できる取組を充実させることが必要で
　ある。

国「肝炎対策事業実施要綱」、都「東京
都肝炎診療ネットワーク事業実施要綱」

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

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

事業評価票

11
肝炎診療ネットワーク整備事業 事 業 開 始

（福祉保健局保健政策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円－

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 － 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり、都事業としては終了し、今後は包括
　補助事業として実施する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 46,812 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　推進会議において、望ましい将来像を実現す
　るために必要な取組を検討し、平成20年度及び
　21年度にまとめを作成した。22年度末には事業
　報告書を発行する。
　　また、望ましい将来像の考え方を都民に周知
　するため、シンポジウムを22年度末までに７回
　実施する予定（６回は実施済）であり、合計で
　2,000人弱の都民の参加を見込んでいる。

○　専門部会を二つ設置し、認知症デイサービス
　センター活用事業（試行事業Ａ）、地域連携推
　進員配置事業（試行事業Ｂ）の試行事業をそれ
　ぞれ２地区で実施し、中間検証を２回実施し
　た。検証結果により、来年度の新規事業の構築
　及び国に対して介護保険制度に係る提案を行っ
　た。

○　本事業で検討した内容は、国への制度改正等の提案
　や、試行事業Ａは、高齢社会対策区市町村包括補助事
　業で、試行事業Ｂは、医療保健政策区市町村包括補助
　で新規事業として構築するなど一定の成果を上げたた
　め、事業終了する。（ただし、試行事業Ａについて
　は、国が介護保険制度等として事業化した場合は、そ
　の中で対応。）

○　今後は、試行事業で課題となった点の解決策などを
　区市町村等に報告書を通じて示すなどして、事業の普
　及・啓発に努めていく。

－ 22年度予算額 62,468 千円

○　平成18年６月健康保険法等の一部を改正する
　法律が公布され、24年３月で介護療養型医療施
　設の廃止・療養病床の再編成が決定した。
○　都は、19年12月に「東京都地域ケア体制整備
　構想」を策定し、療養病床再編成に係る基本方
　針及び「10年後の東京における高齢者の望まし
　い将来像」（以下「望ましい将来像」という。
　）を明らかにし、高齢者自らの選択により福祉
　・保健・医療が連携した仕組みで住み慣れた地
　域で生活を継続できることを目標に掲げた。
○　20年４月「東京の地域ケアを推進する会議」
　（以下「推進会議」という。）を設置し、望ま
　しい将来像を実現するための具体策を検討して
　いる。

【試行事業から明らかになった課題】
〔試行事業Ａ:認知症デイサービスセンター活用事業〕
○　職員が宿泊サービスに従事することにより、日中の
　介護保険サービスの人員配置に影響が及ばない適切な
　職員体制を確保すること。

〔試行事業Ｂ:地域連携推進員配置事業〕
○　医療機関から退院後、在宅生活における適切な医療
　の導入には、医療に関する知識だけではなく、本人に
　対するアセスメントに基づくソーシャルワークが必要
　であること。

○　事業実施の結果、試行事業Ａ及びＢの包括補助化
　に結びついたことに加え、国に対しても制度改正を
　提案する等、一定の事業効果があったことが認めら
　れる。

○　今後は、本事業で検討した内容等を区市町村に周
　知し、新たな事業を普及啓発していく必要がある。

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

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

事業評価票

12
地域ケア推進事業 事 業 開 始

（福祉保健局高齢社会対策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 17 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円－

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 － 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり、事業終了とする。

歳
入

21年度決算額 4,500
歳
出

21年度決算額 9,716 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　かかりつけ医認知症対応力向上研修（平成18
　年度から21年度まで）
　・地域のかかりつけ医の認知症に関する知識・
　　技術や、本人や家族支援のための対応力向上
　　（受講者2,556人）
○　認知症サポート医養成研修（17年度から）
　・かかりつけ医への支援や地域の関係機関との
　　連携等を担う認知症サポート医を養成（22年
　　10月末現在284人）（19年度までは予算措置
　　あり。20年度以降は受講者負担で実施。）
○　認知症サポート医フォローアップ研修（21年
　度から）
　・都内の医療資源の状況に応じた連携や、認知
　　症の特性を踏まえた身体疾患管理等の医学
　　的知識を付与することにより、サポート医の
　　機能強化（22年10月末現在83人）
○　都内各地域における、認知症の人及びその家
　族への支援体制の充実を図ることができた。

○　地域の状況を踏まえた連携のあり方を検討する等の
　当面の目的を果たしたことから、本内容による研修は
　終了とする。

○　今後、各地域における認知症対応力の向上は、現
　在、設置に向けて検討を進めている認知症疾患医療セ
　ンターが担う方向で検討する。

○　認知症に係る医療・ケアの状況は日々進歩している
　ことから、全都的に取り組むべき新たな課題が生じた
　場合には、改めて研修等の実施に向けた検討を行う。

－ 22年度予算額 7,420 千円

○　認知症は、早期発見、早期対応が非常に重要
　であり、高齢者と身近に接する機会の多い地域
　のかかりつけ医（主治医）の役割が大切であ
　る。
○　かかりつけ医に対する、適切な認知症診断の
　知識・技術、認知症の人や家族への対応を習得
　するための研修を行う。さらに、専門的な立場
　から、かかりつけ医に対する支援や地域の関係
　機関との連携の推進などを行う認知症サポート
　医の養成を行い、地域における認知症の人への
　支援体制の充実を図る。
○　各研修修了者の名簿を本人の同意のもと公表
　し、認知症の相談先・受診先等を探す際の利便
　性の向上を図る。

○　認知症サポート医フォローアップ研修は、22年度末
　までに認知症サポート医の受講者が一巡した。

○　地域における認知症の人への医療支援体制の充実
　を図るための研修を実施した結果、多くのかかりつ
　け医が受講し、一定の事業効果があったことが認め
　られる。

○　今後は、認知症疾患医療センターが中心となっ
　て、各地域の状況に応じた連携や支援体制を充実さ
　せていくことが妥当と考える。

認知症地域医療支援事業実施要綱

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

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

事業評価票

13
認知症地域医療推進事業 事 業 開 始

（福祉保健局高齢社会対策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



昭和 47 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円491,511

歳入 23年度予算額 316,100
23年度見積額 316,100 23年度見積額 491,511 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　見積額のとおり計上する。ただし、短期宿泊につ
　いては、短期入院やショートステイ等の活用、民間
　や区市町村を実施主体とすることなどの仕組み作り
　を引き続き検討する。

歳
入

21年度決算額 397,765
歳
出

21年度決算額 518,933 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　病室・ホステルでは、精神科病院からの退院
　時に、中間施設として生活訓練等を実施してき
　た。これらは、精神障害者の円滑な地域移行の
  ため、社会資源が未整備な状況において、一定
　の役割を果たしてきた。

○　病室・ホステルについては、入院している精神障害
　者の地域への移行支援やグループホーム等の地域生活
　基盤の整備が進んできたことから、平成22年度末に廃
　止し、そのノウハウを、アウトリーチ支援の実施な
　ど、精神障害者の地域生活の安定化及び地域関係機関
　への支援に活用していく。

○　現在モデル実施しているアウトリーチ支援は、平成
　23年度から本格実施する。見直し後の施設について
　は、アウトリーチ支援との緊密な連携のもと、精神障
　害者の地域生活の安定化を図るため、症状の悪化など
　により一時的に地域生活ができなくなった場合に短期
　的に利用できる施設を運営する。

529,935 22年度予算額 557,317 千円

○　精神保健福祉センターは、「精神保健及び精
  神障害者福祉に関する法律」に基づき、精神保
  健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るた
  めの機関であり、都道府県に必置の機関であ
  る。

○　精神保健福祉に関する普及啓発、調査研究、
  精神保健福祉相談、区市町村等関係機関への技
　術指導・援助、人材育成、精神医療審査会業務
　等を実施しているほか、精神障害者の円滑な地
　域移行のため、入所訓練部門（病室・ホステル
　）を運営してきた。

○　精神保健福祉施策が、入院医療中心から地域生活中
　心へと大きく転換する中において、精神障害者が地域
　で安定した生活を送るためには、適切な医療を継続し
　て受けることが重要である。

○　一方で、医療中断や未治療により、入退院を繰り返
　すなど困難な事例も生じており、そうした事例へのタ
　イムリーな介入や地域で対応する人材育成の強化とい
　った、地域における対応力の強化が課題である。

○　平成22年度から、区市町村や保健所との密接な連携
　・協力のもと、困難事例に対応するため、専門職チー
　ムによるアウトリーチ支援モデル事業を実施してい
　る。

○　精神保健福祉施策が入院医療中心から地域生活中
　心へと大きく転換する中、退院促進支援事業の実施
　などによる地域への移行支援、グループホームなど
　の地域生活基盤の整備が進んでいる。

○　一方で、区市町村や保健所による困難事例への対
　応力に限界があり、身近な地域における専門的な支
　援は必ずしも十分とはいえない状況にある。

○　こうした状況を踏まえ、都がこれまで実施してき
　たアウトリーチ支援モデル事業などのノウハウを活
　かしながら、区市町村や保健所の個別支援力向上、
　地域の医療資源との連携体制の構築を図ることは有
　効と考える。

○　ただし、短期宿泊については、短期入院やショー
　トステイ等を活用した仕組み作りを検討すべきであ
　り、地域の実態に応じて民間や区市町村により実施
　されるべきと考える。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律

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

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

事業評価票

14
総合精神保健福祉センターの運営（中部・多摩） 事 業 開 始

（福祉保健局障害者施策推進部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円3,536,634

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 3,725,704 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　シニアレジデントについては実態を踏まえて規模
　をより精査するとともに、サブスペシャリティレジ
　デントについては学年進行に伴う増員分を確保する
　こととし、必要な予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 2,791,299 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　東京医師アカデミーを平成20年４月に開講
　・１期生(20年度)102名
　・２期生(21年度) 92名
　・３期生(22年度)103名　を採用

○　卒後３～５年を対象としたシニアレジデント
　及び主に卒後６～８年を対象としたサブスペシ
　ャリティレジデントを活用して当直体制の維持
　を図るなど、都立病院の安定的な運用に寄与

○　若手医師育成のための研修体制の充実
　・アカデミー生一人ひとりに指導医配置
　・指導医育成のための指導医資格取得支援
　・指導医業務手当創設
　・シミュレータの導入等による学習環境整備
　・国内外医療機関から講師招聘
　・災害医療研修、臨床研究合同発表会等を開催

○　シニアレジデント修了生を優先的に都立病院に採用
　していくなど、都立病院の医師充足を図る。また、他
　の公的医療機関等へ輩出する修了生を含めて、修了者
　ネットワークを構築し、都立病院を支える人材として
　活用を検討する。

○　各都立病院の実態を踏まえたシニアレジデント定数
　の見直しを行う一方で、サブスペシャリティレジデン
　トについては学年進行に伴う増員分を確保する。

○　アカデミー生研修プログラムのブラッシュアップを
　継続的に図ることで、より質の高い研修を実施する。

－ 22年度予算額 3,977,658 千円

○　勤務条件の厳しさを背景とする勤務医離れの
　傾向に加え、平成16年度から導入された臨床研
　修医制度の下、全国的に大学医局でのマンパワ
　ー不足が生じ、医師の引き揚げが行われた影響
　などにより都立病院においても医師に欠員が生
　じた。

○　病院ごとに実施してきた後期専門臨床研修を
　都立病院全体で実施し、スケールメリットを活
　かした豊富な症例やＥＲ研修等をフルに活用し
　て、総合診療能力と高い専門性を備えた若手医
　師を育成・確保する体制を確立する。

○　平成22年度末に初めてのシニアレジデント修了生を
　輩出する予定であり、修了生を優先的に都立病院に採
　用する仕組みを構築する必要がある。

○　開講３年目となり、病院実態に応じたシニアレジデ
　ントやサブスペシャリティレジデントの規模の検討が
　必要である。

○　優秀なアカデミー生を育成していくために、研修プ
　ログラムの一層の工夫を図る必要がある。

○　都立病院においても医師不足が生じていることか
　ら、スケールメリットを効率的に活用した上で、優
　秀な若手医師を育成・確保していくことが急務とな
　っている。

○　人材育成に当たっては、引き続き研修プログラム
　の効果的な見直し等を行っていくべきであるが、医
　師アカデミーが開講して３年目を迎えており、シニ
　アレジデントの規模について再整理が必要である。

○　平成22年度末からシニアレジデント修了生を輩出
　する予定であり、修了後の活用方法を速やかに検討
　する必要がある。

第二次都立病院改革実行プログラム

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

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

事業評価票

15
東京医師アカデミーの運営 事 業 開 始

（病院経営本部経営企画部／病院会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円180,160

歳入 23年度予算額 121,876
23年度見積額 121,876 23年度見積額 180,621 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　診療体制の効率化による医療の質の向上を図りつ
　つも、収支バランスを考慮した適正配置を検討する
　こととし、必要な予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 42,134
歳
出

21年度決算額 36,528 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　医療クラーク導入状況
　・平成19年度には労働者派遣委託としてＥＲ３
　　病院に配置（５人）
　・20年度には産科医の事務補助として拡大（34
　　人）
　・21年度には全都立病院に拡大（48人）
○　22年度には非常勤職員化することで継続性を
  担保するとともに、基本的な補助体制を確立し
  た。（65人）
○　診療報酬の状況
　・20年度診療報酬改定により、医師事務作業補
　　助加算が新設
　・22年度診療報酬改定により、医師事務作業補
　　助加算が拡大
○　医師事務作業補助加算取得（100対１）を基
　礎として体制を整え、医師ができるだけ診察に
　専念できる環境を整えた。

○　医師事務作業補助体制の効率的な運用を行うため、
　医療クラークの業務内容の見直しを適宜行う。

○　平成23年度においては、既に取得している医師事務
　作業補助加算を維持しつつも、現状の人数の中で、よ
　り上位の医師事務作業補助加算（75対１）を取得でき
　るように、効率的な人員配置を行う。

○　医療クラーク導入による収支バランスを検証し、今
  後の医療クラークの適正配置について検討する。

76,467 22年度予算額 187,187 千円

○　深刻な医師不足の中で、医師ができるだけ診
　察に専念できるように、医師事務作業補助者（
　以下「医療クラーク」という。）を配置し、医
　師の周辺事務作業の効率化を図る。

○　医師の負担軽減を図りつつも、診療報酬の動
　向を踏まえ収支のバランスを図りながら、医療
　クラークを配置している。

○　平成22年度の診療報酬改定により医師事務作業補助
　加算が拡大したことや現在の医療クラーク配置が少数
　であることから、更なる医療クラーク配置拡大の要望
　が強い。

○　全都立病院に医療クラークを導入してから１年経過
　したため、収支バランスを検証する必要がある。

○　医師の限られた人員配置において、医療クラーク
　の活用は医師への負担軽減のみならず、効率的な診
　療体制の構築に不可欠な状況にある。

○　医療クラークの配置に当たって、診療報酬体系を
　勘案した上で収支バランスを検証することは妥当で
　ある。

第二次都立病院改革実行プログラム

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

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

事業評価票

17
医師の負担軽減 事 業 開 始

（病院経営本部サービス推進部／病院会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円38,147

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 38,147 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　これまでの成果を踏まえ、地方選考の見直しなど
　事業内容を精査した上で実効性の高い取組に厳選し
　ていることから、局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 45,950 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他【取組】
○　看護師採用選考制度の改正
　・採用区分（Ⅰ類・Ⅱ類）の統合
　・選考方法の簡略化
　・受験資格の拡大
○　就職説明会の実施（平成22年度）
　・主催２回、民間参加13回
○　地方養成学校への訪問（22年度）
　・１回（３校）
○　地方選考の実施（22年度）
　・５都市

【成果】
○　これらの取組により、22年度採用選考の新卒
　申込者数は前年度に比べ、約120名程度増加し
　た。

○　まとまった人数の確保が必要である新卒看護師を中
　心にＰＲ活動を展開するとともに、「東京看護アカデ
　ミー」による充実した人材育成等、最新かつ正確な情
　報を受験生に発信し、優秀な人材確保のために受験者
　数の確保に取り組む。

○　優秀な人材を確実に確保するため、内定者セミナー
　を実施し、都立病院以外への流出を防ぐ。

○　応募者数を踏まえ、地方都市選考を５都市から３都
　市に縮小するとともに、効果が薄いダイレクトメール
　の送付を見直す。

－ 22年度予算額 74,433 千円

○　これまでも新卒者の採用や年度途中の中途採
　用の実施により、欠員の補充を行い、看護師の
　確保を図ってきたが、平成18年度の診療報酬改
　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ため、都立病院
　においても採用活動を強化し、看護師の確保に
　取り組む。

○　病院事業は、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。より高い専門能力
  を持った人材の確保を目指し、採用活動の強化
　に取り組んでいく。

○　競争倍率の上昇による不合格者数の増加、合格後に
　希望病院へ配属される確率の低下など、受験生からみ
　てマイナス要因が増えており、今後の受験者数の減少
　が危惧される一方で、優秀な人材を確保するために、
　一定程度の競争倍率を保つ必要がある。

○　平成22年度採用選考においては、近年の採用活動強
　化の成果もあり、受験者数は増加しており、必要な取
　組は引き続き強化していく。
　　一方で、受験者が著しく少ない地方選考の都市や、
　就職説明会の参加に必ずしも結びついていないダイレ
　クトメールの送付など、効果の薄い取組については規
　模や内容を精査する必要がある。

○　病院事業においては、人材が医療の質に直結する
　ことから、単なる看護師数の充足に向けた採用活動
　にとどまることなく、優秀な人材確保対策の強化に
　取り組んでいくことが必要である。

○　質の高い看護師を確保するため、これまで採用選
　考制度の改正や地方選考等を実施しており、受験者
　数の増加に結びついている状況にある。

○　一方で、優秀な内定者の流出を防ぐための取組も
　採用活動の重要な要素の一つであることから、強化
　すべき課題である。

第二次都立病院改革実行プログラム

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

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

事業評価票

18
看護師採用活動の強化 事 業 開 始

（病院経営本部経営企画部／病院会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円－

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 － 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　特別会計を設置して区分経理することを必ずしも
　必要とする事業規模を想定できないことなどから、
　一般会計に移行し、実態に即した効率的な事業運営
　を行うこととする。

歳
入

21年度決算額 134,922
歳
出

21年度決算額 5,573 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成12年度から21年度までの過去10年間にお
　いて農業改良資金については14件、就農支援資
　金については32件の貸付実績があった。

○　農業改良資金については、農業者に対して農
　畜産物の加工・新作物への取組や新技術導入に
　必要な資金の貸付けを行うことにより農業経営
　の改善に寄与してきた。

○　就農支援資金については、知事が認定した就
　農計画に基づき、新規就農者に対して農業技術
　・経営方法の習得に必要な研修費用や、農業経
　営を開始する際に必要となる施設・機械等の購
　入資金の貸付けを行うことにより就農の促進に
　寄与してきた。

○　制度改正に伴い、農業改良資金の貸付業務が終了す
　ることに加え、就農支援資金については一般会計での
　経理が可能であることから、平成23年度からは特別会
　計から一般会計に移行して事業を実施する。

○　農業改良資金における農業改良措置の認定（貸付資
　格認定）は引き続き都が実施することとなるため、普
　及活動とあわせて意欲ある農業者の経営改善を支援で
　きるよう、制度活用の周知等を図っていく。

○　また、就農支援資金についても、引き続き新規就農
　者の支援を行うために事業を継続していく。

86,000 22年度予算額 86,000 千円

○　都内農業の持続的な発展を図るためには、効
　率的かつ安定的な農業経営を担うべき人材の育
　成が不可欠であり、農業の担い手と新たに就農
　しようとする者に対して、経営改善や技術・経
　営方法の習得その他必要な資金について、特別
　会計を設置し、農業者等に無利子で貸付けを行
　っている。

○　具体的には、農業経営の改善に向けた新たな
　取組等を支援する農業改良資金、新規就農に必
　要な研修資金や準備資金を貸付ける就農支援資
　金の各事業を実施している。

○　農業改良資金については、農作物価格の低迷等によ
　る農業者の投資意欲の減退や低金利による他資金の活
　用等により貸付実績が全国的に減少傾向であった。
○　このため、国において農業改良資金助成法の改正等
　による制度改正が実施され、平成22年10月１日付で農
　業改良資金融通法が施行された。
○　この制度改正により、貸付主体が都道府県から（株
　）日本政策金融公庫等に変更される一方、今後、都道
　府県においては貸付に係る資格認定（農業改良措置の
　認定）及び法改正前の貸付金の償還業務等を実施する
　こととなった。
○　また、農業改良資金助成法に定められていた都道府
　県の特別会計設置規定が削除されたため、改正後は、
　地方自治法に基づく特別会計の設置又は一般会計への
　移行による経理を選択する必要が生じている。

○　農業経営の改善や、新規就農に寄与してきたが、
　近年は実績が減少傾向にある。

○　農業改良資金助成法が改正され、貸付主体が（株
　）日本政策金融公庫等に変更され、都の本制度にお
　ける業務が限定的となるなど、法改正への対応が必
　要である。

○　就農支援資金については、引き続き制度活用の周
　知を図るなどして、着実に業務を実施していくこと
　が必要である。

農業改良資金助成法、青年等の就農促進のた
めの資金の貸付け等に関する特別措置法

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

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

事業評価票

22
農業改良資金助成会計 事 業 開 始

（産業労働局農林水産部／農業改良資金助成会計） 事 業 終 了 予 定

　23年度予算額（一般会計）
　　　歳入　12,203 千円
　　　歳出　36,877 千円



平成 23 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円228,183

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 228,183 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　上記コスト試算も踏まえ、局案どおり予算を計上
　する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 － 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　「東京都子ども読書活動推進計画」の実施（
　平成15年度～19年度）
　〈取組内容〉
　・司書教諭等に対する研修
　・都立図書館による学校からの相談受付
　・体験学習の受入れ等の支援など
　〈成果〉
　・高校２年生の未読率が約１割減少
○　「第二次東京都子供読書活動推進計画」の実
　施（21年度～25年度）
　　第一次読書活動推進計画を踏まえ策定
　・「指導の重点」（教育課程）に読書活動を明
　　記し、年間を通じた読書指導計画を策定
　・蔵書管理における環境整備を図ることで、未
　　読率半減の目標達成を目指す。
○　司書教諭の全校配置及び活用
○　図書館管理のシステム化（約５割程度）

○　「第二次東京都子供読書活動推進計画」を着実に実
　施し、学校図書館の利用促進を一層推進するため、次
　の事業を実施する。
　・司書教諭を中心とした読書活動の推進
　　司書教諭を中心とした全職員の協力体制により、学
　　校図書館を活用した読書活動の更なる推進を図る。
　・図書館管理システムの導入
　　学校図書館における運営環境の差をなくし、全校挙
　　げて読書活動を推進できるよう、今後２ヵ年計画
　　で、図書館管理システムを導入していく。
　・学校図書館の管理・運営業務の委託化
　　委託に当たっては、学校図書館の利便性を高めるた
　　め、開館時間や開館日数を拡大していく。

－ 22年度予算額 － 千円

○　平成13年12月
　　国による「子どもの読書活動の推進に関する
　法律」の公布・施行
○　15年３月
　　「東京都子ども読書活動推進計画」策定
　　すべての子供が自主的に読書活動に取り組む
　ことができるよう家庭・地域・学校の役割分担
　を示した。
○　21年３月
　　「第二次東京都子供読書活動推進計画」策定
　　読書指導計画を策定し、各学校での組織的な
　取組を徹底するとともに、読書活動推進のため
　の図書館環境を整備していくことにより25年度
　の未読率半減を目指す。

○　「第二次東京都子供読書活動推進計画」の目標を達
　成する上で、次のことが課題となっている。
　・図書館管理システムの導入の遅れ
　　学校間で、図書館管理システムの導入状況が異なる
　　ため、蔵書検索や蔵書管理等運営環境に差が生じて
　　いる。
　・学校図書館の開館時間・開館日数の差
　　学校間での開館時間や開館日数が異なるため、各学
　　校により学校図書館の利用状況に差が生じている。
　・学校司書の大量退職への対応
　　学校司書の大量退職が今後継続するため、早急に何
　　らかの対応を検討する必要がある。

○　教育課程における読書活動の比重が高まる中で、
　図書館管理システムと業務委託化の導入により、生
　徒の読書環境の充実を図ることは妥当である。
○　導入コストについては下記試算により検討した。
　・システム導入コストを、耐用年数期間で試算。
　・図書館業務を委託化した場合、同様の期間で試算
　　すると、現行の運営を継続した場合と比較してコ
　　ストを縮減できる。
　・さらに、委託化による縮減額でシステム導入に係
　　るコストを回収することが可能である。

学校図書館法、学校教育法施行規則

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

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

事業評価票

27
都立高等学校図書館業務管理 事 業 開 始

（教育庁都立学校教育部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

《図書館管理システムの導入（試算）》 （単位：百万円）

シ ス テ ム 購 入 61
機 器 リ ー ス ・ 保 守 等 165

合　　　計 226

《図書館管理業務の一部委託化（発生主義による試算）》

委 託 化 し た 場 合 1,160
現 行 の運 営 を 継 続 した 場 合 1,410

差　　　額 △ 250

区　　　分

区　　　分

23～26年度（耐用年数：４年）

23～26年度



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円110,047

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 110,047 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 87,052 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　採用から３年間の「東京都若手教員育成研修
　」について、従来の文部科学省が例示としてい
　る研修項目を独自に分類・再編したことで、１
　年次（初任者）研修の研修時数・日数を大幅に
　縮減し、児童・生徒との関わりや授業準備など
　の時間を増やすことができた。

○　１年次（初任者）研修の実施状況及び研修効
　果を確認するための調査等を実施した結果、学
　習指導に関する項目で85％が概ね目標に達して
　いるとの回答があり、効果的な研修が行われて
　いる。

○　１年次（初任者）研修における成果と、教員
　としての基礎的な力量形成の課題を踏まえ、23
　年度開始の「２年次研修」の研修項目や内容等
　の工夫・改善を行う。

○　教員としての確かな力量を修得し、活用することの
　できる若手教員を着実に育成していくとともに、教員
　の資質・能力を向上させていくための研修を適切に実
　施していく。

○　平成23年度から開始する２年次研修では、１年次研
　修での課題を踏まえ、ＯＪＴとの関連性を一層強化す
　るなど、より実践的指導力を身につける研修内容を構
　築する。

－ 22年度予算額 98,238 千円

○　都では「東京都教員人材育成基本方針（平成
　20年10月）」に基づき計画的な若手教員の育成
　を実施している。

○　21年度まで実施してきた初任者研修では１年
　間で校内研修300時間、校外研修25日という日
　程であったため、若手教員にとって、児童・生
　徒と関わりや授業準備の時間が足りないなどの
　課題があった。

○　若手教員の育成に関わる初任者研修と現在の
　２・３年次授業研究との系統性が十分に図られ
　ていなかったことから、３年間の研修プログラ
　ムを開発した。

○　採用から３年間で教員を育成する「東京都若手教員
　育成研修」をより一層充実させるため、各区市町村教
　育委員会と緊密な連携、協力を図る必要がある。

○　教員として必要な力量を３年間で確実に身に付けさ
　せるため、各年次ごとに教員の実態や研修の効果など
　から、研修内容・方法を検証した上で、次年度以降の
　研修の工夫・改善を図っていく必要がある。

○　研修体系の抜本的な見直しにより、研修内容の重
　点化や段階的・系統的な研修の実施が可能となり、
　効果的な若手教員の育成が図られている。

○　１年次研修の実施結果を踏まえ、次年度以降の研
　修内容に工夫・改善を加えるなど、適切に見直しを
　行っている。

教育公務員特例法、地方教育行政の組織
及び運営に関する法律

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

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

事業評価票

29
東京都若手教員育成研修 事 業 開 始

（教育庁指導部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円92,608

歳入 23年度予算額 7,089
23年度見積額 7,089 23年度見積額 92,608 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 5,036
歳
出

21年度決算額 83,669 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成22年度においては、一般都民、児童・生
　徒、親子及び障害者本人等を対象とした講座な
　ど430講座を実施している。

○　講座の企画は、外部委員（区市町村教委社会
　教育関係職員、地域代表）を含めた「都立学校
　開放運営委員会」での意見を参考にしながら、
　地域のニーズに応じた講座を企画している。

○　公開講座の実施により、地域での学校理解が
　促進されており、修了者が学校行事等のボラン
　ティアとして参加するなど、幅広い効果が見ら
　れる。

○　講座内容に関する受講生の評価や受講率の状況を踏
　まえ、公開講座の項目や内容の見直しを行う。

○　地域のニーズを的確に捉え、地域的・現代的課題に
　対応した講座（児童生徒や親子対象、ボランティア養
　成等）の充実を図るとともに、広報活動を見直すこと
　で更なる応募者増につなげていく。

7,089 22年度予算額 95,408 千円

○　都立学校開放事業の一環として、都民の共有
　財産である都立学校の有する教育機能（人材・
　施設設備・教材等）を広く開放し、地域に開か
　れた学校づくりの実現を目指し、生涯学習の機
　会を提供することを目的として開始した。
○　平成14年度「都立高校改革推進計画～新たな
　実施計画」（第三次）では、「地域とのパート
　ナーシップを築く学校づくり」の一つの柱とし
　て位置づけている。
○　19年度「特別支援教育推進計画第二次実施計
　画」では、理解啓発の一つとして、特別支援学
　校の「障害者本人講座」と「ボランティア養成
　講座」を引き続き、実施していくこととしてい
　る。

○　高度化・多様化する都民の学習ニーズに対応するた
　め、講座内容の見直しが求められている。

○　特別支援学校のボランティア人材育成講座など施策
　に連動した講座の充実が必要である。

○　受講生の拡大を図るため、広報手段を工夫するなど
　都民への情報提供を一層推進することが必要である。

○　受講率の低い講座の統廃合や、施策及び地域課題
　に即した講座の増設、広報活動の工夫など、事業の
　実施状況を踏まえて、適切に見直しを図っているこ
　とは妥当である。

教育基本法、社会教育法、学校教育法

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

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

事業評価票

31
都立学校公開講座 事 業 開 始

（教育庁地域教育支援部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円2,151,409

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 2,169,789 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 2,003,612 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成17年５月、交通部長通達「警視庁運転免
　許関係事務の民間委託のあり方に関する検討委
　員会設置要綱の制定」が発出され、委託契約の
　方法について検討することになった。

○　また、19年２月にＩＣ免許証関係機器の操作
　説明事務を、19年４月には運転免許証更新連絡
　書等の発送業務等をそれぞれ指名競争入札し、
　民間開放した。このように競争入札を実施する
　ことにより、委託経費のコストダウンを図るこ
　とができた。

○　更なる運転免許業務の民間開放について、検
　討を行っている。

○　運転免許業務のうち総合案内業務等について、平成
　24年度から民間開放を行う。23年度は次年度の本格運
　用に向けて、着実に準備を進めていく。

○　委託先については、契約の競争性と透明性を確保し
　つつ、適切な都民応接に対応できる優良法人を選定す
　るため、総合評価一般競争入札方式により決定する。

○　また、更なる業務の効率化及び都民応接の向上を図
　るため、委託した運転免許業務について総合的に検証
　し、専門的な知識が必要な更新時講習などの他の業務
　についても民間開放することが可能かどうか検討して
　いく。

－ 22年度予算額 2,180,605 千円

○  平成16年12月、規制改革・民間開放推進会議
　から内閣総理大臣に対し、「規制改革・民間開
　放の推進に関する第１次答申」がなされ、その
　中の具体的方策として、運転免許関係事務の民
　間開放に関する事項が盛り込まれた。
○　さらに、当該答申に示された具体的施策につ
　いて最大限尊重し、速やかに取り組むことが閣
　議決定された。
○　これを受けて17年１月、警察庁通知「運転免
　許関係事務の民間委託の見直しについて」が発
　出され、免許関係事務における委託契約の方法
　については、一般競争入札を行うことが望まし
　いとされた。

○　運転免許業務のうち、運転免許試験場における総合
　案内は、試験場業務全般に精通していること、来場者
　の混雑時やトラブル発生時に柔軟かつ総合的な対応が
　できることが必要である。

○　また、更新時講習は専門的な知識を必要とするた
　め、講習水準が維持できるか、といった受託法人の資
　質能力の確保という課題がある。

○　現在までも段階的に運転免許事務の民間委託を図
  ってきたところであるが、総合評価一般競争入札方
  式により、運転免許事務に適した事務能力を有する
  法人に業務を委託する見直しは妥当である。

○　平成24年度以降に開放する業務以外についても、
　効率性や透明性の観点から、引き続き民間委託につ
　いて検討していく必要がある。

道路交通法

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

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

事業評価票

32
運転免許業務委託の民間開放 事 業 開 始

（警視庁交通部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



昭和 46 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円3,075,379

歳入 23年度予算額 7,497,249
23年度見積額 7,497,249 23年度見積額 3,360,637 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案から経費を精査し、所要の予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 6,652,812
歳
出

21年度決算額 3,393,552 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　昭和46年度からパーキング・メーター、62年
　度からパーキング・チケット発給設備の整備を
　開始し、平成22年４月１日現在で約１万７千台
　分の駐車枠が設けられている。

○  21年度は、延べ約2,246万４千台の利用があ
　った。

○　違法駐車車両が未だ多数存在している実情を踏ま
　え、交通の安全と円滑の確保を図り駐車秩序を確立す
　るための施策を推進しながらも、都民からの要望に応
　えるべく事業を再構築していく。

○　このことから、警視庁関係手数料条例を改正し対応
　を図る。

【新設するパーキング・メーター（チケット）料金】

7,545,169 22年度予算額 3,393,431 千円

○  道路上における必要やむを得ない短時間の駐
　車需要に応じ、安全かつ円滑な交通の確保を図
　るとともに、駐車秩序を確立するために時間制
　限駐車区間の規制を行うことになった。これに
　伴い、当該時間制限駐車区間における駐車の適
　正を確保することが必要となったため、パーキ
　ング・メーター又はパーキング・チケット発給
　設備を設置し、管理している。
 
【現行のパーキング・メーター(チケット)料金】
　

○  路外駐車場の整備等により、時間制限駐車区間の駐
　車枠数は年々減少している一方で、制限時間等につい
　てよりきめ細かな運用が求められている。

○　平成21年度に表参道付近で試験的に導入した二輪
　車用のパーキングチケットの利用状況をみても、利
　用回数は増加傾向にあり、二輪車の放置車両確認標
　章取付も約60％減少した。

○　引き続き、交通の安全性や円滑性の確保や利用状
　況などの観点から、導入の効果を十分に検証してい
　く必要がある。

道路交通法

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

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

事業評価票

33
パーキング・メーター等の管理 事 業 開 始

（警視庁交通部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

駐車時間 料金
60分 300円
40分 200円

駐車時間 料金 備考
20分 100円 四輪車
60分 100円 二輪車



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円153,677

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 153,677 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 86,926 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　都民からの救急相談件数は増加傾向にある。
　また、事業開始以来３年間で救急搬送人員に占
　める軽傷者割合は4.7ポイント減少した。 ○　急な病気やけがをした際に傷病の緊急性の判断に迷

　う都民に対し、現行の電話相談に加え、新たに携帯電
　話やパソコンで利用できる「傷病の緊急性を自己判断
　できるツール」を提供し、都民の利便性を更に高めて
　いく。

－ 22年度予算額 142,269 千円

○　都民が急病等の傷病程度に係る緊急性の判断
　に迷う場合などにおいて、緊急受信の要否や応
　急手当等について医学的見地からの助言を行う
　とともに、診療可能な医療機関情報等の提供を
　行うため、平成19年６月に事業を開始した。

○　真に救急車を必要とする都民に対し、適切か
　つ効果的に救急隊が対応できる体制を構築する
　必要がある。

○　制度発足後も相談件数の増加を踏まえ、職員を増員
　しているが、受付可能件数を超えて電話が着信し、都
　民の相談に対応できない件数が増加している。

○　これらの中には、一定の割合で真に救急車の出動が
　必要な緊急事案が含まれていると推測される。

○　救急相談センターの受付件数が増加するととも
　に、救急搬送人員に占める軽症傷病者の割合が減少
　していることから、本センターは適正な救急車の運
　用に寄与していると考える。

○　救急相談センターでの対応のほか、「傷病の緊急
　性を自己判断できるツール」により、都民が傷病の
　緊急性を判断できる選択肢が増加するため適切な見
　直しであると考える。

○　引き続き、本センターへの都民ニーズを把握する
　とともに、都民に対し適切な対応ができるよう検討
　していく必要がある。

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

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

事業評価票

34
救急相談センターの充実強化 事 業 開 始

（東京消防庁救急部／一般会計） 事 業 終 了 予 定
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受付件数（件） 軽症傷病者搬送割合（％）

救急相談センターにおける受付件数と
救急搬送人員に占める軽症傷病者の割合

開設１年目・・H19.6～H20.5
開設２年目・・H20.6～H21.5
開設３年目・・H21.6～H22.5（速報値）



平成 15 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円7,440,000

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 7,440,000 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　平成23年度末までの事務委託の完全解消に向け、
　局案どおり対応する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 12,150,547 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他【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た。
　（平成22年11月現在、25市町と基本協定を締結
　済み。23年度末までに全ての業務移行が完了す
  る予定。）

【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
　払うことが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した。

○　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。

○　平成23年度末までに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。

－ 22年度予算額 8,676,000 千円

○　多摩地区の水道事業は、地方自治法第153条
　の２に基づき、25市町に事務委託を行い、各市
　町ごとに事業を運営してきた。

○　しかし、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。

○　事務委託を解消し、都が直接事業を運営する
　ことで、お客さまサービスと給水安定性の向上
　を図るとともに、事業執行の効率化を目指して
　いる。

【業務移行】
○　事務委託の解消に伴う業務の移行は、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
　設管理系の三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ず、都職員の増加を
　抑制するため、都において東京都監理団体（（株）Ｐ
　ＵＣ及び東京水道サービス（株））を活用した新たな
　業務執行体制を構築した。

○　水道料金の支払いに対応する金融機関が大幅に増
　加するなど、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。

○　平成23年度末までに事務委託を完全に解消するた
　め、引き続き関係機関との調整が重要と考える。

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

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

事業評価票

35
多摩地区水道経営改善の着実な推進（事務委託解消） 事 業 開 始

（水道局サービス推進部／水道事業会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円550,738

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 554,850 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 471,226 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　人事施策と一体となった人材育成の取組とし
　て、職員へ自己申告時に自らの能力開発の具体
　的方法を明示するよう促し、研修ニーズの掘り
　起こしを図った。
　　この結果、平成21年度の職員の職務遂行能力
　向上のための実践力向上研修については、21年
　度計画人員の約1.4倍の受講となった。これを
　踏まえ、22年度計画人員は前年度の1.6倍の設
　定とした。

○　研修を評価し、研修の改善に結びつけるた
　め、研修評価委員会を設置し、研修効果測定・
　評価を実施した。

○　研修成果を活かした配置管理に取り組み、海
　外研修については、その成果が都政に還元され
　るよう、その後の配置管理への反映に努めた。

○　これまでの取組を踏まえて、今後とも（財）東京都
　人材支援事業団と連携し、研修事業の安定的かつ着実
　な実施を推進する。
○　様々な研修ニーズに対し迅速に対応し、実践力向上
　研修等の着実な実施のほか、タイムリー研修やサテラ
　イトセミナーを活用して、都政のタイムリーな課題に
　対して柔軟に対応していく。
○　人事施策と一体となった戦略的な人材育成の実現を
　図るため、各局等と連携し、全庁に共通する課題等に
　関する研修の企画を行う。また、研修成果を効果的に
　職務に活用し、都政へ還元できるよう、配置管理等に
　ついて、引き続き取り組んでいく。

－ 22年度予算額 569,969 千円

○　人材育成を基軸に据えた人事管理の一層の推
　進が不可欠であることから、職員研修の中核的
　役割を担う中央研修体制を再編し、平成21年度
　から研修の企画立案を人事部へ移管し、研修の
　実施を（財）東京都人材支援事業団に委託し
　た。
○　同財団は、都の福利厚生事業を実施し、都の
　状況を理解しており、組織や職員のニーズに応
　じた研修内容の実施が可能である。
○　長期的な視点に立った人材育成を行うため、
　研修企画から配置管理、人事制度の立案までを
　一体的に見据えた育成施策を展開し、研修内容
　の充実と研修ニーズへの迅速な対応に取り組
　む。

○　日々変化する都政の課題や職員の能力開発に対応し
　ていくため、迅速かつ柔軟に研修を実施する必要があ
　る。

○　引き続き、研修評価委員会や受講者アンケート、受
　講後の直属の上司による評価の実施等を組み合わせ
　て、研修効果の測定・評価を実施し、その結果を研修
　の企画や内容の見直しにつなげるなど、不断の改善に
　取り組む必要がある。

○　人事施策と一体となった人材育成への取組を今後も
　一層推進していく必要がある。

○　人材育成の観点から、研修事業が安定的かつ着実
  に実施されることは重要である。

○　研修事業が適切かつ効果的に実施されているか検
　証し、今後も引き続き見直しを行っていく必要があ
　る。

地方公務員法
東京都職員研修規則　等

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

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

事業評価票

37
人材育成事業交付金 事 業 開 始

（総務局人事部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 20 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円758,930

歳入 23年度予算額 323,584
23年度見積額 323,584 23年度見積額 1,100,830 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　平成25年度までに社会福祉施設の耐震化完了を図
　るため、今後も引き続き本補助事業を実施し、耐震
　化の取組を加速させていく必要がある。

○　23年度予算の見積については、過去の実績や今年
　度の執行見込みから勘案して過大なものとなってい
　るため、積算の見直しを行う。

歳
入

21年度決算額 40,639
歳
出

21年度決算額 97,536 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　高齢者・児童・障害者等が利用する施設に対
　して、説明会の開催や関連資料の郵送・ＨＰ掲
　載などを行い、耐震化の普及啓発や事業ＰＲを
　実施した上で、耐震診断・耐震改修経費の補助
　を行った。
○　さらに、耐震化に向けた機運を醸成するため
　に、耐震改修工事の事例紹介や耐震化に向けた
　糸口を掲載したパンフレットを作成・配付し
　た。
○　また、施設に対する郵送調査により、耐震化
　の障害となる課題を抽出・把握した。
○　こうした取組により、都内の民間社会福祉施
　設においては耐震化が進みつつある。

○　当初の計画値を修正し事業計画を見直すとともに、
　施設の取組を促進するために、耐震化に当たっての課
　題解決を積極的に支援する体制の確保に努める。

○　耐震診断経費への補助は23年度をもって事業終了と
　なるため、着実に計画を達成する。診断の結果、耐震
　性が不十分であった施設については確実に耐震改修が
　なされるよう働きかけを行っていく。

758,930 22年度予算額 758,930 千円

○　震災時の被害を抑えるためには建築物の耐震
　化が不可欠である。

○　特に、保育所や高齢者施設などの福祉施設
　は、自力での避難が難しい方たちが多く利用す
　る施設であり、また、その一部は地震発生時に
　被災者の受入機能を果たすことなどから、利用
　者等の安全を守るために、耐震性の確保が喫緊
　の課題となっている。

○　こうした背景を踏まえ、民間社会福祉施設に
　対する補助事業を実施することで、耐震化の促
　進を図る。

○　耐震化を行えない理由として「財務基盤が不十分で
　必要経費が確保できない」、「工事中の代替施設が用
　意できない」等の社会福祉施設特有の課題がある一方
　で、施設側に耐震化に関する基本的な情報が不足して
　いるケースも見られた。

○　当初の事業計画において、補助対象外である「改築
　予定の施設数」が計画値に算入されていたために、規
　模が過大となっていた。

○　震災時の施設入所者等の安全を確保するため、民
　間社会福祉施設の耐震化は喫緊の課題となってお
　り、平成20年度から耐震診断・耐震改修工事に必要
　な経費の補助を実施している。

○　しかし、これまでの補助実績は計画を大きく下回
　る状況にあり、耐震化が遅々として進まない原因を
　分析し、必要な見直しを行う必要がある。

○　20年度、21年度に実施した耐震化に関する調査結
　果を踏まえ、事業計画の修正を行うが、確実な目標
　達成のためには更なる執行体制の確保、事業者への
　働きかけが不可欠である。

耐震改修促進法、東京都耐震改修促進計
画

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

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

事業評価票

42
耐震化の推進 事 業 開 始

（福祉保健局総務部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

【補助実績】

20年度 21年度 備考

耐震診断 12棟 91棟
※補正予算によ
り先行実施

耐震改修 1棟



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円24,978

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 25,374 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　本事業はこれまで実施してきた経営適正化検討
　会、経営適正化検証事業等の成果を踏まえ、社会福
　祉法人の適正な経営確保に向けた取組を本格実施す
　るものであり、法人の経営改善及び悪質な法令違反
　を行う法人の解消に向けた効果が期待されるもので
　ある。

○　平成23年度予算は、積算の見直しを行った上で、
　所要の経費を計上する。

歳
入

21年度決算額 4,656
歳
出

21年度決算額 9,100 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成21年度に学識経験者並びに都及び区市町
　村の職員で構成する社会福祉法人経営適正化検
　討会を設置し、社会福祉法人の経営機能の強
　化、経営基盤の確立に向けた方策等の検討を開
　始した（21年度中に検討会を６回開催）。
○　検討会では、都内の社会福祉法人が抱える経
　営上の課題について、①理事会・監事機能の活
　性化や法人本部機能があるべき役割を果たすこ
　と、②法人の抱える課題をできるだけ早期に発
　見し対応することが不可欠であると確認され、
　それぞれの対応策を議論した。これらの検討結
　果を基に、21年度末に「中間のまとめ」を作成
　した。
○　22年度は、「中間のまとめ」を踏まえ、①社
　会福祉法人役員機能強化研修、②社会福祉法人
　経営適正化検証事業、③社会福祉法人の適正な
　経営確保に向けた区市町村向けガイドブックの
　作成を実施している。

○　平成23年度以降は、社会福祉法人経営適正化検討会
　の検討結果を踏まえ、社会福祉法人の適正な経営の確
　保に向けた次の取組を本格実施していく。
　①社会福祉法人役員機能強化研修
　②「重点指導」相当法人の早期発見・早期対応による
　　法人再建
　③社会福祉法人の適正な経営確保に向けた区市町村研
　　修

24,239 22年度予算額 49,232 千円

○　近年、都の社会福祉法人に対する指導検査や
　運営指導において、理事会運営、事業経営等に
　関し課題を抱える法人や、経営環境の変化に対
　応できていない法人等が見られる。

○　社会福祉事業の担い手である社会福祉法人の
　経営改善及び悪質な法令違反を行う法人等の解
　消に向けて、①法人の機能強化に向けた役員研
　修、②「重点指導」相当法人の早期発見・早期
　対応に向けた取組、③区市町村に対する法人経
　営への適切な関与についてのノウハウの付与を
　行い、多様なニーズに対応した福祉サービスを
　持続的・安定的に確保することを目指す。

○　本事業で検討を進める社会福祉法人の課題分析手法
　・経営改善策を検証するため、都内法人の中から財務
　状況・組織運営・人事管理・事業運営等の経営上の課
　題を有する法人を５法人選定して実施している社会福
　祉法人経営適正化検証事業において、改善の取組への
　着手や進捗状況に遅れの見られる法人がある。

○　都内の社会福祉法人全体の経営機能を強化するため
　の方策として、平成22年度から、理事・監事に対し
　て、①役員自体の資質向上、②理事会及び監事の機能
　の活性化を目的とした研修を実施している（２回実施
　済み）が、研修の受講が最も必要と考えられる法人の
　参加状況が、度重なる受講依頼を行っているにもかか
　わらず、あまり良くない。

○　近年、問題を抱える社会福祉法人による法令違反
　等が発生しており、問題法人の再建等に向けた運営
　指導・指導検査の役割が高まっている。

○　そのため、社会福祉法人の抱える問題レベルに応
　じた判断基準を策定し、悪質な法令違反を行う法人
　を再建させるなどの取組は有効なものである。

○　これまで実施してきた財務分析強化事業、経営適
　正化検討会での検討結果等を踏まえ、法人の適正な
　経営確保に向けた実効性ある事業へと再構築を図る
　ことは妥当と考える。

社会福祉法、社会福祉法人・施設等指導
検査実施要綱等

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

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

事業評価票

43
社会福祉法人経営適正化事業 事 業 開 始

（福祉保健局指導監査部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円170,080

歳入 23年度予算額 76,290
23年度見積額 76,290 23年度見積額 170,080 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　これまでの成果を踏まえ、医療機関が積極的に事
　業実施に踏み出すことが可能となるよう、事業形態
　を提案型からメニュー型に見直しを行うなど、効果
　が見込まれる事業に補助対象を精査していることか
　ら、局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 27,753
歳
出

21年度決算額 197,909 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　本事業は救命救急センター、小児二次救急医
　療機関、周産期母子医療センター等地域の中核
　的な病院を対象とし、各病院の実情に応じた勤
　務医の離職防止と定着を図る取組の提案を受
　け、補助を実施した。

　・勤務環境改善事業
　　交代制勤務の導入促進（４病院）、短時間正
　　職員制度の導入促進（６病院）、当直体制の
　　見直し（９病院）、医師事務作業補助者の配
　　置促進（12病院）、認定看護師の資格取得支
　　援（36名）、院内助産所・助産師外来の設置
　　促進（10病院新設、１病院増設）
　・再就業支援事業（６病院）
　・院内放課後支援事業（１病院）
　・勤務環境改善施設・設備整備事業
　　当直室の整備（２病院）、助産師外来の整備
　　（６病院）

○　事業開始から３年が経過するが、病院勤務医の不足
　や疲弊は深刻な状況が続いており、引き続き勤務医の
　離職防止と定着促進を図っていく必要がある。

○　このため、３年間の実績等を踏まえ、以下の見直し
　を行い、再構築を図る。
　・これまでの提案型から、事業効果が見込まれ、医療
　　機関が申請しやすい事業をメニュー化する「メニュ
　　ー型」の事業形態とする。
　・施設・設備整備事業は、医師の勤務負担軽減に特に
　　効果的であった院内助産所・助産師外来の整備のみ
　　を事業対象とする。

77,878 22年度予算額 420,250 千円

○　都内においても病院勤務医の不足は深刻な状
　況となっており、特に産科、小児科（新生児科
　）、救急部門については、早急な対応が求めら
　れている。

○　これらの医療分野において地域医療を担う病
　院の実情に応じた、医師の勤務環境を改善する
　取組や離職した女性医師等の再就業を支援する
　取組などに係る経費の一部を補助することによ
　り、勤務医の離職防止と定着対策の導入促進を
　図ることを目的として、平成20年度から３年間
　の補助事業を開始した。

○　本事業の実施により、新たに交代制勤務や短時間正
　職員制度を導入した医療機関や、医師の確保ができた
　場合に導入することを検討する医療機関が出てきたも
　のの、提案型であるため、実施に踏み切れない医療機
　関が多い状況にある。

○　施設・設備整備事業については、ソフト事業と連動
　した補助であることや、整備のためのスペースがない
　ことなどの理由により、実施に踏み切れない医療機関
　が多い状況にある。

○　都内における病院勤務医の不足が継続的に生じて
　いることから、勤務医の離職防止と定着対策につい
　ては、引き続き改善に向けた取組を実施していくこ
　とが必要である。

○　本事業のこれまでの事業形態では、医療機関が積
　極的に交代制勤務制度等を導入するための起爆剤と
　しての役割を効率的に果たしてきたとは言い難いこ
　とから、事業の継続に当たっては医療機関が利用し
　やすい形態に見直すことが必要である。

医師勤務環境改善事業実施要綱、医師勤
務環境改善事業補助金交付要綱

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

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

事業評価票

44
医師勤務環境改善事業 事 業 開 始

（福祉保健局医療政策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円－

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 － 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　本事業については終了とするが、これまでの成果
　を踏まえ、就業協力員による中小病院への取組を強
　化することで、引き続き短時間正職員制度の導入も
　含めた看護師確保対策を支援していくこととする。

歳
入

21年度決算額 3,452
歳
出

21年度決算額 3,452 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　短時間正職員制度を導入する都内の300床未
　満の中小病院を対象として、制度導入に伴う経
　費の補助を実施した。
【対象病院】
　・482病院
　（都内300床未満の病院［都立・国立除く］）
【対象経費】
　・代替看護職員経費
　・事務費
　（意識啓発・院内ルール作りに要する経費）
【平成21年度実績】
　・補助申請件数：17件
　・補助交付額：3,452千円

○　また、本事業を活用し、制度導入を促進する
　に当たって、制度導入に係る病院・看護管理者
　がもつ課題や不安要素を解消し、有効性等の理
　解を深めるための講演会を実施した。

○　医療機関の看護師確保を支援する「就業協力員」を
　各医療圏に配置し、短時間正職員制度の導入など、看
　護師の離職防止及び定着促進に向けた中小病院の取組
　を支援していく。

○　医療機関に対して、就業協力員自身の経験や他の施
　設の具体例を紹介するなどきめ細やかなサポートを行
　い、看護師確保を支援していくこととし、本事業につ
　いては終了する。

248,978 22年度予算額 248,978 千円

○　高齢化等による医療需要の拡大や平成18年度
  に７：１看護配置基準が導入されたことなどか
  ら、看護師不足が深刻化し、看護師確保対策を
  一層促進する必要が生じた。
○　看護師不足の解決策の一つとして、短時間正
　職員制度を導入することで勤務環境を改善し、
　看護師の離職防止及び定着、さらには再就業を
　促進することで、看護師の確保を図ることを目
　的としている。
○　改正育児休業法が平成21年７月１日に公布さ
　れ、短時間勤務制度が３歳に満たない子の養育
　をする労働者に対する措置義務となったことも
　あり、21・22年度の２か年緊急事業として実施
　している。

○　短時間正職員制度の導入に当たっては、病院が抱え
　る課題や不安要素（代替看護職員の雇用、人件費コス
　トの増加、職員の理解・協力、就業規則の改正、制度
　適用者の割合等）を解消することが必要であるが、そ
　のための院内調整等に長期間を要することから、申請
　まで至らないケースが非常に多かった。

○　講演会において、制度の仕組みや導入方法及び効果
　について医療機関への説明を行ったが、看護職員の人
　数、勤務形態、年齢構成など、各施設の個別の状況に
　あったアドバイスや指導を行うことが不十分であっ
　た。

○　看護師不足を改善するための取組として、特に中
　小病院における定着、再就業対策等を促進していく
　ことが必要である。

○　短時間正職員制度の導入に当たっては、代替看護
　職員の確保、就業規則の改正など調整に時間を要す
　ることから、継続的な支援が不可欠な状況にある。

看護師等の人材確保の促進に関する法律

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

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

事業評価票

45
看護職員短時間正職員制度導入促進事業 事 業 開 始

（福祉保健局医療政策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円－

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 － 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり、都独自の低所得者向けの介護福祉士
　等修学資金の貸与については、事業終了とする。

歳
入

21年度決算額 4,615
歳
出

21年度決算額 13,496 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　低所得者に対して、都独自の優遇措置を実施
　した。償還免除対象となる施設等従事期間を国
　制度の７年から大幅に短縮し、３年にするとと
　もに、償還期間も貸与期間相当から貸与期間の
　２倍へと延長した。

○　これまでの間、42名に対し、貸付を実施し
　た。

○　都独自の低所得者に対する優遇措置は、新規の受付
　を平成22年度末をもって終了する。

○　今後、すべての新規貸付及びその債権管理は、国か
　ら交付された貸付原資（45億円）が残存する間、東京
　都福祉人材センターで実施する。

○　なお、これまで貸付決定した貸付（24年度まで）及
  びその債権管理については、都が引き続き行う。

－ 22年度予算額 41,078 千円

○　近年、介護分野を中心に介護福祉士、社会福
　祉士ともに人材不足が深刻な状況にある。

○　そのため、平成20年度から低所得者を生活安
　定、正規雇用に導くとともに、福祉・介護人材
　不足を解消することを目的に、資格取得誘導効
　果を高めるインセンティブを付与する都独自の
　貸付制度を開始した。

○　平成21年度に国の制度改正があり、償還免除対象と
　なる施設等従事期間が７年から５年に短縮されるとと
　もに、償還期間も「貸与を受けた期間」から「貸与を
　受けた期間の２倍」に変更になった。そのため、都独
　自の優遇制度によるメリットが小さくなった。

○　また、同改正により、新規の貸付事務は、22年度か
　ら東京都福祉人材センターで行うこととなった。

○　低所得者対策の一環として、都は平成20年度に本
　事業を開始したが、21年度に国の制度改正があり、
  償還要件が緩和されたことにより、都制度の意義は
　薄れている。

東京都介護福祉士等修学資金貸与条例

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

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

事業評価票

46
介護福祉士等修学資金の貸与（低所得者対策分）　 事 業 開 始

（福祉保健局生活福祉部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円119,636

歳入 23年度予算額 62,728
23年度見積額 62,728 23年度見積額 119,636 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　低所得者対策事業としては事業終了とし、質の高
　い人材を効果的に確保するため、局案どおり予算を
　計上する。

歳
入

21年度決算額 110,777
歳
出

21年度決算額 195,197 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　東京都社会福祉協議会に委託して実施
　・本団体は社会福祉活動の推進を目的として社
　　会福祉法に基づき設置された非営利団体であ
　　り、福祉人材センターは社会福祉法に基づく
　　知事の指定を受けて本団体に設置されている
　　ため委託している。

○　福祉人材センターの事業の強化として、従来
　の人材センターでの相談・あっせんに加えて、
　民間就職支援会社によるキャリアカウンセリン
　グ、再就職支援研修、大規模な就職説明会等の
　開催、都内の社会福祉法人がネットワークを組
　んで行う合同採用試験等を実施し、介護人材の
　確保を促進した。

○　当事業における緊急総合対策３か年事業の一環とし
　て低所得者に対象を限定した取組については、平成22
　年度末をもって終了する。

○　今後はこれまでの取組を踏まえ、広告手法等を見直
　すなど、より効果的な取組を重点的に実施し、引き続
　き介護人材の育成・確保を図っていく。

107,459 22年度予算額 226,121 千円

○　近年、介護分野を中心に福祉人材の確保難が
　深刻な状況にある。

○　そのため、介護人材の就職者数の大幅な増大
　を図るとともに、緊急総合対策３か年事業の一
　環として、低所得者に対する介護人材としての
　就労の促進を目的に、平成20年度から東京都福
　祉人材センターの事業を強化し、様々な人材育
　成確保の取組を開始した。

○　潜在的有資格者の再就職を促すため、キャリアカウ
　ンセリングや再就職支援研修を実施したが、対象者に
　事業を周知することが困難であった。

○　事業開始後、国も福祉・介護人材確保策に取り組み
　始め、また高い成長と雇用創出が見込める介護を日本
　の成長牽引産業に位置付けているが、国の事業は平成
　23年度末までとなっている。

○　これまでの各種取組により、介護職場への就職希望
　者は増加してきているが、今後も介護・福祉職の需要
　は増大していくことから、安定的な人材確保の仕組み
　を構築していく必要がある。

○　低所得者対策の一環として、３か年にわたって事
　業を実施した結果、約5,500人（平成22年６月時点）
　が就職に結びつくなどの効果が認められた。

○　本事業開始後、国が「新成長戦略」の中で福祉・
　介護人材確保策に取り組み始めたが、国事業は平成
　23年度末までであることに加え、今後も介護・福祉
　職の需要は増大していくことから、引き続き介護人
　材を確保する取組を行うことは妥当である。

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

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

事業評価票

47
福祉・介護人材確保策の強化 事 業 開 始

（福祉保健局生活福祉部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円－

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 － 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり事業終了し、今後は新事業として、低
　所得者・離職者対策事業を地域福祉推進区市町村包
　括補助事業において実施する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 688,795 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　すべての区市町村に「生活安定応援窓口」を
　設置し、地域レベルでのきめ細かな生活・就労
　支援を行った。

○　区市町村窓口への問い合わせ・相談件数は、
　平成20年度は22,094件、21年度は47,442件、22
  年度９月末時点で33,082件と、多くの方が「生
  活安定応援窓口」を利用した。

○　平成22年度をもって事業を終了する。

○　なお、23年度からは区市町村を主体とする地域の実
　情に合わせたきめ細やかな支援策を充実・促進するた
　め、包括補助制度を活用した新たな低所得者・離職者
　対策を実施する。

－ 22年度予算額 891,233 千円

○　低所得者層のうち、生活の安定に向けた支援
　を真に必要とする方を対象に、生活安定・正規
　雇用に向けた、きめ細かな支援を緊急総合対策
　３か年事業（生活安定化総合対策事業）とし
　て、平成20年度から開始した。

○　区市町村に生活相談等を行う窓口を整備し、
　生活相談をはじめ、就業支援窓口やその他関係
　施策の紹介を行うなどきめ細かな支援を行い、
　低所得者の安定した生活を確保することを目的
　としている。

○　国が平成21年度から緊急人材育成支援事業（訓練・
　生活支援給付）の創設や、生活福祉資金貸付事業の抜
　本的改正などの第２のセーフティネットを構築した。

○　そのため、今後の低所得者・離職者対策については
　第２のセーフティネットを基本とした新たな区市町
　村、都、国の役割分担を踏まえ、各支援施策の整合を
　図る必要が生じている。

○　低所得者対策の一環として、平成20年度から３か
　年にわたって事業を実施した結果、区市町村窓口へ
　の問い合わせ・相談件数は10万件以上あり、生活・
　就労支援に対するニーズが認められる。

○　また、21年度に国が後追いで第２のセーフティネ
　ットを構築したことから、都は一定の役割を果たし
　たと考えられる。

○　今後、区市町村を主体に地域の実情に合わせた支
　援策を充実させていく取組を行うことは妥当であ
　る。

生活安定応援事業実施要綱及び実施細目

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

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

事業評価票

48
生活安定応援事業 事 業 開 始

（福祉保健局生活福祉部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円70,601

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 70,601 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり、事業終了とし、平成23年度は貸付事
　業利用者に対する償還免除申請の受付等に係る経費
　を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 189,012 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　東京都社会福祉協議会への補助
　・本団体は社会福祉活動の推進を目的として社
　　会福祉法に基づき設置された非営利団体であ
　　り、各種福祉資金の貸付事業を行い、豊富な
　　経験と実績を有していることなどから補助
○　平成21年度から、受講決定前の申込みを可能
　にしたことや、15万円未満の借入額の場合の連
　帯保証人の年齢制限に関する要件緩和を行うな
　ど、制度を利用しやすくした。また、22年度か
　ら、貸付対象月数の拡大や償還免除要件の創設
　を行った。
○　職業訓練受講者に対する貸付決定件数は、20
　年度が107件、21年度が464件、22年度が９月末
　時点で427件であり、実績が大幅に増加してい
　る。
○　住居喪失不安定就労者に対する生活資金無利
　子貸付の利用は、申請375件のうち貸付決定365
　件（97％）となっており、生活の拠点である住
　居の確保が図られた。（22年度９月末実績）

○　平成21年７月から、国が類似の事業を始め、今後も
　事業の継続が予定されているところであり、当初の予
　定どおり、平成22年度で事業を終了する。

○　なお、23年度については、貸付事業利用者に対する
　償還免除申請の受付等を実施する。

－ 22年度予算額 545,924 千円

○　低所得者層のうち、生活の安定に向けた支援
　を真に必要とする方を対象に、生活安定・正規
　雇用に向けた、きめ細かな支援を３か年の緊急
　総合対策（生活安定化総合対策事業）として、
　平成20年度から開始した。

○　生活安定への意欲がある低所得者に対し、職
　業訓練等を受講する間の資金及び就労のための
　資金等を無利子で貸し付けることで、当面の生
　活の安定及び就労の促進を図ることを目的とし
　ている。

○　国が平成21年７月から緊急人材育成支援事業（訓練
　・生活支援給付）を開始したため、都の職業訓練事業
　である就職チャレンジ支援事業について整合を図る必
　要が生じた。それに伴い、その受講者に対する貸付事
　業である本事業についても見直しを図る必要が生じて
　いる。

○　また、国が21年10月から生活福祉資金貸付事業を見
　直し、対象者の範囲や貸付内容を拡大した上、連帯保
　証人要件の緩和等を行ったため、貸付対象者の重複が
　生じた本事業について整理が必要となっている。

○　低所得者対策の一環として、平成20年度から３か
　年にわたって事業を実施した結果、職業訓練受講者
　に対する貸付決定件数は約1,000件、住居喪失不安
　定就労者に対する生活資金無利子貸付の決定件数は
　約350件と一定の効果が認められる。

○　また、21年度に国が後追いで第２のセーフティネ
　ットとして緊急人材育成支援事業等を構築し、類似
　の事業を始めたことから、都は一定の役割を果たし
　たとする局の考えは妥当である。

生活サポート特別貸付事業実施要綱、生活サポート
（住居喪失不安定就労者）特別貸付事業実施要綱

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

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

事業評価票

49
生活サポート特別貸付事業 事 業 開 始

（福祉保健局生活福祉部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円573,765

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 573,765 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　３か年の事業実績を踏まえ、規模を精査した上で
　必要な予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 504,469 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　東京都社会福祉協議会への補助
　・本団体は社会福祉活動の推進を目的として社
　　会福祉法に基づき設置された非営利団体であ
　　り、各種福祉資金の貸付事業を行い、豊富な
　　経験と実績を有していることなどから、本団
　　体へ補助している。
○　利用実績は、平成20年度が1,211件、21年度
　が3,632件、22年度が９月末現在で2,101件であ
　る。
○　利用者の約９割は、高校・大学等への入学を
　果たしている。
○　事業の積極的なＰＲを行うとともに、中学３
　年生の学習塾等の貸付料の引上げや、新たに高
　校受験料も貸付対象とするなど必要な見直しを
　行った。
○　利用者からは事業に対する評価も高く、低所
　得者の子供の進学のため、本事業が有効に活用
　されている。

○　経済・雇用情勢や都民のニーズを踏まえ、将来の自
　立・安定した生活に向けた次世代への支援を継続して
　実施する。

○　貸付等の受付業務については、住民に身近な区市町
　村において、新たに構築する低所得者・離職者対策事
　業を活用し実施する。

○　今後は、国施策の動向等を踏まえ再構築を図り、よ
　り適切な支援を実施していく。

－ 22年度予算額 638,084 千円

○　低所得者層のうち、生活の安定に向けた支援
　を真に必要とする方を対象に、生活安定・正規
　雇用に向けた、きめ細かな支援を３か年の緊急
　総合対策（生活安定化総合対策事業）として、
　平成20年度から開始した。

○　学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習
　教室の受講費用及び大学受験等の費用を捻出で
　きない低所得者に対して、必要な資金を貸し付
　けることにより、低所得者の子供を支援する。

○　依然として厳しい経済・雇用情勢の中、教育格差の
　拡大とその影響による貧困の連鎖解消に向け、低所得
　者世帯の子供への支援の継続が必要である。

○　対象者世帯に制度が広く利用されるよう、区市町村
　の福祉・教育部門と連携を図りながら、広報活動にも
　引き続き力を入れる必要がある。

○　子ども手当や高校授業料の無償化等、国の子育て支
　援策の実施状況などを踏まえ、事業の整合を図る必要
　がある。

○　低所得者対策の一環として、平成20年度から３か
　年にわたって事業を実施した結果、約7,000件の利
　用に加え、利用者の約９割が高校・大学等への入学
　を果たすなど、事業効果が認められる。

○　ただし、依然として経済・雇用情勢は厳しく、低
　所得者の子供は増加していることから、教育格差の
　拡大とその影響による貧困の連鎖解消に向けた支援
　の継続が必要である。

○　今後は、経済雇用情勢や子ども手当、高校授業料
　の無償化等、国施策の動向を踏まえ、事業のあり方
　を検討する必要がある。

チャレンジ支援貸付事業実施要綱

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

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

事業評価票

50
受験生チャレンジ支援貸付事業 事 業 開 始

（福祉保健局生活福祉部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円997,363

歳入 23年度予算額 19,195
23年度見積額 19,195 23年度見積額 997,363 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 245,317
歳
出

21年度決算額 1,359,171 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他【住居喪失不安定就労者サポート事業】
○　ネットカフェ等で寝泊りする住居喪失不安定
　就労者への相談窓口として、サポートセンター
　「ＴＯＫＹＯチャレンジネット」を開設し、ワ
　ンストップでの支援を行った。
○　平成22年9月末現在、目標を上回る2,109人を
　支援し、住居確保や就労に結びつけ、住居喪失
　不安定就労者の生活の安定に寄与している。
【介護人材育成支援事業】
○　21年３月、相談窓口として、「ＴＯＫＹＯチ
　ャレンジ介護」を開設するとともに、介護人材
　を育成するための離職者向け離職者支援コース
　と低所得者向け資格取得コースを設置した。
○　22年９月末現在、目標を上回る1,334人が介
　護職として就職し、介護人材の確保及び生活の
　安定に寄与している。
○　就職率は全体で55.9％、特に離職者支援コー
　スでは75.6％と高い水準を保っている。

○　今後は、事業実績と課題を踏まえ、必要な支援を再
　構築し、第２のセーフティネットが利用できない者等
　に対する生活・住居・就労相談等を実施し、関係機関
　と連携して支援を行うとともに、区市町村の相談窓口
　への情報提供などの後方支援を行う。

29,291 22年度予算額 1,516,218 千円

○　平成19年に厚生労働省が実施した住居喪失不
  安定就労者の実態に関する調査により、23区内
　で週の半分以上ネットカフェオールナイトを利
　用する住居喪失者が約2,000人と推計した。
○　都は、20年度から生活向上の意欲がある住居
　喪失不安定就労者（ネットカフェ等利用者）に
　対して、生活相談や居住支援、国と連携した就
　労支援等を行う住居喪失不安定就労者サポート
　事業を開始し、22年度までの３年間で2,000人
　の支援を目標とした。
○　また、介護職場への就職を目指す低所得者及
　び離職者等に対し、資格取得支援、就労支援等
　を行い、生活の安定と介護人材確保を図る介護
　人材育成支援事業を20年度から開始した。

○　平成20年秋のリーマンショック以降、経済状況が悪
　化し、雇止めによる住居喪失者が引き続き発生してい
　る。

○　また、支援により住居を確保した後も、収入の減少
　等の要因により、４割強が再来所している。

○　国により住宅手当などの第２のセーフティネットが
　整備されたが、要件に該当せずに利用ができないな
　ど、一定の支援が必要な層が依然として存在する。

○　低所得者対策の一環として、平成20年度から３か
　年にわたって事業を実施した結果、住居喪失不安定
　者就労者サポート事業については目標2,000人を上
　回る実績、介護人材育成事業についても就職率が全
　体で約６割と相当程度の事業効果が認められる。

○　また、21年度に国が後追いで第２のセーフティネ
　ットを構築したことから、都は一定の役割を果たし
　たと考えられる。

○　今後、雇用情勢等を踏まえ、第２のセーフティネ
　ットを利用できない層を対象に、必要な支援を行っ
　ていくことは妥当である。

住居喪失不安定就労者サポート事業実施
要綱、介護人材育成支援事業実施要綱

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

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

事業評価票

51
住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業 事 業 開 始

（福祉保健局生活福祉部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円－

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 － 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり、事業終了とする。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 86,238 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成20年度に学識経験者や大学からなる「高
　齢者支援技術活用促進研究会」を設置し、ＩＴ
　（ロボット等）の活用方法等検討及び開発支援
　（専門家による技術的助言等）を行った。
○　開発の実現のため、開発費支援、介護施設等
　における実証試験による検証等を行った。
○　シンポジウムを開催し、都民に対し、介護に
　おけるＩＴ（ロボット等）の現状・今後の普及
　の可能性及び活用方法を周知し普及を図った。

【開発内容】
　・高齢者が在宅で安心した生活を実現するため
　　モニタリング機能を備えた見守りロボットの
　　研究・開発（見守りロボット）
　・介護者が筋力補助装置を使用することにより
　　移乗・排泄等の介助時の肉体的負担軽減を図
　　るための研究・開発（介護補助ロボット）

○　平成22年度中に試作品を完成させ、学識経験者、中
　小企業、福祉・住宅関係者及び都民に対し、発表会を
　開催し、研究開発の成果報告を行う。

○　これにより、22年度をもって本事業を終了する。

○　今後は試作品の製品化に向け、都の産学公連携スキ
　ーム等を活用するよう、大学等に促していく。

－ 22年度予算額 69,416 千円

○　高齢者人口の急増に伴い、一人暮らし高齢者
　や高齢者のみの世帯が増加しており、地域・在
　宅における高齢者の安全・安心を確保する必要
　性が高まっている。
○　高齢者の家庭内での不慮の事故（①転倒・転
　落②溺死・溺水③窒息）の防止が重要である。
○　介護者不足、介護者の高齢化による肉体的負
　担が問題となっており、介護者の肉体的負担軽
　減を図ることが課題となっている。
○　そのため、最先端の技術や人材が集積してい
　る東京の強みを生かし、ＩＴ（ロボット等）を
　高齢者への生活支援や見守り等に活用すること
　により、高齢者が地域において安心して自立し
　た生活を継続できる社会を実現する。

○　最先端の技術開発であるため、開発手法が整備され
　ない中、本研究会及び開発者は試行錯誤をしながらの
　開発にならざるを得なかった。

○　新技術の開発に係る初期投資（開発費）が負担とな
　り研究開発が進まない中、本事業により、事業者の開
　発負担の軽減と研究開発を促進し、試作品の製品化の
　際には製品単価を低廉に抑え、高齢者の自立生活・在
　宅介護への支援に資することが期待できる。今後、開
　発した試作品の製品化に向け、中小企業とのマッチン
　グが必要と考えられる。

○　高齢者が在宅で安心した生活を実現するため、最
　先端の技術や人材が集積している東京の強みを生か
　し、見守りロボット及び介護補助ロボットを研究・
　開発してきたことは、一定の成果が認められる。

○　今後、試作品の製品化に向け、中小企業とのマッ
　チングを図るとともに、都の産学公連携スキーム等
　の活用を大学等に促していくことは妥当である。

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

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

事業評価票

52
高齢者支援技術活用促進事業 事 業 開 始

（福祉保健局高齢社会対策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

23年度予算額

事業評価票

53
訪問看護ステーション支援事業 事 業 開 始

（福祉保健局高齢社会対策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

－
23年度見積額 － 23年度見積額 － 千円 歳出 23年度予算額 －

歳入

その他

○　局案どおり、事業終了とする。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 10,592 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 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

拡大・充実○　管理者支援研修
　・対象を新任管理者と中堅管理者とに分け、講
　　義及びグループワークを通じて、管理者とし
　　て必要な知識の習得を図った。これにより、
　　管理者としての方向性が明確になり課題の把
　　握につながるなど、質の向上に資するととも
　　に、日ごろ交流のない他の管理者との情報共
　　有化にも寄与した。
○　チームケア推進事業
　・チームケアの実践的事例を収集し、その課題
　　や効果を検証した「チームケア実践事例集」
　　を作成して関係機関に配布した。また、「在
　　宅高齢者のチームケア推進フォーラム」を開
　　催し、様々な職種を交えたパネルディスカッ
　　ションを行い、実践事例集の周知・活用を図
　　った。これらを基にチームケアを行う際の指
　　針や参考となるよう普及活動を行い、訪問看
　　護ステーションにおける各自の役割について
　　理解を深める機会となった。

○　研修カリキュラムについて、必要な知識等を効果的
　に習得できる内容となったことなど、一定の効果を上
　げたため終了とする。今後は研修受講者を中心に今回
　の研修カリキュラムを活用してもらいながら、法人単
　位や地域ごとの実情等を踏まえた自主的な実施を促し
　ていく。

○　チームケア推進事業では事例集の作成・配布とフォ
　ーラムにおける他職種とのパネルディスカッションを
　通し、チームケアを普及・促進させる上で一定の効果
　を上げたため終了とする。今後は、本事業の成果を基
　礎とし、訪問看護の更なる活用が図られるよう促して
　いく。

－ 22年度予算額 8,023 千円

○　管理者研修については、受講を希望する管理者に対
　する研修実施が３年間でほぼ完了した。

○　平成20年度から３か年にわたって事業を実施した
　結果、受講希望者に対する研修はほぼ完了し、地域
　における多種職連携によるチームケア推進について
　も事例集の作成・配布等により普及・促進に結びつ
　き、一定の事業効果があったことが認められる。

○　今後は、地域の実情等に応じ、本事業の研修カリ
　キュラムや事例集を活用した自主的な取組を促して
　いくことが重要である。

訪問看護ステーション支援事業実施要綱

見直し・再構築 移管・終了 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

○　高齢者の在宅での療養生活に欠くことのでき
　ない訪問看護ステーションは、人材不足等を背
　景に事業所数は500か所台で横ばいとなってい
　る。

○　このような状況の中で訪問看護ステーション
　の安定的な経営及び円滑な運営に資することを
　目的に、本事業を開始した。

○　管理者がスタッフへの指導監督等をはじめと
　するマネジメント業務を効率的に行うことや地
　域において多職種連携による効果的なチームケ
　アの推進を目指すものである。



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円11,055,536

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 11,055,536 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　今回の再構築により、日中活動サービスに対して
　区市町村が一体的に補助を実施することになるた
　め、地域の実情に応じた事業展開を誘導し、機能別
　のサービス体系に応じた安定的な支援策を講じるこ
　とが可能となる。

○　平成23年度見積額は妥当であり、局案どおり予算
　を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 11,423,713 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　民間社会福祉施設サービス推進費は、望まし
　いサービス水準を確保するとともに、事業者の
　努力を評価するため、国制度の報酬に加え都独
　自に補助を行うものである。この取組により、
　施設運営の安定性を確保するとともに利用者サ
　ービスの維持向上を図ってきた。

○　具体的には、良質な人材の確保や、施設への
　重度障害者の受入れ、施設入所者の地域生活移
　行支援の充実、第三者評価の受審を通じたサー
　ビス内容の質的向上などが挙げられる。

○　現行の国制度との整合性を図るとともに、新たな加
　算の仕組みを検討し、再構築を実施する。

○　通所サービスについては、住民に身近な区市町村が
　地域のサービス資源を把握し、ニーズに即した事業を
　展開できるよう、更なる利用者サービスの向上を図る
　ため、区市町村経由の補助方式に改める。

－ 22年度予算額 11,386,121 千円

○　都は、かつて行政の措置により、限られた人
　が福祉サービスの対象となる措置制度を前提と
　して、処遇費や人件費を都独自に加算する事業
　を実施していた。

○　しかし、国が社会福祉基礎構造改革を進める
　中で、経営者の自主的かつ柔軟な施設運営を促
　進するため、平成12年に従来の事業を再構築
　し、民間社会福祉施設サービス推進費を創設し
　た。

○　16年度には、サービス向上に向けた努力が真
　に報われる制度へ再構築し、現在に至ってい
　る。

○　平成18年度から障害者自立支援法が施行されて３障
　害（身体・知的・精神）共通の制度となり、またＮＰ
　Ｏ法人等の多様な事業主体の参入、施設単位から機能
　別のサービス体系への再編、サービス実施主体の区市
　町村一元化など、制度の仕組みが大きく変化した。

○　このように、制度設計の前提となった仕組みが大き
　く変化しているため、現行の国制度である障害者自立
　支援法に合わせた再構築を図るとともに、重複障害者
　や医療的ケアが必要な方などの受入促進などといった
　利用者ニーズへの対応、地域で生活する障害者への支
　援を実施するといった施設機能の再編を進める必要が
　ある。

○　現行の補助制度においては、利用者の障害種別や
　事業主体、事業の経緯等により適用される補助制度
　や補助の有無に差異が生じているため、一体的で整
　合性のとれた補助制度への再構築は妥当である。

東京都民間社会福祉施設サービス推進費
交付要綱

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

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

事業評価票

56
民間社会福祉施設サービス推進費補助（障害者支援施設） 事 業 開 始

（福祉保健局障害者施策推進部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円77,925

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 79,964 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　アメリカでの商談マッチングや東京国際航空産業
　展への出展など、一部支援の方法を見直しながら、
　具体的な商談マッチングに向けて、引き続き支援を
　実施する。

○　試作品製作や品質管理の取組への支援について
　は、参加企業の到達レベルに応じて、規模の見直し
　を行う。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 46,428 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　【１年目】航空機産業参入の意欲を持つ中小
　企業を集める。
　・航空機関連産業参入セミナー
　・課題検討会事業
○　【２年目】企業間ネットワークの形成ととも
　に参入に向けての実践的な支援を開始。
　・ＪＩＳＱ9100認証取得助成事業
　・国内航空見本市（横浜）への出展支援
○　【３年目】企業間ネットワークの中の分科会
　活動を中心に具体的な市場参入に向け支援を開
  始。
　・企業グループ「アマテラス」の結成
　・海外航空見本市（香港）、「東京国際航空宇
　　宙産業展2009」への出展支援
○　【４年目】企業グループ「アマテラス」を中
　心とした市場参入への取組を開始。
　・海外航空見本市（ベルリン）への出展支援
　・米国関連法規学習会の開始
　・Ｎａｄｃａｐ認証取得助成事業

○　企業グループ「アマテラス」による航空機部品の一
　貫生産による市場参入成功事例の創出を、海外市場も
　視野に入れて目指していく（国内市場は世界市場総額
　の約２％に過ぎない）。
○　国内外の航空機産業企業に「東京のアマテラス」を
　浸透させ、航空機の既存部品のみならず新型機の部品
　についても継続的に引き合いが得られることを目指
　し、商談マッチング等の取組に対し重点的な支援を行
　う。
○　一方、試作品製作や品質管理の取組への助成のため
　造成した基金への追加出えんについては、これまでの
　執行状況に基づき縮減に努める。

－ 22年度予算額 64,358 千円

○　「東京都産業振興基本戦略」（平成19年３月
　）により航空機産業を重点産業と位置づけ、19
　年度から支援を開始した。
○　航空機は、先端技術の結集で、関連技術分野
  も多岐にわたるうえ、成長産業として世界的に
  期待されている。一方で、安全性確保のため高
  度な技術力、厳しい品質管理能力が要求され、
  安全保障から独特の商慣習があることや国際分
  業の特性等、極めて高い参入障壁が存在する。
○　これらの課題に対応しながら都内中小企業の
　参入支援を行い、技術力の向上、品質管理能力
　の強化を図り、東京のものづくり産業の底上げ
　を行うとともに都内産業の活性化及び新産業の
　振興を推進する。

○　事業開始から１年が経過した後、下記の世界的経済
  状況等の影響により、製造業も打撃を受け、航空機産
  業への参入を断念する企業も少なくなかった。
　・リーマンショックの世界経済不況の影響による航空
　　機産業の冷え込み。
  ・新型旅客機（ボーイング787）の量産開始が３年以
　　上遅延したことによる航空機産業の停滞。

○　こうした状況下でも、将来を見据え、本気で参入を
  目指す企業が継続して技術力や品質の向上に取り組
  み、３年目にその企業の中から、航空機部品一貫生産
  を目指す企業10社により「アマテラス」が結成され、
  精力的に活動している。今後、早期に東京発の参入成
  功事例を創出する必要がある。

○　都内中小企業の航空機産業への参入に向けて、中
　小企業のグループ化、海外展示会による商談マッチ
　ング、資格取得など、本事業は着実に進捗してい
　る。

○　市場参入成功事例の創出に向けて、参加企業の到
　達レベルなど、事業の進捗状況に応じた、効果的な
　支援を実施していくことが重要である。

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

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

事業評価票

57
航空機産業への参入支援 事 業 開 始

（産業労働局商工部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円23,000

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 29,000 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　民間中心の現在のスキームで一定の効果が出てい
　ることから、引き続き提案公募の対象者は民間事業
　者に限定する一方で、集合住宅等への利用拡大を図
　るため、内装改修や什器を助成対象に加える。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 26,665 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　多摩産材住宅の建築を行う工務店など、多摩
　産材の普及に意欲のある団体等から提案を公募
　し、効果的な普及ＰＲ活動に対して助成を行っ
　た。併せて、都民の多摩産材に関する認知度を
　高めるため、集中ＰＲ活動等による利用拡大キ
　ャンペーンを実施した。

○　上記提案に対する助成により、ＰＲ効果の高
　いモデルハウスやモデルルーム等の施設展示が
　可能となったほか、普及啓発面では展示会や各
　地域のイベントにおいて活発な多摩産材のＰＲ
　活動が実施された。

○　平成20年度からの本事業の取組により、モデ
　ルハウス見学者からの注文、工務店等の多摩産
　材利用への意識向上、メーカーとの商品開発
　等、利用促進が図られ、多摩産材の利用量の着
　実な増加が見られる。

○　これまでの取組の成果や課題を踏まえ、多摩産材の
　更なる利用拡大を図るために、以下の見直しを行う。
　・公募対象者からより多くの提案を募るため、従来の
　　戸建て住宅に加えて、新たに内装改修や什器の展示
　　も助成対象とする。
　・より広域的で住民に身近なＰＲを展開するため、公
　　募対象者に区市町村を加える。
　・利用拡大キャンペーンについては、集中的なＰＲを
　　実施することにより一定の効果があったことから、
　　平成22年度末で終了する。

－ 22年度予算額 27,450 千円

○　森林は水源かん養や二酸化炭素の吸収・貯蔵
　などの多面的機能を有しており、こうした機能
　を十分に発揮するには、森林の伐採・利用・植
　栽・保育という「森林の循環」を確保する必要
　がある。そのためには、伐採した「木材を利用
　する」ことが重要である。
○　森林保全や自然保護に対する都民の関心は高
　いものの、森林の有する具体的な効果に対する
　認識は低い状況にある。
○　東京都産の木材である「多摩産材」の普及Ｐ
　Ｒに当たって、都内の意欲ある団体等から効果
　的な提案を募集することで、「多摩産材」の利
　用拡大を推進し、東京の森林の活性化を図るこ
　とを目的とする。

○　これまで民間からアイデアを募集し、モデルルーム
　の設置や普及イベント等を実施してきた結果、民間企
　業において多摩の森林に対する関心が高まっている。

○　一方で、未だ多摩産材の知名度は低く、利用実績も
　少ないため、引き続き、利用拡大に向けた普及ＰＲを
　推進していくことが必要である。

○　効果的な普及ＰＲの実施に当たっては、提案内容や
　公募対象者の見直しを図り、多摩産材利用の裾野を拡
　大していくことが求められる。

○　多摩産材の利用量は着実に増加しており、本事業
　は一定の成果を上げている。

○　多摩の森林の循環を確保するためには、木材の利
　用拡大が重要であり、利用拡大を推進するため、現
　時点では普及ＰＲへの助成が必要と判断される。

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

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

事業評価票

58
多摩産材利用拡大事業（提案公募型等） 事 業 開 始

（産業労働局農林水産部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 23 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円15,723

歳入 23年度予算額 76
23年度見積額 76 23年度見積額 15,760 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　主に大企業向けの特例子会社設立支援について
　は、平成22年度で事業を終了する。

○　中小企業に対する支援については、局案どおり、
　新たに23年度から、各地域に協議会を設け、個別の
　企業の事情に応じたサポートをモデル事業として実
　施する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 7,293 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　特例子会社認定の所管官庁であるハローワー
　クと連携し事業の普及を図るとともに、企業の
　設立準備の際には、都や国等が実施する設立に
　関する他の支援策などの情報提供も行うなど、
　きめ細かい支援を行った。

○　また支援後は、都が開催する特例子会社の普
　及啓発セミナー等での報告などに協力いただ
　き、後に続く企業への情報提供や普及啓発を図
　った。

○　こうした取組を通じ、平成20年度は３社、21
　年度は５社に助成し、企業の障害者雇用の促進
　を図った。22年度も既に６社から計画書の提出
　を受けている。

○　また、支援後も、雇入れた障害者数が設立当
　初より増加している企業もあり、都の障害者雇
　用促進に一定の効果を果たしている。

○　大企業の障害者雇用については法定雇用率の達成な
　ど一定の成果が得られたことから、これまでの事業を
　見直し、中小企業の雇用率の向上に資する次の事業を
　実施していく。
　・障害者雇用を支援する協議会を各地域に設け、障害
　　者を雇用したことのない企業等に対し、モデル事業
　　として個別事情に応じた障害者雇用への取組をサポ
　　ートし、地域における中小企業の障害者雇用促進を
　　図る。
　・また、この一連の支援から得られる成果をモデルと
　　して構築し、都や協議会メンバーが広く情報発信す
　　るとともに、協議会のメンバーがノウハウを蓄積
　　し、各々の支援業務等で活用していく。

－ 22年度予算額 36,398 千円

○　大企業では障害者の法定雇用率を達成するた
　め、特例子会社の設立により障害者の雇用に取
　組む動きが活発化している。

○　一方、都では「10年後の東京」計画において
  障害者雇用数３万人増を目標としている。

○　こうした状況から、目標実現に向け、都内に
　おける特例子会社の設立を促し、障害者の就業
　機会の拡大を図る取組として、設立費用の一部
　を支援する特例子会社設立支援事業を平成20年
　度から実施している。

○　平成21年度の都内における障害者の雇用率は1.56％
　と、７年連続で上昇しており、大企業では特例子会社
　の活用などにより法定雇用率（1.8％）を上回ってい
　る。一方、300人未満の中小企業では0.87％と依然低
　迷している。
○　また、法改正に伴い、22年７月から障害者雇用納付
　金制度の対象事業主が、常用労働者301人以上から201
　人以上の企業に拡大され、27年度には更に101人以上
　の企業に拡大されることとなっている。
○　これらの状況から、中小企業の雇用率向上を図るこ
　とが課題となっている。
○　現行の特例子会社設立支援事業の申請企業は大企業
　が中心であることから、今後、中小企業向けの支援策
　を検討していく必要がある。

○　特例子会社の増加等により、大企業の障害者雇用
　率の平均は法定雇用率を上回るなど、特例子会社設
　立に対する支援は一定の成果を上げた。

○　中小企業については、大企業に比べて障害者雇用
　が遅れており、雇用率向上に向けた支援が必要であ
　る。

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

事業評価票

60
オーダーメイド型障害者雇用サポート事業 事 業 開 始

（産業労働局雇用就業部／一般会計） 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



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円4,040,634

歳入 23年度予算額 547,566
23年度見積額 547,566 23年度見積額 4,040,650 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　Ｇブロックにおける深掘により新海面処分場の延
　命化が図れるため、深掘可能容量の全量分の予算を
　計上する。

歳
入

21年度決算額 320,040
歳
出

21年度決算額 854,592 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　廃棄物等の減量・資源化とともに、「深掘」
　及び「圧密沈下工事（沈下促進）」を行い、埋
　立処分場自体の容量増に取り組んでいる。

○　港湾しゅんせつ土のＣブロックへの埋立につ
　いては、平成22年度で完了し、23年度からＧブ
　ロックへ埋立する見込みであった。

○　Ｃブロックでの埋立を１年延長することが可能とな
　り、その間、Ｇブロックでの深掘を集中的に実施す
　る。
○　これによりＧブロックにおいて、港湾しゅんせつ土
　受入容量の概ね１年分を新たに確保するほか、延命化
　の効果により整備中の護岸（Ｄブロック）の完成時期
　を１年先送ることが見込まれ、事業費の平準化を図
　る。
　（参考）23年度深掘予定量（可能量）約86万㎥
○　整備中のＤブロックについても、23年度に深掘可能
　範囲など、構造的な検討を行うこととしており、24年
　度以降も深掘を着実に実施し、更に新海面処分場の延
　命化に努めて行く。

336,732 22年度予算額 750,812 千円

○　都においては、都市活動に伴い発生する廃棄
　物等の処分場を内陸部に確保することが困難で
　あり、東京港で沖合へ展開する形で順次新海面
　処分場を整備している。

○　Ｃブロックへの港湾しゅんせつ土の埋立に当たって
　は、圧密沈下工事が全施工区域で完了した後に、効果
　を検証した上で再送泥を行うこととしていたが、平成
　20～21年度にわたる工事の実績において、施工済の範
　囲で効果が確認でき、また、今後の沈下促進工事に影
　響を及ぼさない範囲で再送泥が可能なことが検証でき
　た。

○　本事業（深掘）は、新海面処分場を延命化させる
　だけでなく、費用面においても護岸建設に比べて低
　コストである。

<受入容量１㎥当たりの費用比較>
　・護岸建設　　　　　　　　　　　約5,200円/㎥
　・深掘　　　　　　  　　　　　　約4,650円/㎥

港湾法、第７次改訂港湾計画、廃棄物等
の埋立処分計画

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

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

事業評価票

65
新海面処分場延命化（Ｇブロック深掘）対策 事 業 開 始

（港湾局港湾整備部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 19 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円1,096,658

歳入 23年度予算額 429,287
23年度見積額 464,960 23年度見積額 1,185,840 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　引き続きシステム再構築に取り組むための予算を
　計上する。

○　バックアップセンターについては、設置場所等に
　ついて検討を行う。

歳
入

21年度決算額 74,432
歳
出

21年度決算額 222,785 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成25年度の本格稼働を前提に、21・22年度
　には２排水機場で点検操作の委託化を行った。
　　残りの２排水機場についても23・24年度で委
　託化する。

○　単なるシステム機器のリニューアルではなく、確実
　性、迅速性、安全性、簡素・効率化の視点から、シス
　テムの再構築を行い、平時及び災害時の水門維持管理
　体制を確保していく。

○　平成25年度までにサブセンターの統合及び委託業務
　範囲の拡大に取り組み、効率的な運用体制を構築して
　いく。

255,774 22年度予算額 822,509 千円

○　現行の遠方監視制御システムは、それまでの
　現地で水門を操作する方式から、サブセンター
　毎に水門を遠隔操作する方式に変え、昭和54年
　から順次導入したものである。

○　しかし、切迫性が指摘される首都直下地震へ
　の対応、水門遠制等設備の老朽化の進行、マン
　パワーの低下などの課題に対して、迅速な対応
　が困難な状況が生まれた。

○　このため、確実性、迅速性、安全性、簡素・
　効率化の視点から、水門管理における遠方監視
　制御システムを根本的に見直し、システムの再
　構築によるコストダウンを目指す。

○　平成25年度の新システム本格稼働までに、バックア
　ップ設備を整備する必要があり、最適な設置場所等に
　ついて検討を要する。

○　システム再構築が完了するまでの間、老朽化した現
　行システムを維持運用する必要がある。

○　システムの老朽化に伴い、平成19年度からシステ
　ム再構築を実施している。
　　四つのサブセンターを１か所に集約し水門の開閉
　が可能となることで、サブセンター維持管理経費の
　削減及び効率的な運用体制の構築が可能である。

○　これまでの決算状況を踏まえ、現行システム更新
　とシステム再構築のイニシャルコストとランニング
　コストを再度比較すると、2.9億円の経費削減が見
　込まれており、更に効果が拡大している。

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

拡大・充実 見直し・再構築

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

事業評価票

66
東京港の水門遠方監視制御システム再構築 事 業 開 始

（港湾局港湾整備部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

《システム再構築によるコストメリット(発生主義による試算)》
（単位：億円）
22年度試算

現行
システム

システム
再構築

システム
再構築

イニシャルコスト 2.2 2.0 1.9
ランニングコスト 4.9 2.8 2.3

合計 7.1 4.8 4.2

19年度試算
区分



平成 23 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円107,800

歳入 23年度予算額 23,885
23年度見積額 23,885 23年度見積額 107,800 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　船舶の安全性を向上させるとともに、経費縮減も
  図れることから、局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 68,794 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　防砂潜堤の効果予測のために漂砂シミュレー
　ション解析を実施し、防砂潜堤の配置を検討し
　た。 ○　シミュレーション結果によると、防砂潜堤の設置に

　より-7.5Ｍ泊地への砂の流入が抑えられ、しゅんせつ
　土量が現況の10分の１程度に削減できるものと見込ま
　れる。
　　また、防砂潜堤の構造上、無筋コンクリートである
　ため、耐用期間（50年間）中、基本的に維持費用は発
　生しないものと見込まれ、経費の縮減が期待できる。

○　-7.5Ｍ泊地のしゅんせつ経費については、特定目的
　岸壁の泊地の水深維持事業であり、これまで例年計上
　せざるを得ない経費であったが、防砂潜堤の設置に着
　手することにより、長期的なコストの縮減を図る。

－ 22年度予算額 80,000 千円

○　三浦漁港の特定目的岸壁（-7.5Ｍ岸壁）は、
　神津島港（地方港湾）を補完する形で、定期貨
　客船（5,000ｔ級）が就航しており、島外との
　交流拠点としての機能を担っている。

○　この岸壁前面の-7.5Ｍ泊地には、三浦漁港区
　域背後の天上山から土砂が流入するため、定期
　的に維持しゅんせつを実施し、泊地の維持管理
　を行っている。

○　この毎年行っているしゅんせつ経費を減らす
　ため、-7.5Ｍ泊地周辺に防砂潜堤の設置を検討
　することで、泊地への土砂の流入の抑制を図
　る。

○　全国的に防砂を目的とした潜堤の整備事例は少な
　く、整備に関する基準等も十分に確立されていないた
　め、シミュレーション解析方法を検討する必要があっ
　た。

○　検討に当たり、砂の堆積が多いと思われる台風時を
　想定した漂砂シミュレーション解析を実施し、海底に
　堆積した砂の複雑な挙動の把握を試みた。
　　その結果、実際の砂の挙動を高度に再現できるモデ
　ルを構築することができた。これに基づき、防砂効果
　の高い防砂潜堤の配置検討に着手することができた。

○　また、防砂潜堤の構造検討に当たっては、台風時の
　波浪を用いた水路シミュレーションを実施し、防砂潜
　堤断面内の水の流れを把握することで、防砂効果の高
　い構造形式の検討を行った。

○　防砂潜堤の設置により、堆積土量を10分の１程度
　に抑える効果が見込まれる。

○　設置には初期費用を要するが、発生主義から一年
　度当たりのコストを検証した結果、設置によるコス
　トメリットが認められる。

 《防砂潜堤の設置によるコストメリット（試算）》

漁港漁場整備法

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

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

事業評価票

67
神津島三浦漁港防砂潜堤の設置 事 業 開 始

（港湾局離島港湾部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

（単位：百万円）
区分 防砂潜堤設置 現行

減価償却費 29 -
しゅんせつ経費 8 80

合計 37 80



平成 15 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円69,406

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 69,406 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 112,918 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　廃止計画の実施に当たって、入居可能年限の
  残年数のある入居者については住宅のあっせん
　などの個別対応を行っている。

○　平成26年度の廃止最終年度に向けて、円滑か
　つ段階的に計画を実施していく。

○　規則廃止の決定した住宅については、適切な閉鎖管
　理や速やかな解体工事の実施により、早期の都有地の
　有効利用及び維持補修経費の削減を図る。

－ 22年度予算額 128,729 千円

○　教職員住宅制度は昭和39年より開始され、
　①島しょ等における人事交流の円滑化のための
　　「準職務住宅」
　②区市等において住宅に困窮している教職員の
　　ための「福利住宅」
　を設置した。
○  第一次福利住宅の見直し（平成15年）
    ①建築後35年を経過した住宅の廃止
　　②適切な維持管理が困難な住宅の段階的な整
　　　理再編
○  第二次福利住宅の見直し（18年）
    福利住宅を計画的に廃止。ただし、一部住宅
　を準職務住宅とし、島しょや他県との人事交流
　に対応する。

○　都有地の有効活用や維持補修経費の削減に向けて、
　福利住宅の廃止に当たっては迅速かつ円滑な対応を図
　っていく必要がある。

○　住宅の廃止後建物の解体までの期間に、不法侵入や
　ごみ等の不法投棄など防犯上の課題や周辺の環境課題
　が発生している。

○　防犯上や周辺環境の課題をいち早く解消し、維持
　補修経費の削減及び早期の都有地の有効活用を図る
　ためにも、今後住宅廃止の前倒しを促進していく必
　要がある。

東京都教育委員会職員住宅管理規則

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

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

事業評価票

69
教職員住宅の改修整備等（福利住宅の廃止） 事 業 開 始

（教育庁福利厚生部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 23 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円37,328

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 37,328 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 － 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　119番通報時に発信元を早期に特定でき、消
　防隊等への出動指令の時間が短縮される等、消
　防活動の円滑かつ効果的な運用が図られた。 ○　二つのシステムの統合の可否について、技術的・経

　費的な見地から検討及び実証実験を実施し、実現可能
　であることを確認した。

○　二つのシステムを統合し、コスト縮減などの効率化
  を図る。

－ 22年度予算額 － 千円

○　加入電話からの119番通報時に発信元を特定
　するため、新発信地表示システムの運用を平成
　10年から開始した。
○　携帯電話やＩＰ電話等からの119番通報時に
　発信元を特定するため、位置情報通知システム
　運用を19年度から開始した。
○　火災等の緊迫した状況下での通報又は急病等
　により的確な通報ができない等の119番通報に
　確実に対応する必要がある。
○　消防活動の円滑かつ効果的な運用を図るた
　め、119番通報時に発信元を特定する必要があ
　る。

○　119番通報時に発信元を特定するためのシステムが
　二つあることから、受信設備が複雑化している。

○　両システムを統合することで、消防隊等への出動
　指令時間の短縮や年間3,000万円程度のランニング
　コストの縮減も見込まれることから、効果的な見直
　しであると考える。

救急業務実施基準について

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

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

事業評価票

71
新発信地表示システムと位置情報通知システムの統合 事 業 開 始

（東京消防庁総務部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 23 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円19,018

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 19,018 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 － 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　第二消防方面本部消防救助機動部隊に道路啓
　開用重機として、ポンプ車とトラクターショベ
　ルの機能を合わせた障害物除去機能付ポンプ車
　を配置している。また、第六・八消防方面消防
　救助機動部隊にはトラクターショベルを導入
　し、震災時の道路啓開に備えている。

○　無人走行放水車を第二・六・八消防方面本部
　消防救助機動部隊、深川消防署に各１台計４台
　配置し、倉庫火災や大規模火災に対応してい
　る。

○　無人走行放水車は、各消防方面本部消防救助機動部
　隊に配置されており、管内を十分カバーしていること
　から更新を見送り経費を削減する。

○　また、障害物除去機能付ポンプ車の更新を普通ポン
　プ車とトラクターショベルに分けて更新を行うこと
　で、経費を削減しながら震災時の消防力の強化を図
　る。

－ 22年度予算額 － 千円

○　震災時等の道路通行障害に対応するため、消
　防救助機動部隊に道路啓開用重機を配備してい
　る。

○　通常の消防力では対応困難な火災に対応する
　ため、無人走行が可能で同時に放水できるロボ
　ットを４台導入している。

○　消防車両等（無人走行放水車、ロボット搬送車、障
　害物除去機能付ポンプ車）の更新に当たり、高額な経
　費負担が生じることから、震災時の消防力を損なうこ
　となく、他の手段による効果的な車両の更新が必要で
　ある。

○　消防力や車両の必要性等を踏まえた上で、通常の
　更新よりも6,000万円程度のコスト縮減も見込まれ
　ることから、効果的な見直しであると考える。

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

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

事業評価票

72
車両整備（トラクターショベル） 事 業 開 始

（東京消防庁警防部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円1,649,000

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 1,649,000 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり、改札機及び券売機の更新に伴い、Ｉ
　Ｃカード専用機への切り替えができるように対応し
　ていく。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 239,505 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　「ＰＡＳＭＯ」の導入にあたり、改札機や券
　売機などの駅務機器について、ＩＣカードの利
　用に対応できるよう、改修を行うことが必要と
　なった。

○　改札機については、既設置の機器にカードリ
　ーダーを取り付けることにより、全通路の改札
　機をＩＣカードに対応できるよう改修した。券
　売機については、ＩＣカード処理部を取り付
　け、ＩＣカードによる乗車券の購入やＳＦチャ
　ージができるよう改修した。

○　平成21年度には、改札機の増設に当たり、初
　めて、ＩＣカード専用改札機を導入した。

○　ＩＣカード専用改札機は、磁気券との併用機
　種に比べ、設置費及び保守費が安価であるほ
　か、磁気券等の投入がないため故障が少ないな
　どのメリットがある。

○　改札機及び券売機の更新に当たり、設置費及び保守
　費が安価なＩＣカード専用機の導入を拡大することに
　より、サービスの向上とともに、コストの縮減を図
　る。

○　改札機については、併用機の一部をＩＣカード専用
　機に切り替える。券売機については、今回の更新をも
　って磁気券専用機をなくすとともに、ポイントサービ
　スの開始（平成23年度予定）に合わせ、更新対象機器
　の一部をポイントチャージ機に切り替える。

－ 22年度予算額 74,000 千円

○　交通局では、平成19年３月に、ＩＣカード乗
　車券「ＰＡＳＭＯ」を導入した。

○　「ＰＡＳＭＯ」は、関東地方を中心とする私
　鉄、地下鉄、路線バス等で利用可能であり、「
　ＰＡＳＭＯ」導入と同時に、ＪＲなどのＩＣカ
　ード乗車券「Ｓｕｉｃａ」との相互利用も開始
　され、首都圏の鉄道と路線バスなどが１枚のＩ
　Ｃカード乗車券で利用できるようになった。

○　券売機については、ＩＣカードに対応していない機
　器（磁気専用機）が一部残っている。

○　上記の機器を含め、既設置の改札機及び券売機は、
　設置後10年以上が経過し、更新時期を迎えているもの
　が多くある。平成23年度には、それらの機器の更新が
　必要である。

○　一方、ＩＣカード乗車券の導入から３年以上が経過
　し、ＩＣカードの利用率は大きく上昇している。

○　ＩＣカード乗車券の導入に伴い、改札機及び券売
　機等の駅務機器について改修等を行ってきたが、Ｉ
　Ｃカード未対応機器が一部残っていることに加え、
　既設置の駅務機器が更新時期を迎えており、適切な
　対応が必要である。

○　ＩＣカード専用機の導入を拡大することで、コス
　トを縮減し、サービスの向上を図っていく必要があ
　る。

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

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

事業評価票

74
ＩＣカード専用駅務機器の拡大 事 業 開 始

（交通局電車部／高速電車事業会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円269,469

歳入 23年度予算額 269,469
23年度見積額 269,469 23年度見積額 269,469 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 283,392
歳
出

21年度決算額 283,392 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　首都大学東京と宇宙航空研究開発機構（ＪＡ
　ＸＡ）の共同研究として実施している。都は、
　首都大学東京の研究費とＪＡＸＡでの研究費の
　一部、及び留学生関係経費を負担している。
○　複合材の層間を剥がれにくくする縫合技術の
　確立を目指し、層間を縫合した複合材の強度を
　破壊実験及び数値解析により把握するととも
　に、独自の縫合複合材の解析プログラムを構築
　した。
○　留学生の研究成果は、国際学術誌、国際会議
　や国内学会で発表している。複合材分野で最も
　権威のある学術誌にも掲載され、平成20年度入
　学の留学生は、順調に博士号を取得する見込み
　である。
○　留学生受入実績：博士後期課程　計４人
　　（20年度１人、21年度１人、22年度２人）
○　22年度から専門家による外部評価委員会を立
　ち上げ、研究内容及び留学生の育成状況につい
　て年度評価を開始し、評価結果は良好である。

○　研究分野を、複合材のみならず、空気力学や機体設
　計ツールの開発など、先進複合材構造をベースとする
　次世代航空機の研究開発に不可欠な分野にも拡大する
　ことで、アジア各国から人材を幅広く募集し、優秀な
　留学生の確保につなげる。

○　産学公連携センターなどの首都大学東京の持つ様々
　なチャンネルを活用して、研究成果を広く外部に発信
　していく。

○　複合材強化メカニズムの解明、層間強化の立証、構
　造健全性診断の技術、複合材のコストの削減等に資す
　る研究を更に進める。

346,287 22年度予算額 346,287 千円

○　アジア人材育成基金の創設とともに、航空機
　用新素材の開発・利用に関する高度先端的な研
　究及び首都大学東京の博士後期過程へのアジア
　の学生の受入れを開始した。

○　研究を通じて、アジア全体の航空機関連技術
　レベルを向上させるとともに、アジアの次代を
　担う人材の育成を事業目的としている。

○　また、中小型ジェット旅客機などの次世代航
　空機に活用可能な新技術の研究・開発と、アジ
　アの研究者間の人的ネットワークの構築も図っ
　ていく。

○　優秀なアジア人留学生の確実な受入れに向け、優秀
　な応募者を増大させる必要がある。

○　関係企業等との連携による更なる研究の充実等のた
　め、研究成果を広く公表・普及し、ひいてはアジアに
　も還元していく必要がある。

○　航空機用複合材主翼構造に適用可能な先進技術の確
　立・実証のためには、本研究を更に深化させる必要が
　ある。

○　専門家による外部評価も良好であるなど、事業の
　経過は順調であると考えられ、関係機関と連携しな
　がら、研究者の募集拡大による優良人材の確保や研
　究の深化等を通じ、今後、更なる事業効果が発揮さ
　れると考えられる。

東京都アジア人材育成基金条例

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

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

事業評価票

75
航空機用の新素材開発・利用に関する共同研究 事 業 開 始

（知事本局外務部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円2,506

歳入 23年度予算額 2,506
23年度見積額 2,506 23年度見積額 2,506 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 1,521
歳
出

21年度決算額 1,521 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　人材の登録（平成21年１月末開設）
　・20年度末の516人より、782人（22年10月20日
　　現在）に登録者が増加
　・ＡＮＭＣ21研修事業等に参加したアジア各都
　　市及び東京の行政職員・専門家等（574人）
　・アジアから首都大学東京への留学生・教授等
　　（208人）
○　情報共有、交流の場の提供
　・アジア通信（ウェブマガジン）の定期発行に
　　よる継続的な情報発信　隔月（年６回程度）
　・メーリングリストによる情報提供・情報交流
　　４分野のメーリングリストの運用による、専
　　門分野における情報提供、研修フォローアッ
　　プ等
　・ウェブサイトでの情報提供
　　データベース（都市情報８、研修資料126
　　）、研修事業７、新着情報24掲載
　・高度研究留学生のポータルサイト
　　全13人の高度研究留学生の情報発信

○　将来に向けて、現在の人的ネットワークをベースと
　しつつ、登録者の状況に応じた多様な手法を加味する
　ことにより、充実を図る。高度研究留学生の間の情報
　交換会や研究成果発表会を開催するなど、東京滞在中
　の人的交流の促進によるネットワークの強化を図る。

○　ＡＮＭＣ21推進会議や同実務担当者会議等の機会及
　びウェブページ、アジア通信等を活用し、人材バンク
  を広く周知していく。

○　行政職員・専門家研修の実施、留学生の受入れ等の
　取組みを通じ、アジアと東京の架け橋となる人材育成
　を目指していく。

2,506 22年度予算額 2,506 千円

○　「10年後の東京」計画に基づき、平成20年度
　に「アジア人材育成基金」を設置し、首都大学
　東京における留学生の受入れやアジア大都市ネ
　ットワーク21（ＡＮＭＣ21）における行政職員
　・専門家研修、都市問題解決に向けた共同研究
　等を実施することにより、アジアの発展に資す
　る人材を育成している。
○　21年１月、これら事業を通じて生まれた専門
　家同士の人的ネットワークを継続的に発展させ
　るため、「アジア人材バンク」を開設した。東
　京で受け入れた留学生や専門家の人材情報を登
　録・管理し、アジア諸都市との人的交流等に活
　用しながら、アジアと東京の架け橋となる人材
　を輩出していくことを目指している。

○　登録者の増加に伴い、その内訳が行政職員、専門
　家、留学生等と多様化しており、ニーズの把握及び対
　応が難しい。

○　首都大の高度研究留学生について、登録した人材を
　将来の人的交流推進に発展させていくための、東京滞
　在中の仕組みづくりが整っていない。

○　アジア人材バンクが加盟都市や関係者に十分に周知
　されておらず、活用が不十分である。

○　登録者数は順調に推移しており、引き続き事業の
　周知を図りつつ、多様なニーズの把握等個別課題へ
　の対応を図ることで、アジアと東京との架け橋とな
　る人材の育成に向け、更に取組を充実させていくこ
　とが可能であると考えられる。

○　引き続き事業の充実及び事業効果の発揮に努めて
　いくことが適切である。

東京都アジア人材育成基金条例

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

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

事業評価票

76
アジア人材バンク 事 業 開 始

（知事本局外務部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円20,201

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 37,951 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　チラシの作成部数の縮減など、一定の見直しを
　行った上で予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 7,168 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成20年の都内での振り込め詐欺の発生件数
　は最悪の事態となったが、官民を挙げた「振り
　込め詐欺官民緊急対策会議」を立ち上げ、撲滅
　運動を推進した結果、21年の被害は件数、額と
　もに前年の約３分の１に減少した。
　【主な取組】
　・ポスターの掲出
　・チラシ・リーフレット等の配布
　・広報東京都をはじめ各種広報紙誌へ注意喚起
　　広告の掲載
　・防犯講話やイベントの実施
　・地域包括支援センターや医師会等の様々な団
　　体へ注意喚起の依頼

○　上記取組がテレビ、ラジオ等に取り上げられ
  注意喚起が図られた。

○　警視庁等と連携を強化し、被害の多い高齢者に対し
　継続的な広報を行っていく。特に新たな手口について
　タイムリーに注意喚起を行う。広報媒体については、
　高齢者が接触しやすいメディアを効果的に活用する。

○　また、高齢者が集まる地域の行事等に参加し、実演
　を交えた防犯講話を積極的に実施する。

○　さらに、家族や地域の高齢者を見守る地域の防犯力
　を高めるための啓発を推進する。

－ 22年度予算額 10,757 千円

○　都は、「治安の維持こそ最大の都民福祉」と
　の認識に立ち、平成15年に緊急治安対策本部を
　設置し、都内の治安対策を強化してきた。

○　地域住民による自主的な防犯活動の活発化も
　あり、刑法犯の認知件数は大幅に減少してきた
　が、振り込め詐欺が急増するなど、都民の不安
　は解消されず、16年度都政への要望では、治安
　対策が初めて第１位となった。

○　今後は、振り込め詐欺撲滅を目指し、警視庁
　や金融機関等の民間団体と連携し対策を実施し
  ていく必要がある。

○　平成21年の下半期から被害が増加傾向に転じ、22年
　に入っても被害の発生に歯止めがかかっていない。

○　全国的には被害は減少傾向にあるが、都においては
　増加が著しく、東京一極集中の様相を呈している。

○　犯行グループは新たな手口を次々に繰り出し、対策
　が追いついていない。

○　キャンペーンなどに合わせＰＲを実施してきたが、
　被害の多い高齢者層へメッセージが届きにくい。

○　東京における高齢者の被害件数の増加が認められ
　ており、被害の増加・集中傾向に対する課題認識は
　適切と考えられる。

○　また、従来の広報ではそうした高齢者層へのアプ
　ローチが不十分であり、警視庁等との連携を強化し
　た上で広報手法の拡大・充実を図る必要性も認めら
　れる。

○　一方で、経費については更なる縮減の余地がある
　と考えられる。

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

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

事業評価票

78
高齢者等被害対策強化 事 業 開 始

（青少年・治安対策本部総合対策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円29,150

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 34,650 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　事業の拡大・充実の必要性は認められるが、広告
　料の縮減など一定の見直しを行った上で予算を計上
　する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 10,106 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　毎年５月に実施している「自転車安全利用推
　進キャンペーン」を通じて、幼児の保護者及び
　19歳以下の児童や生徒を対象に、自転車の安全
　利用に関するリーフレットの配布やイベントで
　の呼びかけ等を行い、普及啓発活動を実施して
　きた。

○　事業を開始した翌年には、19歳以下の自転車
　事故の減少率（対前年比約△16％）が全体の事
　故の減少率（対前年比約△8.9％）よりも高く､
　本事業の取組が一定の成果を上げたものと考え
　ている。

○　現在対象としている年代への普及啓発に加え、特に
　事故の多い20～30歳代向けに自転車の安全利用に関す
　る普及啓発を行っていく必要があることから、事業の
　充実を図る。

○　新たな事業手法として、通勤時に最寄駅まで自転車
　を利用する人々が多いことに着目し、通勤客をターゲ
　ットに電車内広告（トレインチャンネル）を活用し
　て、自転車の安全利用に関する普及啓発を実施する。

○　これにより、不特定多数の大人に対して自転車の基
　本的なルール及びマナーを効果的に周知することが期
　待できる。

－ 22年度予算額 16,380 千円

○　平成20年６月１日に施行された道路交通法の
　一部改正により、自転車に関する規定が新設、
　整備されたことを受け、自転車のルール及びマ
　ナーを周知するために事業を開始した。

○　21年７月には東京都道路交通規則の一部改正
　により、自転車の安全利用に関する規定が追加
　されたこともあり、更なる周知を実施していく
　必要がある。

○　自転車の安全利用のためのルール及びマナー
　を普及、浸透させ、自転車事故の減少を目指し
　ている。

○　都内の全交通事故件数に占める自転車事故の割合は
　年々増加しており、現在は特に20～30歳代の自転車事
　故が多く発生している。

○　これまでの取組は、主に19歳以下を中心に事業を実
　施してきたため、保育園、幼稚園、小・中・高等学校
　等を対象に、リーフレットを配布することによって、
　ほぼすべての対象者に効率的に周知を図ることができ
　た。しかしながら、事故の発生率の高い20～30歳代の
　成人に対する効率的な普及啓発活動や安全教育等を行
　う場は少ないため、新たな事業手法の展開が課題とな
　っている。

○　自転車事故の増加傾向及び年齢別発生区分に対す
　る課題認識は適切と考えられる。

○　課題認識を踏まえ、対象年齢層や手法の見直しを
　含めて広報の拡大・充実を行うこととしており、19
　歳以下へのアプローチから、通勤客をターゲットと
　したトレインチャンネルの活用へのシフトは有効と
　考えられる。

○　一方、必要経費については更なる縮減が可能と考
　えられる。

道路交通法、東京都道路交通規則

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

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

事業評価票

79
自転車総合対策 事 業 開 始

（青少年・治安対策本部総合対策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 21 年度

平成 30 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

23年度予算額

事業評価票

83
電気自動車（ＥＶ）等課税免除対応 事 業 開 始

（主税局課税部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

－
23年度見積額 － 23年度見積額 58,923 千円 歳出 23年度予算額 58,923

歳入

その他

○　不適正な事務処理による都民サービスの低下や、
　無駄な経費の発生抑制に資するものであることから
　妥当と判断し、局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 － 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

○　今後、適用対象車の普及に伴い、登録台数の増加に
　よる事務が増大する。
○　システム改修を行わない場合、平成25年度までに要
　する経費は累計で約１億円が見込まれるため、23年度
　にシステム改修を行う。
○　これにより、適用対象車の管理、納税証明書発行等
　の事務処理を適正・効率的に行っていく。

－ 22年度予算額 － 千円

東京都都税条例附則

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

３ ５

○　低炭素型都市の実現に向けて、主税局では平
　成21年度から自主的な省エネ努力へのインセン
　ティブとして、〈東京版〉環境減税を実施して
　いる。

○　その一つとして、環境負荷の少ない次世代自
　動車（電気自動車：ＥＶ、プラグインハイブリ
　ッド自動車：ｐＨＶ）の取得・所有を税制面か
　ら支援することで、次世代自動車の普及を目指
　している。

○　税務総合支援システム（ＴＡＣＳＳ）は、本課税免
　除に対応していないため、適用対象車は手処理で個別
　管理している。

○　今後、ＥＶ・ｐＨＶの一般ユーザーへの販売が始ま
　り、平成23年度は約3,920台の登録が予測される。

○　今後、課税免除対象車が車検を受けるに当たり、納
　税証明書等を発行しなければならない。

○　納税証明書発行等の事務処理は各事務所等で対応し
　ているが、適用対象車の増加に伴い、手処理による個
　別管理・情報共有が困難と推測される。

○　また、手処理を続けた場合、課税対象・課税時期等
　の把握や適正な事務処理が極めて困難になると推測さ
　れる。

○　自動車メーカーの今後の環境戦略を踏まえると、
　次世代自動車の増加による事務処理件数の増加が見
　込まれる。

○　事務処理件数の増加に伴い、不適正な事務処理の
　発生や処理経費の増加が想定されるが、システム化
　により、これらを抑制していくことは有効である。

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　自動車税及び自動車取得税の課税免除の適用
　対象車は、平成21年度から25年度までに新規登
　録されたものである。自動車税が課税免除とな
　るのは、登録年度（月割）及び登録した翌年度
　からの５年度分である。

○　現在適用されている次世代自動車にかかる自
　動車税及び自動車取得税の環境減税に伴う税額
　及び台数は以下のとおりである。
　〈自動車税〉
    21年度　　 　191,800円（ 21台）
　　22年度　　　 734,100円（ 26台）
　〈自動車取得税〉
　　21年度　　22,388,600円（154台）
　　22年度　　15,291,200円（ 78台）
　　※22年度は９月末までの実績

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

システム改修を
行わない場合の
管理経費(試算)

年　度
平成23年度
平成24年度
平成25年度

累計額(千円)
48,445
76,247
106,593



平成 23 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円10,163

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 10,163 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　都民の利便性向上のためにも、クレジットカード
　収納を実施することは妥当と考える。

○　費用対効果を検証した内容であることから、局案
　どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 － 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成20年度
　・クレジット収納意向調査の実施
　・導入の検討

○　平成21年度
　　基本方針の策定
　　・対象税目、手数料の検討
　　・スキームの検討
　　・導入済自治体への調査・照会

○　平成22年度
　・指名業者の選定
　・コンペの実施
　・電算システムの改修、運用テスト
　・平成23年度実施に向けた最終調整

○　クレジット収納は、手元に現金が無くても納税でき
　るため、納税者の利便性が一層向上する。
○　自動車税（定期課税分）についてクレジット収納を
　導入し、取扱期間を納期内に限定することで、納期内
　納税率の向上を図る。

－ 22年度予算額 9,776 千円

【背景】
○　クレジットカード決済の普及
○　平成18年地方自治法の改正
　　「指定代理納付者」制度の導入
　　　→　納税者に代わり、カード会社による税
　　　　　の立替払いが可能になった。
○　都民からの要望の増加
○　複数の自治体が既に導入

【目的】
○　都民ニーズに応え、納税しやすい環境整備を
　行うことで、更なる利便性向上を図る。
○　納期内納税率の向上を図る。

【課題】
○　税目
　・クレジット収納を導入する際の取扱税目
○　取扱期間
　・納期内納税率を向上する観点からの取扱期間
○　手数料金額、負担のあり方
　・手数料負担方法（定額制か定率制か）
　・都と納税者がそれぞれ負担する手数料の金額
○　利用率・利用件数
　・都市部を抱える大規模自治体での先行導入事例がな
　　いことから、利用率・利用件数の想定

○　都民ニーズに応え、利便性の向上を図る上でも、
　クレジットカード収納は有効な手段と考える。

○　クレジットカード収納を導入することにより、督
　促等の経費が縮減できることから、費用対効果が高
　い。

○　業務委託に係る経費については、導入実績を検証
　し、今後調整していく必要がある。

地方自治法

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

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

事業評価票

84
クレジットカード収納事務委託 事 業 開 始

（主税局徴収部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

【クレジット収納導入による費用対効果】 （単位：千円）

22 23 24 25 26
導入経費 69,914 1,334 - - - 
継続経費 - 10,163 12,326 14,469 16,613

減コスト 督促等経費 - 32,356 32,356 32,356 32,356

△69,914 20,859 20,030 17,887 15,743

△69,914 △49,055 △29,025 △11,138 4,605

増コスト

単年度収支

累積収支



昭和 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円35,962

歳入 23年度予算額 63
23年度見積額 123 23年度見積額 46,099 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　経費等の見直しを行い、事業拡大に必要十分な人
　員体制等を確保する予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 24
歳
出

21年度決算額 20,932 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　民間有識者から構成される東京都公益認定等
　審議会を、概ね月に１回開催し、法令等に基づ
　き、移行認定・認可等を行っている。
○　都所管の特例民法法人に対して、新制度の概
　要や移行申請書の作成に関する説明会を開催す
　るとともに、随時個別相談を行っている。
○　また、旧指導監督基準等に基づく、基本財産
　処分や寄附行為等の許認可指導を行っている。

【参考】
○　平成22年９月末までの申請状況（累計）
　・公益社団・財団法人への移行認定
　　申請 109件    処分 36件
　・一般社団・財団法人への移行認可
　　申請 20件     処分 10件
○　平成22年４月～９月の説明会開催実績
　　計44回

○　審査業務の効率化に向けた取組
　・申請書類の事前審査業務を効率化するため、会計等
　　の専門的な知識等を持った専務的非常勤職員を新た
　　に活用する。
　・申請書類の事前審査に当たり、会計等の高度かつ専
　　門的な助言を得るため、専門アドバイザーを一層活
　　用する。
　・審議会の運営を効率化するため、財務書類を審査す
　　るための会計部会を設置する。

○　移行促進に向けた取組
　・法人に対する説明会や個別相談を実施し、引き続き
　　移行を促進・支援していく。

4 22年度予算額 31,237 千円

○　明治29年の民法制定とともに始まった公益法
　人制度では、都所管の法人の許可、認可、指導
　監督等を行ってきた。
○　平成20年12月１日に公益法人制度改革三法が
　施行され、従来の社団・財団法人（特例民法法
　人）は、25年11月末までに公益社団・公益財団
　法人又は一般社団・一般財団法人のいずれかに
　移行しなければならない。
○　都は、移行に当たっての認定・認可の基準を
　満たしているか判断を行う東京都公益認定等審
　議会を運営する。
○　引き続き、特例民法法人に対する旧制度に基
　づく監督を行うとともに、移行後の新法人への
　指導監督を行う。

○　申請書の作成が難しいこともあり、特例民法法人か
　らの申請件数は伸び悩んでいたが、平成23年度以降の
  移行を希望する法人からの相談等が増加しており、今
　後大量の移行申請が予想される。
○　審議会前に申請書を事前審査するに当たって、高度
　かつ専門的な知識が必要となるため、職員を育成する
　ほか、専門的な人材を活用していく必要がある。
○　審議会においても、大量の申請書を審査することが
　見込まれるため、効率的な審査体制の構築が必要であ
　る。
○　申請書の作成に当たっては、公益法人会計や移行認
　定・認可の基準・法令等に則った処理が必要となるた
　め、法人に対して支援していく必要がある。
【参考】
○　新制度施行時(平成20年12月１日)の都所管法人数
　　838法人

○　公益法人制度改革において新法人への移行年限が
　設定される中で、既に移行が完了している法人数は
　限られており、今後申請件数が増加していくとする
　想定は妥当であると考えられる。

○　また、この状況に対応するため、法人審査体制の
　効率化、事業実施体制の充実を図る必要性が認めら
　れる。

○　一方で、人員体制及び経費については更なる精査
　の余地があると考えられる。

公益法人制度改革三法

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

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

事業評価票

85
公益法人事務 事 業 開 始

（生活文化局都民生活部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



昭和 29 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円464,952

歳入 23年度予算額 306,560
23年度見積額 306,560 23年度見積額 464,952 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　地籍調査の事業進捗率の改善を図る必要があるた
　め、局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 358,032
歳
出

21年度決算額 543,104 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　都においては、特別な事情がある場合を除い
　て、区市町村が事業主体となっており、地籍調
　査の効果の発現のため、都は、財政的支援及び
　技術的支援を区市町村に対し行っている。
○　地籍調査の新規着手においては、事業のＰＲ
　とともに、区市町村が求めているものを的確に
　把握するため、個別にヒアリングを実施し、事
　業着手に繋げている。
○　地籍調査は、平成21年度までに７町村で完了
　し、22年度現在で34区市町村で実施しており、
　そのうち港区で新規着手した。
○　都市部においては、阪神・淡路大震災での教
　訓を踏まえ、制度面で強化された事業（都市再
　生地籍調査事業のうち官民境界等先行調査）を
　採用する区市が多く、都市部での着手率の増大
　に繋がった。

○　都市部を対象とした、都市再生地籍調査事業の有用
　性及び重要性を区市町村に説明し、計画的な促進に努
　める。土地所有者に対しても、地権者の利点を周知す
　るなど、説明方法を工夫し進捗率の増進に繋げる。都
　市部においては、官民境界等先行調査を重点的に促進
　する。進捗率の増進のため、国直轄事業も活用する。
○　進捗率の増進に向けて、国土調査法第19条第５項指
　定制度（土地区画整理事業等の測量成果を、地籍調査
　の成果とみなす制度）の活用も検討する。同第19条第
　５項指定制度に関しては国において、平成22年度に補
　助金制度が創設されたことから、開発行為や都市再生
　等の関係部局との連携を一層強化し、同第19条第５項
　指定制度の活用を図る。

325,277 22年度予算額 494,066 千円

○　都の地籍調査は、昭和29年度に着手した。
○　平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災で
　は、ライフライン復旧の遅れが問題になり、そ
　の原因の一つに地籍の未整備が挙げられ、地籍
　調査の重要性が全国的に再認識されるきっかけ
　となった。
○　国においては、同大震災の教訓を踏まえ、地
　籍調査の効果を早期に発現するため、制度面で
　の強化を図った。
○　都においては、開発行為や都市再生等の効率
　的かつ円滑な執行に資するため、また、震災対
　策としての効果発現のため、地籍調査の促進を
　図っている。

○　現在、課題となっているのは、地籍調査の緊急性に
　応え、事業規模の大幅な拡大をいかに図るかである。
　また、事業主体となっている区市町村の体制強化も、
　重要な課題である。

○　平成21年度末の都の進捗率は20％で、全国平均の49
　％から遅れている。特に都市部では、権利関係が複雑
　なうえ、土地が細分化され、調査の困難性が高いこと
　に起因し、進捗率の増進が容易に図れない。

○　都市部での調査の困難性を表すものに、隣人との接
　触をできるだけ避けたいとの意識が強く、現地立会な
　どで民民境界への協力が得難いことが挙げられる。こ
　のことは、街区単位で官民境界を調査する、官民境界
　等先行調査を採用する要因にもなっている。

○　土地を巡る紛争の防止、都市計画の推進、災害の
　迅速な復旧など、国土の保全と合理的な利用を促進
　させるために地籍調査は重要である。

○　進捗率を増進させるために、都市再生地籍調査事
　業や国土調査法第19条第５項の指定制度の活用は有
　効と考える。

国土調査法・国土調査促進特別措置法

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

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

事業評価票

88
国土調査 事 業 開 始

（都市整備局都市づくり政策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 23 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円8,000

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 8,000 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり浸水対策計画策定に係る経費の一部を
　補助することとし、計画策定後は施設管理者が責任
　をもって自主的に浸水対策に取り組んでいくものと
　する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 － 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成20年度は、基本方針の内容を踏まえた「
　東京都地下空間浸水対策ガイドライン」を策定
　し、区市町村に対してガイドラインを説明する
　とともに、自主的な取組を促してきた。

○　21年度においては、８月に主要な地下街管理
　者及び関係する区と地下街等浸水対策勉強会を
　設置し、浸水対策計画策定のためのモデル地下
　街として八重洲地下街を決定し、12月に八重洲
　地下街と関係する施設管理者及び区と浸水対策
　計画を策定するための協議会を設置した。

○　22年度においては、８月に第二回八重洲地下
　街等浸水対策計画策定協議会を開催し、今年度
　策定予定の浸水対策計画の構成等を確認した。

○　平成23年度においては、その他の大規模地下街管理
　者が、22年度に策定予定の「八重洲地下街等浸水対策
　計画」を参考にして、自主的に浸水対策計画を策定す
　るための体制づくり（計画策定協議会の設置等）を支
　援していく。

○　併せて、浸水対策計画の策定が一層推進されるよう
　他の地下街管理者に対し浸水対策計画策定経費の一部
　を都が補助する制度を創設する。

○　計画策定以降は、引き続き地下街管理者等が中心と
　なって浸水対策協議会を立ち上げ、計画の具体化を図
　っていけるよう支援する。

－ 22年度予算額 － 千円

○　平成17年９月の豪雨による浸水被害を受け、
　都では、19年８月に「東京都豪雨対策基本方針
　」を策定した。
　
○　基本方針では、今後の豪雨対策のあり方とし
　て、河川・下水道整備の公助に加え、自助・共
　助の視点から流域対策や「家づくり・まちづく
　り対策」等を推進することを示している。

○　特に、浸水被害を軽減する「家づくり、まち
　づくり対策」として、具体的に「東京都地下空
　間浸水対策ガイドライン」や「施設別地下浸水
　対策計画」の策定が挙げられている。

○　頻発している局地的集中豪雨による水害から地下街
　を守るためには、各地下街において、適切な浸水対策
　計画を策定する必要がある。しかし、八重洲以外の他
　の大規模地下街（８か所）においては、各地下街管理
　者は浸水被害の危険性は理解しているものの、計画策
　定に係るノウハウがなく、また、多様な関係者間の調
　整が必要となることから、自主的な浸水計画策定への
　取組が進んでいない。

○　また、計画策定のための調査等に係る費用負担が大
　きいことも、浸水対策計画策定が進まない一因となっ
　ている。

○　地下街や個別ビルが一体となった地下空間での浸
　水対策は、施設管理者が自主的に取り組むべきであ
　る。

○　しかし、施設管理者の浸水対策への自主的な取り
　組みが進んでいないことから、浸水対策計画を策定
　する後押しとして計画策定費補助を行うことは、有
　効と考える。

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

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

事業評価票

90
地下街等浸水対策計画策定費補助 事 業 開 始

（都市整備局都市基盤部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 23 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円26,000

歳入 23年度予算額 5,500
23年度見積額 5,500 23年度見積額 26,000 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　地元の意向を踏まえたまちづくりを進め、沿道の
　防災性の向上と補助26号線整備の具体化に向け、局
　案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 － 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成21年度は、大山中央地区の地域特性や課
　題を整理し、補助26号線整備における事業手法
  の検討を行った。

○　補助26号線が横断する商店街の機能保全と商
　業者の生活再建を行うことが課題であり、地元
　区が行う商店街活性化を含むまちづくり計画の
　策定を支援することが必要である。

○　当該地区には、街路事業の立ち上げ前より都
　区連携のもと地区内を中心とする関係権利者の
　意向を踏まえたコーディネートを行いながらま
　ちの将来像を描き、道路整備の具体化と地元合
　意形成を図ることができる沿道一体街路事業が
　有効であるとの検討結果に至った。

○　22年度は、事業手法の検討結果について地元
　区などの関係機関へ事前の周知を行っている。

○　道路整備で影響を受ける商店街の再編整備や当該地
  区の木造住宅密集地域等の課題を解決するために、沿
  道一体整備事業によるコーディネート業務により、地
　元の意向を踏まえたプランを策定し、地元合意形成を
　図り、沿道の防災性の向上と補助26号線整備の具体化
　に向け取り組んでいく。

○　また、コーディネート業務による沿道まちづくりに
　より、地元の意向把握やまちづくり計画の策定支援を
　行うことが契機となって、沿道以外の周辺地域にもま
　ちづくりの機運が波及し、最終的には大山地域全体の
　まちづくりに寄与することを目指す。

－ 22年度予算額 － 千円

○　補助26号線は、環状６号線と環状７号線の中
　間に位置する環状道路で、両環状線を補完する
　重要な道路であり、東武東上線大山駅周辺の未
　整備区間が整備されると板橋区内における当路
　線は、全線開通となり、道路ネットワークが完
　成することによる効果は大きい。
○　地元住民による勉強会や、板橋区の働きかけ
　によるまちづくり協議会などにより、補助26号
　線を含めたまちづくりの機運が高まっている。
○　都と区が連携して、道路整備と沿道まちづく
　りを行うことにより、沿道の共同化・不燃化を
　進め、延焼遮断帯の形成や、木造住宅密集地域
　の防災性向上を実現する。また、影響を受ける
　商店街の活性化を図る。

○　補助26号線の整備にあたっては、この計画路線が横
　断する商店街の再編整備が課題である。

○　道路整備に関係する権利者一人ひとりの生活再建や
　商業継続に対する意向を把握する必要がある。

○　現時点では、商店街などの関係権利者と話し合いな
　がら、権利者の生活再建と道路と商店街の共存を図る
　ための将来計画が作成されていない。

○　多くのまちづくりを行い、その経験と技術力を持つ
　都と、地元に密着し、きめ細かな対応が可能な地元区
　の連携体制を確立する必要がある。

○　大山中央地区は地域特性などから事業手法は沿道
　一体整備事業が合理的であると考える。

○　また、商店街の再編整備や当該地区の木造住宅密
　集地域の課題を解決するために、地域住民の意向を
　踏まえたコーディネートを行い、まちづくりを計画
　していく必要がある。

都市計画法

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

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

事業評価票

93
沿道一体整備事業（大山中央地区） 事 業 開 始

（都市整備局市街地整備部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 20 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円2,519,265

歳入 23年度予算額 74,836
23年度見積額 75,336 23年度見積額 2,636,837 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　耐震診断については、義務付けとともに、その実
　効性を高めるための緊急臨時措置として、都が時限
　で費用負担するが、一定規模以上（延床面積10,000
　㎡超）の建物については、所有者の社会的責任等を
  考慮し、現行どおり一部所有者負担とする。

○　耐震設計・改修については、原則どおり所有者責
　任及び区市町村の主体的な支援を基本とするが、改
　修を促進させるため、緊急臨時措置として都が時限
　で所有者負担の一部を軽減する。

歳
入

21年度決算額 21,735
歳
出

21年度決算額 79,758 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成20年度に、建物所有者の費用負担の軽減
　策として、都において緊急輸送道路沿道建築物
　の耐震診断・改修に係る助成制度を創設した。
　　この助成事業は、地元区市町村による助成事
　業の一部を都が支援するものであることから、
　区市町村に対して、連絡会議や個別訪問を通じ
　て助成制度の立ち上げや拡充を働きかけてき
　た。
　　その結果、耐震診断・改修への助成事業の立
　ち上げ・拡充が徐々に増加している。（22年８
　月１日時点：診断24区市、改修19区市）
○　21年度からは、沿道建築物の所有者に対し、
　耐震化の必要性や助成事業等について個別訪問
　を実施し、普及啓発を行っている。（21年度：
　約1,000棟実施、22年度：約3,000棟実施予定）
○　また、21年度には、建物所有者負担軽減のた
　め、耐震改修費用の低利融資制度を創設した。
　（21年度：１金融機関、22年度：５金融機関）

○　耐震診断の義務化など新たな規制誘導策を導入する
　とともに、助成を拡充するなどの以下の取組・支援策
　により耐震化の更なる促進を図る。

　・特定緊急輸送道路（特に重要な緊急輸送道路）の診
　　断義務化に伴う耐震診断助成の拡充
　・義務化による耐震診断の結果に基づく耐震改修助成
    の拡充
　・耐震性能報告義務化に伴う報告受付業務委託等
　・新たな規制誘導策の個別周知の実施
　・新たな規制誘導策に係る普及啓発（広告掲載、対象
　　者への周知業務、診断実務者講習会、耐震化済みマ
　　ーク交付制度、地元推進型相談事業）

360,242 22年度予算額 616,046 千円

○　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づけられ
　た。
○　都は、18年度から27年度までを計画期間とす
　る「東京都耐震改修促進計画」を19年３月に策
　定し、住宅・建築物の耐震化の目標や施策の方
　向について定めている。
○　20年３月に上記計画を改定し、「地震発生時
　に閉塞を防ぐべき道路」として、東京都地域防
　災計画に定める緊急輸送ネットワークの緊急輸
　送道路全路線を指定し、沿道建築物について重
　点的に耐震化を促進することとした。

○　首都直下地震の発生が切迫する中、高い公共性を有
　する緊急輸送道路沿道建築物の耐震化は喫緊の課題で
　ある一方、現行制度（耐震改修促進法）では耐震化は
　所有者の意思に委ねられている。
○　間接補助であるため助成実施には区市町による助成
　制度の立ち上げが必要である。
○　多くの都民の生命、財産を守るため極めて重要な緊
　急輸送道路沿道の耐震化を進めるためには、従来の普
　及啓発や支援策に加え、これまでより一歩踏み込んだ
　規制誘導策を構築する必要がある。そのため、実効性
　のある施策の検討を行うに当たって、平成22年から専
　門家による会議を開催し意見を集約した。今後は専門
　家の意見をもとにした基本的な考え方について、都民
　の意見を踏まえ、新たな規制誘導策に係る考え方を取
　りまとめていく必要がある。

○　首都直下地震の発生が切迫する中、緊急輸送道路
　沿道建築物の耐震化は、震災時の救援、復旧・復
　興、首都機能を確保する上で重要である。

○　高度に都市化した東京においては、建物倒壊によ
　り周囲へ与える影響は甚大であり、建物所有者には
　耐震性能を確保する社会的責務がある。

○　また、耐震化を進める上では、建物所有者に加
　え、建物の所在する区市町村の主体的な取組も重要
　である。

○　一方、耐震化が進まない現状の中で、広域的自治
　体である都の役割として、広域的な防災力向上を図
　る観点から道路の機能を維持すべき路線を特定し、
　当該道路の沿道建築物の耐震性を早期に明らかにす
　るとともに、所有者及び区市町村の耐震化の早期取
　組を促すことが必要である。

建築物の耐震改修の促進に関する法律

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

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

事業評価票

94
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業等 事 業 開 始

（都市整備局市街地建築部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

歳入 23年度予算額 16,138
23年度見積額 16,138 23年度見積額 32,276 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　建物所有者の相談ニーズに応えるものであり、ま
　た耐震化に寄与すると認められるため、局案どおり
　予算を計上する。

32,276

千円

22年度予算額
歳
入

21年度決算額 11,634
歳
出

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成21年５月から、耐震に関する専門的な知
　識と情報を有する（財）東京都防災・建築まち
　づくりセンターに耐震化総合相談窓口を開設し
　た。
○　相談窓口では、耐震診断や耐震改修に係る専
　門的・技術的な相談から、各区市町村の助成制
　度等の紹介など、広範にわたる建物所有者の相
　談に応じている。
○　21年度の相談件数は、2,476件（月平均22件
　）、22年度の９月末時点での相談件数は、
　2,525件（月平均420件）であり、相談件数が増
　加している。
○　相談の内容としては、技術的な相談が過半を
　占めており、耐震診断や耐震改修実施につなが
　った事例も出てきている。
　・21年度
　　2,476件中　診断46件、設計37件、改修14件
　・22年度（９月末現在）
　　2,525件中　診断87件、設計65件、改修31件

○　現在の相談員（常駐）２人に、補助員１人を増員
　し、相談件数の増加に対応する。

○　多摩部の出張窓口を多摩建築指導事務所内に月２回
　（立川合同庁舎及び小平庁舎において１回ずつ）設置
　し、相談体制の充実を図る。

○　相談件数が増加し、耐震診断や耐震改修に繋がった
　事例が出てくるなど着実に成果を上げており、今後も
　引き続き本センターにおいて窓口を設置して、都民の
　相談に対応していく。

15,803 22年度予算額 31,606 千円

21年度決算額 23,268

○　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づけられ
　た。
○　都は、18年度から27年度までを計画期間とす
　る「東京都耐震改修促進計画」を19年３月に策
　定し、住宅・建築物の耐震化の目標や施策の方
　向について定めた。
○　上記計画において、耐震化促進に向け、建物
　所有者等が安心して耐震診断・耐震改修を実施
　するための環境整備の一つとして相談体制の整
　備を行うこととした。

○　相談件数の増加に伴い、相談内容の整理や分析作業
　も増加しているため、現在の相談員２人では対応が難
　しい状況にある。

○　現在、相談窓口は渋谷にある（財）東京都防災・建
　築まちづくりセンターの１か所であり、多摩部など離
　れた地域の建物所有者が図面など持ち込んで具体的な
　相談をする場合は、わざわざ渋谷まで出向かなくては
　ならない状況であることから、窓口を拡充する必要が
　ある。

○　緊急輸送道路沿道建築物については、耐震診断の義
　務化など特別な義務を課す予定であり、耐震化の機運
　も高まることが見込まれるため、平成23年度以降、相
　談環境の整備が必要となる。

○　相談窓口の開設は、耐震診断等の実績に結びつい
　ており、必要性は認められる。

○　また、相談件数の増加に対応するための補助員の
　増員や、建物所有者が利用しやすいよう、多摩部に
　も出張窓口を開設し、相談体制の充実を図る有効性
　も認められる。

建築物の耐震改修の促進に関する法律

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

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

事業評価票

95
建築物の耐震化総合相談窓口 事 業 開 始

（都市整備局市街地建築部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円229,600

歳入 23年度予算額 1,845
23年度見積額 1,845 23年度見積額 298,500 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　耐震診断の補助率は現行どおり２／３とする。

○　その他については、局案に沿った予算を計上する
　が、1,000㎡未満のマンションへの助成については、
　国基準に沿った住宅単価を適用することとする。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 21,669 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成18年度より、耐震診断・耐震改修助成制
　度を順次創設するとともに、国の制度改正に合
　わせた制度の見直し・拡充を行っている。
○　ＮＰＯ耐震総合安全機構など関係９団体と連
　携した相談窓口の設置やアドバイザー制度の創
　設などにより、助成制度を利用しやすい環境の
　整備に努めるとともに、「マンション耐震セミ
　ナー」を年２回（毎回200人以上参加）開催
　し、マンション管理組合や区分所有者の意識啓
　発に努めている。
○　管理組合訪問による直接普及啓発を22年度に
　モデル的に実施し、具体的な取組につながっ
　た。
　（15件中１件で耐震診断の実施を決定）
○　マンションへの助成実績は、耐震診断が18～
　21年度で142件、耐震改修(設計・工事)が20～
　21年度で４件となっている。

○　平成27年度までに耐震化率90％を達成するため、耐
　震診断の補助率を拡充（２／３→４／５）するととも
　に、面積要件を撤廃する。

○　耐震化のための多様な選択肢を用意することにより
　合意形成を円滑にして、管理組合における耐震化の取
　組を促進するために建替えも助成対象（耐震改修に要
　する費用相当分)とする。

○　区市町村が行うマンション管理の適正化を促す事業
　に対する支援を行い、管理組合機能の適正化を図ると
　ともに、管理規約の中で長期修繕計画に耐震改修を位
　置づけるよう促していく。

－ 22年度予算額 163,980 千円

○　平成17年度の耐震改修促進法の改正を受け、
　都は、18～27年度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。

○　耐震改修促進計画では、区分所有者による合
　意形成が難しい分譲マンションを「重点的に耐
　震化を図るべき建築物」としている。

○　都民の生命、財産の保護及び地域の被害の軽
　減を図るため、旧耐震基準により建設された分
　譲マンションの耐震化を促進する。

○　耐震診断には過半数の、改修工事には３／４以上の
　区分所有者の合意が必要となり、また専有部分に影響
　がある場合には、その所有者の承諾が必要となるなど
　実施に際してマンション特有の課題がある。

○　３階建て以上のマンションは、大地震時に倒壊する
　と周辺に多大な影響を及ぼすが、面積により補助の対
　象が限られる。また、建替えは対象となっていない。

○　区分所有者の高齢化や賃貸化の進行等により、管理
　組合が機能せず、自立的な耐震化の取組が困難なマン
　ションや、長期修繕計画への耐震化の組み込みについ
　て、費用負担の合意形成が困難なマンションがある。

○　マンションの管理運営に行政が直接関与できず、普
　及啓発を通じて施策を誘導する以外に方法がない。

○　旧耐震基準で建設されたマンションの耐震化は、
　震災時の倒壊等により周辺に影響を及ぼす恐れがあ
　り耐震化の促進は重要である。

○　一方、３階建て以上のマンションであっても延床
　面積1,000㎡未満のマンションについては、現行の
　補助スキームでは対象となっておらず、倒壊時の被
　害が懸念されることから対象を拡大することが必要
　と考える。

○　なお、耐震診断の補助率４／５は緊急輸送道路沿
　道のほか、震災対策条例に定める重要建築物のみ
　に、その重要度・優先度から適用されており、同様
　にマンションに適用する必要性が認められない。

建築物の耐震改修の促進に関する法律

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

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

事業評価票

96
マンション耐震改修促進事業　 事 業 開 始

（都市整備局住宅政策推進部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

歳入 23年度予算額 －

○　条例規制猶予期間満了により、規制対象となる車
　両が増加することとなるが、それらの車両すべてが
　取締り対象となるかは明確にはできない。

○　一方、首都高速道路等の整備により、規制対象車
　両の都内への主要な進入ルートが変化しているため
　一定の対応は必要と考える。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　首都高速道路の交通流・交通量の現状を踏まえ、現
  行の監視体制の穴を埋めるため、固定カメラの設置箇
　所の変更及び増設を行い、監視体制を強化し、違反車
　両の監視、指導の強化を図っていく。

〇　特に違反率が高い他県から都内に流入する車両の取
　締りを強化するため、違反事実を確実に補足できる「
　固定カメラ」等の監視体制を整備していく。

〇　監視カメラによるナンバープレート撮影
　・固定式カメラでの取締り（約37万台／日：撮
　　影）
　・移動式カメラでの取締り（年110か所：撮影
　　）

〇　自動車公害監察員による取締り
　・自動車Ｇメンによる路上・物流拠点等での取
　　締り

【行政処分】　(平成22年９月末)
　・運行禁止命令　処分者数　328人
　　　　　　　　　処分台数　454台

【成果】
　　ＳＰＭの環境基準達成割合
　　17年度以降継続　100％（34局／34局）

その他

146,287

千円

千円

千円

事業評価票

100
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／一般会計）

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

・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。

【当時の状況】
　　ＳＰＭの環境基準達成局割合
　　15年度　12％（４局／34局）

１

○　条例では、初年度登録から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。
○　違反車両のほとんどが都外からの流入車であること
　から、流入違反車両の取締りを徹底し、規制を遵守し
　てきた事業者との公平性を確保していく必要がある。
○　18年４月のディーゼル車規制の強化に伴い、都と同
　等の規制を実施していない他県からの流入車両を捕捉
　できない路線について、21年度に固定カメラの増設を
　実施した。
○　しかし、首都高速中央環状線西新宿ＪＣＴ～大橋Ｊ
　ＣＴの開通等、社会状況の変化による流入車両の増加
　等により現在の監視体制では、捕捉できない車両が発
　生している。

４

３

２

128,44123年度予算額

歳
入

歳
出

21年度決算額

22年度予算額

23年度見積額

58,853

117,103

○　規制対象車両の増加に合わせ、首都高速道路の整
　備状況や都内への主要な侵入ルートの変化を見据え
　固定カメラの設置箇所を精査し予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

21年度決算額

22年度予算額

23年度見積額

－

－

拡大・充実

－



平成 22 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円170,548 

歳入 23年度予算額 76,746 
23年度見積額 76,746 23年度見積額 170,548 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　沢の水と上水道を併用したトイレ整備等を行うこ
　ととし、局案どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 － 
歳
出

21年度決算額 － 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　山頂部は、上水道が供給されておらず、これ
　まで沢の水を汲み上げてトイレに供給し、汚水
　を浄化槽で処理してきた。 ○　都内有数の観光地として、来訪者へのサービス向上

　と公園の衛生環境の確保を図る観点から、トイレを増
　設するとともに、下水道へ接続するための排水管の整
　備を行う。
○　給水方式については、整備と維持管理に係る以下の
　比較から、沢の水と上水道を併用する方式とする。

3,543 22年度予算額 7,875 千円

○　高尾山は、昭和42年12月、明治百年記念事業
　の一環として国定公園に指定された。平成19年
　４月にはミシュラン三ツ星指定を受け、来訪者
　は、20年度に対前年度約４割増の368万人に上
　るなど急増傾向にある。

○　このような状況の中、トイレ等の水道設備を
　良好に設置・管理し、来訪者の利便性を確保し
　ていく。

○　来訪者の急増により、山頂部のトイレ不足が一層顕
　著になっているため、その対応が求められている。

○　一方で、トイレの増設を行った場合の水使用量の増
　加に対しては、現状の供給設備や浄化槽では対応が困
　難な状況にある。

○　また、平成22年11月に山頂まで上水道が整備された
　ことも踏まえて、今後どのように対応するか検討する
　必要がある。

○　来訪者の増加に伴い、安定的な水供給を確保した
　トイレの整備が必要な状況であると認められる。

○　トイレ等の整備に当たり、維持管理費を含めた効
　率的な給水方式の検証と選択がなされている。

自然公園法（国定公園の設置）等

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

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

事業評価票

101
明治の森高尾国定公園の整備 事 業 開 始

（環境局自然環境部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

《給水方式ごとのコスト比較（発生主義による試算）》 （単位：百万円）

区　分
 トイレ整備等 4  トイレ整備等 4  トイレ整備等 4

 ポンプ等改修 13
 下水道料金 6  上下水道料金 15  上下水道料金 20
 給水設備保守 2  給水設備保守 2  清掃委託 12
 清掃委託 12  清掃委託 12

合　計 36 32 36

③上水道のみ利用

 イニシャル
 コスト

①沢の水のみ利用 ②沢の水と上水道利用

 ランニング
 コスト



平成 22 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円4,876

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 4,876 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり、これまでに開発した人材育成プログ
　ラムを活用し、効率的に人材育成を実施するための
　予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 － 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成20年度から２か年かけて開発した摂食・
　嚥下評価専門研修プログラムに加え、実地研修
　プログラムを開発し、人材の育成を図った。
　①　評価医実地研修
　　・内視鏡検査を含む摂食・嚥下機能評価及び
　　　指導・訓練の指示ができ、行政とともに地
　　　域で摂食・嚥下機能支援事業を立ち上げ、
　　　推進するリーダーとなる医師・歯科医師を
　　　育成するために実施。
　　・ＮＰＯ法人嚥友会、武蔵村山病院、あぜり
　　　あ歯科診療所の計３か所の医療機関に委託
　　　して実施。（養成規模：30名）
　②　リハビリチーム養成研修
　　・摂食・嚥下リハビリテーションを担うコメ
　　　ディカルスタッフが、互いの職種の特徴・
　　　役割を理解し、総合的なチームケアを行う
　　　際の基礎知識の共有化を図るために実施。
　　・上記の３医療機関に委託して実施。
　　　（養成規模：90名）

○　現場職員及び医療専門職に対する普及啓発
　・摂食・嚥下機能支援の必要性の周知及び地域の医療
　　専門職の啓発のため、講演会を開催する。
○　継続した人材育成
　・都立心身障害者口腔保健センターを活用し、体系的
  　な人材育成を行う。
　・実施期間：23年度～27年度（５年間）
　・育成規模
　　①評価医：150人
　　②コメディカルスタッフ：450人
○　基盤整備
　・地域における連携強化を図るため広域的な連絡会を
　　設置する。

－ 22年度予算額 5,667 千円

○　摂食・嚥下機能障害は特に高齢者において誤
　嚥性肺炎や窒息などを引き起こす要因となる。
○　都内の患者数は約７万人おり、高齢社会の進
　展に伴い、今後更なる増加が見込まれる。
○　しかし、障害を専門的に評価し､リハビリ､指
　導ができる医師・歯科医師（評価医）が不足し
　ている。
○　また、専門的な評価・リハビリ・指導には医
　師・歯科医師の連携や看護師等のコメディカル
　スタッフの参加が不可欠であるが、多職種がチ
　ームで取り組む仕組みがない。
○　こうしたことから、摂食・嚥下機能支援推進
　のため、都として評価医及びコメディカルスタ
　ッフの育成を行っている。

○　現場職員及び医療専門職に対する普及啓発
　・現場の介護職員、訪問看護師、ケアマネージャー等
　　関係者に対して摂食・嚥下機能支援の必要性を周知
　　する必要がある。
　・多職種によるチームアプローチ推進のため、地域の
　　医療専門職に対する啓発が必要である。
○　継続した人材育成
　・これまでに育成した評価医だけでは都内全域で事業
　　を推進するためにはまだ不足しており、引き続き評
　　価医の育成を図っていく必要がある。
　・評価医とともにリハビリを支えるコメディカルスタ
　　ッフについても更なる育成が不可欠である。
○　区市町村の基盤整備支援
　・区市町村に協議体がなく、摂食・嚥下機能支援事業
　　への取組が弱いため、都として区市町村への働きか
　　けや基盤整備支援を行っていく必要がある。

○　高齢化の進行に伴い、摂食・嚥下機能障害に対応
　できる専門人材の育成が急務となっており、継続的
　に評価医のみならず、コメディカルスタッフの育成
　が必要である。

○　また、人材育成を効率的に実施するためには、摂
　食・嚥下機能支援の必要性を現場職員等に対して普
　及啓発することが不可欠である。

○　本事業は、本来は区市町村が中心となって実施し
　ていくべきものであるが、現時点においては都とし
　て区市町村の基盤整備を補完するためのバックアッ
　プが必要な状況にある。

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

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

事業評価票

103
摂食・嚥下機能支援事業 事 業 開 始

（福祉保健局医療政策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 23 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円3,939

歳入 23年度予算額 483
23年度見積額 483 23年度見積額 23,939 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　地域がん登録室（仮称）の整備については、内容
　等の調整が不十分であることから、引き続き検討を
　進めていくこととした上で、本事業を計画的に進め
　ていくために必要な予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 － 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成21年度から「東京都がん登録検討会」を
　設置し、院内がん登録の拡大及び地域がん登録
　の実施に向けた具体的な検討を開始した。

○　22年度現在、がん診療連携拠点病院16か所、
　東京都認定がん診療病院16か所指定を指定して
　いる。

○　22年度に都立駒込病院内に、院内がん登録デ
　ータを集中的に処理する「院内がん登録センタ
　ー」を設置した。

○拠点病院16か所、認定病院16か所により、地域
　がん登録の精度評価に最低限必要となるデータ
　件数の８割強を収集することができる。

○　地域がん登録の開始により、都におけるがん罹患の
　実態の把握や、がん対策の立案・評価への活用が可能
　になり、また全国登録データの精度向上にも貢献でき
　る。
　　そのため、平成22年度までの検討状況等を踏まえ、
　東京都がん対策推進計画の期間内（24年度まで）に、
　地域がん登録の着実な実施を図る。
　
【平成２３年度】
　・地域がん登録室（仮称）の開設準備
　・医療機関や都民等への普及啓発
【平成２４年度】
　・地域がん登録開始
　

－ 22年度予算額 － 千円

○　がん登録には、主に医療施設が実施主体とな
　り、施設のがん診療の実態を把握するための「
　院内がん登録」と、都道府県が実施主体となり
　地域のがん罹患の把握のための「地域がん登録
　」がある。

○　都では、平成20年３月に策定した「東京都が
　ん対策推進計画」（計画期間20～24年度）にお
　いて、院内がん登録の取組を地域がん登録につ
　なげていくこととしている。これを踏まえ、22
　年度までに、院内がん登録を実施する医療機関
　の整備や、院内がん登録の拡大及び地域がん登
　録の実施に関する検討会の設置を行った。
　

○　院内がん登録は、各医療機関のがん診療に関する状
　況を把握するとともに、地域がん登録の基礎データと
　もなることから、精度の高いデータの登録を行うこと
　が課題となっている。

○　また、地域がん登録の円滑な実施には、必要なデー
　タ件数の取得に向け、効率的な収集を行っていく必要
　があり、今後は院内がん登録を実施する医療機関の拡
　大が求められる。

○　地域がん登録については、個人情報に関する手続、
　医療機関への説明・協力依頼、区市町村への説明・協
　力依頼、都民への普及啓発に関する課題を整理し、開
　始に向けた取組を進める必要がある。

○　地域がん登録は、都のがん対策全体の企画と評価
　への活用が可能であり、着実な実施を図ることが必
　要である。

○　平成24年度の地域がん登録の開始に向けては、医
　療機関や都民への普及啓発を図ることが必要であ
　る。また、院内がん登録実施医療機関の拡大等が今
　後の検討課題である。

○　事業の実施に当たっては、個人情報に関する手続
　等について十分な検討が必要である。

健康増進法、がん対策基本法

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

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

事業評価票

107
地域がん登録事業 事 業 開 始

（福祉保健局保健政策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円26,082

歳入 23年度予算額 11,236
23年度見積額 11,236 23年度見積額 26,252 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　待機児童増加の背景やこれまでの事業実績から研
　修会等の開催回数の拡大は有効であり、経費を精査
　した上で、所要の予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 6,252
歳
出

21年度決算額 12,505 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他【実施方法】
○　東京都社会福祉協議会に委託して実施
　・本団体は社会福祉活動の推進を目的として社
　　会福祉法に基づき設置された非営利団体であ
　　り、広域的かつ公益的な事業実施の観点から
　　本団体へ委託している。

【実施内容】
○　保育士資格保有者に対する再就職支援研修及
　び就職相談会を、年４回実施した。

【成果】
○　再就職支援研修の参加者　457人
○　就職相談会に参加した事業者数　101事業者
○　求人数　403人

○　保育士の再就職支援研修及び就職相談会の回数を、
　これまでの年４回から年５回へ拡大し、保育士の安定
　的な確保を図る。

9,817 22年度予算額 26,082 千円

○　核家族化や女性の社会進出などにより保育サ
　ービスの需要は年々増加し、待機児童数が依然
　として高い水準にある。
○　このため、平成20年度から「保育サービス拡
　充緊急３か年事業」を開始し、22年度までの３
　年間で定員15,000人分を整備することとした。
○　保育サービスの拡充を図るためには人材確保
　が必要であるが、依然として人材確保が困難な
　状況が続いている。
○　しかし、保育所等で働いていない保育士有資
　格者が多く存在するため、保育士の再就職支援
　を支援し、人材の安定的な確保を目指す。

○　平成21年度の保育所等の整備数は目標を大きく上回
　ったが、22年４月現在の都内の待機児童数は8,435人
　となり、前年と比べて496人増加している。

○　区市町村では、保育サービスの拡充に向けた保育所
　等の整備が急速に進められており、保育人材の確保が
　困難な状況が続いている。

○　保育士の再就職支援研修及び就職相談会の実施回数
　が十分ではない。

○　待機児童解消は喫緊の課題であり、そのためには
　保育サービスの拡充を急速に進めるとともに、保育
　士の専門性向上と質の高い人材の安定的な確保が不
　可欠である。

○　本事業の実施により、研修会等参加者から実際の
　採用につながった例も数多く報告されるなど一定の
　効果を上げており、保育人材確保策として有効なも
　のと認められる。

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

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

事業評価票

108
保育人材確保事業 事 業 開 始

（福祉保健局少子社会対策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円14,711

歳入 23年度予算額 7,355
23年度見積額 7,355 23年度見積額 14,711 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　子供の心の問題を包括的に支援する拠点病院とし
　ての社会的ニーズに応え、人材育成の発信基地、情
　報センター機能としての役割を果たす観点から、本
　事業の本格実施は妥当であり、局案のとおり予算を
　計上する。

歳
入

21年度決算額 7,687
歳
出

21年度決算額 13,169 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　都内の医療機関や保健医療福祉教育関係機関
　に対する研修事業（実習や実践研修を含む）や
　関係機関との定期的な連絡会を実施
　・医療職の理解促進及び診療の向上により、児
　　童精神分野の診察に取り組む地域の小児科・
　　精神科が増えた。
　・関係機関における対応力の向上により、保育
　　所や学校、施設等での適切な対応につながっ
　　た。
　・スムーズな連携体制の構築により、より早期
　　に適切な治療や支援に結び付けられるように
　　なった。

○　都民向けのシンポジウムやホームページによ
　る情報提供など普及啓発を実施
　・日常生活での対応が困難な発達障害児等への
　　理解促進や対応力向上につながった。

○　都内の医療機関と保健医療福祉教育関係機関との連
　携を一層強化するため、平成23年度から本格実施する
　こととし、事業を継続する。

7,687 22年度予算額 15,375 千円

○　厚生労働省の『「子どもの心の診療医」の養
　成に関する検討会』に基づく国のモデル事業と
　して、平成20年度から事業を開始した。
○　被虐児や発達障害児等へのケアの面で需要が
　高いにもかかわらず子供の心の診療医の総数が
　少ないこと、子供の心の診察が都立梅ケ丘病院
　（現都立小児総合医療センター）に集中してい
　たことなどから、子供の心の診療体制の拡充と
　医療従事者の育成、関係機関や都民の理解促
　進、ネットワーク整備による情報交換や診療連
　携の充実等が求められていた。
○　拠点病院を設置することで、都内の子供の心
　の診療や支援体制の全体的なレベルアップを目
　指している。

○　研修・連絡会等の実施による成果は出てきている
　が、専門職はまだ充分養成されたとはいえないため、
　継続して医療従事者の育成を行う必要がある。特に、
　精神科・小児科の連携が更に強化されるような内容に
　するなどの工夫が必要である。

○　今後も引き続き、都立小児総合医療センターのノウ
　ハウを、地域の医療機関や保健医療福祉教育関係機関
　に伝えていくことで、都内における子供の心の支援体
　制を更にレベルアップしていく必要がある。

○　指導医の不足等から新たな子供の心の診療医の養
　成は困難な状況にあるが、拠点病院事業は今ある医
　療資源を活用しながら研修・連絡会等を実施するこ
　とで、精神科治療の底上げに重要な役割を果たして
　いる。

○　モデル事業の３ヵ年の取組により、子育て家庭や
　子供に関わる保健、医療、福祉、教育の各分野に子
　供の心の様々な問題が理解されつつあり、地域医療
　連携体制の強化や理解ある社会の気運醸成につなが
　っている。

子供の心診療支援拠点病院実施要綱

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

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

事業評価票

109
子供の心の診療支援拠点病院事業 事 業 開 始

（福祉保健局少子社会対策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円54,876

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 24,876 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり合同就職面接会の回数を増やすととも
　に、企業募集のための新聞広告を行うなど、参加企
　業の確保を強化する。

○　また、より多くの新規学卒者に就職機会を提供す
　るため、新規学卒者向けのＰＲも拡充する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 18,293 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成21年度は、参加企業150社規模で年２回
　実施し、それぞれ約2,500人の新規学卒者等が
　参加した。

○　22年度は、企業とのマッチング機会を充実す
　るため、参加企業規模をそれぞれ200社に拡大
　して実施している。

○　21年度事業実績

○　平成23年度の若者ジョブマッチング事業については
　これまでの２回に加えて、150社、750人規模の合同就
　職面接会を１回追加して合計３回実施し、新規学卒者
　と企業とのマッチング機会の充実を図る。

○　また、新規学卒者が多様な業種・職種の中から企業
　選びを行えるよう、参加企業募集の新聞広告を新たに
　実施し、企業の参加促進を強化する。

－ 22年度予算額 22,134 千円

○　一昨年のリーマンショックに端を発する景気
　後退、雇用情勢の悪化を受け、多くの採用内定
　取消者が発生するなど、新規学卒者等を取り巻
　く就職環境が急激に悪化した。

○　そこで、企業とのマッチング機会を提供し、
　正規雇用による安定した職業生活を希望する新
　規学卒者を支援するため、平成21年度から東京
　労働局との共催により、新規学卒者向けの合同
　就職面接会を年２回開催することとした。

○　新規学卒者を取り巻く就職環境は更に厳しい状況に
　あることから、新規学卒者と企業とのマッチング機会
　を充実していく必要がある。

○　平成21年度は、参加企業を確保することができたも
　のの、企業の求人数が減少傾向にあることから、企業
  への参加促進を強化していく必要がある。

○　平成21年度の面接会については、定員を大幅に超
　える新規学卒者が参加するなど、多くの新規学卒者
　に対し、企業とのマッチングの機会を提供してき
　た。

○　雇用情勢は引き続き厳しい状況にあることから、
　より多くのマッチングの機会を提供するため、規模
　の拡大を行うとともに、参加企業及び参加者を確保
　していくことが重要である。

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

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

事業評価票

114
若者ジョブマッチング事業 事 業 開 始

（産業労働局雇用就業部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

区 分 第１回 第２回

日　時 平成21年11月25日（水） 平成22年２月16日（火）

会　場 池袋サンシャインシティ
コンベンションセンター 新宿ＮＳイベントホール

当日参加者 2,520人 2,465人

当日参加企業 140社 144社



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円債務 2,600,000

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 債務 2,600,000 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　道路維持事業において、債務負担行為（ゼロ都債
　）を活用していくことは、適切な道路維持管理の実
  施に寄与するものであることに加え、中小企業向け
　の景気対策としても効果的な手法の一つである。よ
　って、局案どおり債務負担行為を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 － 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　側溝浚渫等については、道路冠水に注意を要
　する箇所の浚渫を、年度当初から雨期前までの
　期間で計画的に実施し、路面排水機能を確保す
　ることで道路冠水の防止・被害軽減を図った。
○　沿道除草については、年度初めから作業を実
　施し、交通阻害となる雑草繁茂を解消すること
　で、安全に通行できる歩行空間を確保した。
○　街路樹管理については、第１四半期から植樹
　帯管理を実施することにより、生育周期に合わ
　せた、適切な維持管理が可能になった。
　　また、街路樹のきめ細やかな剪定により、信
　号機や標識等の視認性が確保され、落枝事故の
　抑制にもつながった。
　　これらの対策により、植栽に関する苦情件数
　が減少した。
○　なお、上記取組により、端境期における中小
　企業への発注機会の拡大に寄与した。

○　計画的・効果的な維持管理の実現に当たっては、必
　要な予算の確保と、債務負担行為（ゼロ都債）の活用
　が不可欠である。また、継続的・安定的な都民サービ
　スを提供していくためには、今年度の維持管理の取組
　を来年度以降も継続して実施する必要がある。
○　街路樹管理については、債務負担行為の限度額を拡
　大し、ゼロ都債の設定による植樹帯管理作業の工期
　を、半年間（４月～９月）とすることによって、樹種
　の生育に応じた適切な維持管理を実現する。
○　今後とも、適切な維持管理を実施することで、緑豊
　かな道路空間を実感できる「魅せる街路樹」を創造
　し、街路樹の管理・育成の充実を図っていく。

－ 22年度予算額 債務 2,000,000 千円

○　道路の維持管理は、単年度契約であることか
　ら、４月以降順次、発注手続き等を開始する。
  そのため、年度当初から事業に着手できず、維
　持管理業務に支障をきたしている。

○　そこで、年間を通じて計画的・効果的な維持
　管理を実施するため、前年度末に発注し、年度
　当初からの事業実施が可能となる債務負担行為
　（ゼロ都債）を活用することとした。

○　都道には様々な種類の街路樹が植栽されている。街
　路樹管理のうち、低木の剪定作業など植樹帯管理もこ
　れまで債務負担行為（ゼロ都債）に含めている。

○　低木の剪定は、花期が終わった後に行うことにより
　樹木の生育上、適切な維持管理が可能となる。
　　樹種によってはその時期に差があり、第２四半期ま
　でかかるものもある。また、花期は気温など、その年
　の気象条件にも左右される。

○　現在設定しているゼロ都債は第１四半期分の作業量
　を想定したものであるが、花期終了後の剪定を期間内
　に実施できない樹種が発生するなど、適切な剪定作業
　が実施できないことが課題となっている。

○　道路維持事業における債務負担行為の活用は、公
　共事業の実施時期の平準化のみならず、中小企業を
　中心とした受注者側の受注機会の平準化にも資する
　ものである。

○　事業の性質についても、ゼロ都債の活用により、
　道路冠水事故防止に資する側溝浚渫等の雨期前にお
　ける作業や、沿道除草における雑草の繁茂時期を踏
　まえた作業が年度当初から実施でき、計画的・効果
　的な維持管理が実現できるものと考える。
　
○　ゼロ都債の設定は受注者からも高く評価されてお
　り、中小企業向けの景気対策としての効果も大いに
　期待できるものである。

○　また、街路樹の維持管理においてゼロ都債の工期
　を４月から６月までとしていたものを、９月までと
　延ばすことについては、樹種の生育周期を十分に考
　慮したものであるとともに、都民の声も適切に反映
　したものであると考える。

道路法

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

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

事業評価票

115
道路維持事業（街路樹等）における債務負担行為（ゼロ都債）の活用 事 業 開 始

（建設局道路管理部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 23 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円300,000

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 300,000 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　災害時に活動拠点となる都立公園における支障木
　処理について、所要の予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 － 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　大震災時の市街地大火から都民の生命を守る
　ため、東京都震災対策条例及び各区市町村の地
　域防災計画に基づいて指定される公園の整備を
　平成14年度より行っている。

○　そのうち、避難場所に指定されている都立公
　園において、災害直後速やかに安全な場所に避
　難するため重要となる非常用照明（入口表示
　灯、園内灯、誘導灯）の整備を21年度に実施し
　た。

○　また、広域的な避難場所となる公園について
　は、非常用便所、防災井戸等の整備を実施し、
　25年度末までに震災時の防災機能を強化する予
　定である。

○　避難場所指定又は活動拠点候補地指定されている公
　園及び避難拠点としての機能を有する公園内の広場周
　辺や、誘導路周辺を重点化して支障木の処理を行
　う。これにより、防災空間を確保し安全・安心な都民
　生活の実現を図る。また、緊急対策の実施により、災
　害時だけでなく平常時においても支障木の処理による
　景観の向上や防犯面に配慮した効果が期待できる。

○　なお、これに必要となる経費については、指定管理
　者の再選定に伴い発生するコスト縮減分を充当する。

－ 22年度予算額 － 千円

○　都立公園は、震災時に避難場所としての利用
　のほか、救助活動・復旧活動等の拠点として、
　多様な活動に利用され、震災時には大きな役割
　を果たす。

○　そのため、避難場所等の整備を実施すること
　により、震災時おいて公園が果すべき防災機能
　の発揮に努めている。

○　これら避難場所等については、都民が安全に
　避難し、滞在ができる環境を提供するため、通
　常の維持管理に加え震災時の活動拠点となる広
　場周辺や活動拠点への誘導路周辺の支障木の処
　理を継続的に実施する。

○　避難場所等においては広場や活動拠点への誘導路周
　辺で発生する枯れ枝や枯損木により、安全な避難場所
　等の確保に支障をきたす恐れがあり、公園が果すべき
　防災機能を発揮することが困難になっている。

○　災害発生時に避難場所又は活動拠点候補地として
　指定されている公園等において、機能を十全に発揮
　させるべく日常の維持管理を行うことは、公園管理
　者の責務である。

○　災害発生後３日程度は広場へ避難することを想定
　しているが、避難者が安全に滞在するために、災害
　時の活動拠点となる広場周辺や活動拠点への誘導路
　周辺の支障木改善が必要となっている場所がある。

○　また、本事業の実施により中小企業向け景気対策
　としての側面もあり、中小企業者が大半を占める造
　園業界において、受注機会の確保や雇用機会の創出
　の効果も期待できる。

東京都震災対策条例
災害対策基本法

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

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

事業評価票

116
都立公園における防災拠点機能の緊急対策 事 業 開 始

（建設局公園緑地部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円84,230

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 84,230 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　小平霊園における樹林墓地整備のため、平成22年
　度の基本・実施設計を踏まえて、樹林墓地整備工事
　並びに工事申請・施工監理業務等につき、所要の予
　算を計上する。
○　今後の樹林墓地の供給規模・スケジュールについ
　ては、24年度及び25年度における申込状況を把握し
　た上で検討していく。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 4,725 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　審議会答申の具現化のため、平成20年度に基
　礎調査を行い、アンケート調査による需要の把
　握や、専門家による意見交換会などを行い、標
　準的な構造や仕様について検討した。

○　基礎調査に基づき、21年度に整備場所や規模
　等を検討し、小平霊園において最初の樹木墓地
　を供給する計画を策定した。

○　計画に基づき、小平霊園において樹林墓地を供給
　し、その後、樹木墓地の供給に向けて取り組んでい
　く。

○  応募や墓所用地の状況を十分に吟味した上で、他
　霊園への事業拡大について検討していく。

－ 22年度予算額 16,700 千円

○　墓地に対する価値観の多様化が進み、死後は
　自然に還りたいという思いから、「樹木葬」と
　いう形をとる墓所が注目されるようになってき
　た。

○　「樹木葬」の特徴としては、墓所の集約性と
　ともに、都市における良好な緑の形成に役立
　ち、景観的にも優れることが挙げられ、都立霊
　園への導入が期待される墓所形態であることか
　ら、公園審議会において「樹林墓地、樹木墓地
　の供給」として提案された。

○　公園審議会の答申に基づき、都民の墓地需要
　に応えるため、整備を進めていく。

○　計画策定に当たっては、限られた土地の中で将来的
　にも多くの埋蔵が可能な仕様とすることが課題となっ
　た。

○　課題に対し、30年後に再利用が可能な形態とし、粉
　骨の受入れも可能にするなど、十分な検討を行い、仕
　様を決定した。

○　結果として、約800㎡の墓域に、30年毎に収用体数
　10,700体の埋葬が可能となり、都民の墓地需要に十分
　に応えることが期待できる。

○　核家族化など家族構成の変化や、墓所に対する都
　民意識の変化など霊園行政を取り巻く環境が変化し
　ている中、都民の多様な墓所に対する需要に都は応
　えていく必要がある。
○　限られた都立霊園の敷地を有効に活用する樹林墓
　地の整備は、今後都民から期待される新たな墓所供
　給手法の一つとして着目すべきである。
○　都心からのアクセスと施設の構築規模を考慮し
　て、整備地を小平霊園としたこと、また収容予定数
　を増大する墓所需要への対応が可能なものとしたこ
  とは、適切であると考える。
○　収容予定数から算定される歳入についても、整備
　費等の歳出を上回る見込みであり、十分な費用対効
　果を期待できる。

平成20年２月公園審議会答申

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

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

事業評価票

118
樹林墓地の整備 事 業 開 始

（建設局公園緑地部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円99,497

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 99,497 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　都立霊園の適正な管理のため、掲示板設置や整理
　事務等の無縁墳墓処理業務について、局案どおり予
　算を計上する。

○　また、無縁墳墓調査整理事業の進捗に伴い、遺骨
　の改葬先となる約11,000体分の無縁塚の整備を八柱
　霊園にて行うべく、所要の予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 9,534 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　事業の手法
　　無縁墳墓調査整理事業として、管理料５年以
　上滞納の墓所を対象とし、使用者・縁故者の生
　死所在を調査して、管理料支払や承継について
　指導を行って適正化を図り、適正化のなされな
　い墓所については、使用許可を取消した上で、
　遺骨を改葬している。
〇　平成21年度までの成果
　　無縁墳墓整理対象2,595件、そのうち適正化
　されたものが1,007件、また使用許可取消件数
　が1,588件であった。使用許可取消墓所につい
　ては、改葬工事を行い、貸付墓所や広場等整備
　に活用している。
○　22年度からの取組
　　無縁墳墓調査整理事業の一層の促進を図るた
　め、調査対象件数を従来より倍増させた。ま
　た、対象者の在籍調査事務を指定管理者である
　公益財団法人東京都公園協会に業務委託してい
　る。

〇　無縁墳墓調査整理事業については、平成23年度よ
　り、新たな指定管理者との協定の中で事務分担を整理
　し、指定管理者の業務を拡大した上で都と連携して業
　務を円滑に進める。

○　無縁墳墓の調査対象件数を倍増し長期滞納案件の滞
　留分を解消するとともに、無縁墳墓調査整理事業以外
　の荒れ墓所対策や徴収事務の充実と併せて、霊園管理
　の一層の適正化を図る。

〇　事業の進捗に応じ、施設規模・場所等を検討の上、
　新規無縁塚を八柱霊園にて整備していく。

－ 22年度予算額 172,652 千円

〇　都立霊園において、使用者が死亡し縁故者が
　不明及び承継する意思がないことによる「無縁
　墳墓」が存在し、霊園の管理料滞納や荒れ墓所
　の要因となっており、霊園の管理上、管理料の
　徴収や縁故者への承継指導等を行い適正化を図
　る必要があった。
〇　平成11年に墓地、埋葬等に関する法律施行規
　則の改正があり、無縁改葬手続が簡素化され
　た。
〇　計画的に無縁墳墓を整理することにより、管
　理料の長期滞納案件を減らし霊園管理の適正化
　を図るとともに、貸付墓所の確保を目指して、
　12年度から、無縁墳墓調査整理事業を開始し
　た。

○　無縁墳墓調査整理事業は、法律に基づく１年間の立
　札設置や官報公告等の周知を行なうほか、調査対象者
　の戸籍調査を行い、３親等以内の縁故者の生死、所在
　を調べ、その結果に基づき妥当な縁故者を判定し、管
　理料支払指導、承継指導、聴聞を行なうなど専門性が
　高く、一定の時間を必要とする事務である。そのた
　め、事業開始から10年が経過した21年度末時点でも、
　2,617件の調査対象墓所が存在している。

○　使用許可取消墓所の改葬工事では、条例に基づき遺
　骨を多磨及び八柱霊園内の無縁塚に改葬しているが、
　事業の進捗に伴い既存の無縁塚では遺骨を収容しきれ
　なくなっている。

○　都立霊園において、管理料を５年以上にわたって
　滞納している墓所使用者が多く存在しているという
　事実は、墓所使用者間における負担の不均衡という
　視点のみならず、都立霊園の適正な管理という面か
　らも改善を要すると考えられる。

○　無縁墳墓の整理を各都立霊園においてより一層促
　進し、循環利用による墓所の供給を拡大していくた
　めには、計画的な無縁墳墓調査整理業務の執行が不
　可欠である。当該事務を拡充していくことは適正な
　都立霊園の管理者としての責務であると言える。

○　一方で、今後多くの対象墓所の調査を行うに当た
　って、将来的な人員体制を鑑みると都単独での対処
　は困難であると考えられる。長年霊園管理行政の補
　完に携わってきた経験と、戸籍調査等の専門性の高
　い業務への実績を有する東京都公園協会への在籍調
　査事務の委託は、引き続き都直営業務を補完するも
　のとして必要なものと考える。

東京都霊園条例
墓地、埋葬等に関する法律

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

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

事業評価票

119
無縁墳墓処理 事 業 開 始

（建設局公園緑地部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円48,618

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 48,864 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおりの取組を行うこととするが、ナビゲー
　ターのスキームは再精査した上で予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 2,331 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成22年度採用選考より仙台に、また23年度
　採用選考より福岡に選考会場を設け、地方から
　の受験者を積極的に受け入れる取組を行ってい
　る。

○　採用数が少ないために教職に就けないでいる
　地方の優秀な人材に対し、都での採用の機会を
　拡大するため、仙台、福岡において夏期に加え
　冬期にも選考を実施した。

○　秋田県、大分県、高知県教育委員会と連携し
　た採用選考を実施し、地方の優秀な人材の確保
　に努めている。

○　23年度採用選考応募者数は前年度に比べ約
　11.7％（約2,100人）増加し、結果として小学
　校教員の倍率も3.8倍となった。

○　今後と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
　たな取組を行っていく。
　・仙台、福岡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。
　・教員採用ナビゲーターをはじめとする新たなＰＲを
　　展開し、地方の人材が都に対しより魅力を感じられ
　　るようにする。
　・他道府県教育委員会との連携を拡大し、地方の人材
　　に対する都への受験機会を充実させる。

－ 22年度予算額 39,724 千円

○　都の公立学校教員は、今後も大量退職が続い
　ていく。

○　退職を補完するために、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、受験倍率が低下していた。

○　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。

○　近県でも受験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、小学校教員の受験倍率
　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するための取
　組が必要である。

○　本事業の実施により応募者数及び受験倍率は着実
　に伸びており、引き続き事業の充実・拡大を図るこ
　とで、更に質の高い教員の確保が期待できると考え
　られる。

○　新たな取組となる教員採用ナビゲーターについて
　は、ＰＲ活動として有効な手段と考えられるが、知
　事部局で実施している類似事業との整合性を図る必
　要がある。

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

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

事業評価票

121
新たな教員採用選考の実施 事 業 開 始

（教育庁人事部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

選考年度 平成11年度 19年度 20年度 21年度 22年度

名簿登載者数（人） 470 2,265 2,981 3,415 3,232

受験倍率 15.5 4.9 4.1 3.6 4.7

小学校の受験倍率 10.2 2.8 2.9 2.6 3.5



平成 13 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円1,684,433

歳入 23年度予算額 561,090
23年度見積額 561,090 23年度見積額 1,684,433 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　スクールカウンセラーについては、国の配置方針
　に基づき増配置する。また、各校への配置状況につ
　いて、定期的に必要性を検討し、より効果的な配置
　を行っていくこととし、局案どおり予算を計上す
　る。

歳
入

21年度決算額 432,811
歳
出

21年度決算額 1,299,394 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　スクールカウンセラーを配置することで、児
　童・生徒へのカウンセリングが定期的に実施さ
　れている。
○　保護者に対して、カウンセリング等の助言・
　援助を実施している。
○　教職員を対象として、児童・生徒との関り方
　など適切な対応が行えるよう、研修等を実施し
　している。
○　校内の教育相談体制の構築、配慮が必要な児
　童・生徒への対応の充実、教員の教育相談技術
　の向上、保護者への対応の充実が図られた。
○　スクールカウンセラーが全校配置されている
　中学校においては、不登校生徒の学校復帰率が
　年々上昇しており、効果のあった措置として、
　スクールカウンセラー等への相談が62.8％で最
　も高いなどの効果が現れている。

○　問題行動等の未然防止、早期対応・早期解決を図る
　ため、小学校段階からの対応の充実を図るとともに、
　高等学校における組織的な教育相談体制による対応の
　一層の充実を図る必要がある。そのため、スクールカ
　ウンセラーの配置校を拡大し、学校における組織的な
　教育相談機能の充実を図る。
【平成23年度配置予定校】（　）は22年度配置校数
　・小学校327校(132校）
　・中学校632校　都内全公立中学校
　・高等学校100校（60校）

438,399 22年度予算額 1,316,700 千円

○　いじめの認知件数、不登校児童・生徒数の増
　加等、児童・生徒の心的な要因を含んだ様々な
　問題が生じていることを背景として、児童・生
　徒や保護者の抱える悩みを受け止め、学校にお
　ける相談体制の構築及び充実を図るため、国庫
  補助事業として、平成13年度から開始した。

○　臨床心理の専門的な知識・経験を有する専門
　家を学校に配置し、学校におけるカウンセリン
　グ機能の充実を図り、いじめや不登校等の児童
　・生徒の問題行動等の未然防止や解消を図る。

○　児童・生徒の生命に関わる事故の未然防止、暴力行
　為などの問題行動の未然防止と早期対応・早期解決及
　び高等学校における中途退学や不登校等への対応を充
　実させる必要がある。

○　非行の低年齢化や児童虐待の深刻化等が社会問題と
　なっており、それらの課題にも適切に対応していく必
　要がある。

○　これまでの実施状況から、スクールカウンセラー
　の配置校拡大により、学校の教育相談機能を一層充
　実させることで、児童・生徒の問題行動の更なる改
　善が期待できる。

○　拡大に当たっては、配置基準を整理し、スクール
　カウンセラーが有効に活用されるよう運用面で工夫
　を図る必要がある。

地方教育行政の組織及び運営に関する法
律

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

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

事業評価票

122
スクールカウンセラーの配置 事 業 開 始

（教育庁指導部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円270,021

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 270,021 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり予算を計上する。ただし、体力悉皆調
　査については、２か年で試行実施し、その調査結果
　を体力向上施策に反映させることとする。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 31,556 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　推進計画に基づき次の事業を実施すること
　で、子供の総合的な体力向上に努めている。
　・生活習慣や運動習慣等の定着に関する実践研
　　究校の指定（10地区）
　・「１日60分運動・スポ－ツ」小学校総合運動
　　部活動実践モデル校の指定（10地区）
　・児童・生徒の体力・運動能力、生活・運動習
　　慣等調査（新体力テスト総合評価の認証及び
　　新体力テスト優秀校の顕彰を含む）の実施
　・校庭芝生化調査研究
　・「１校１取組」・「１学級１実践」運動の推
　　進
　・中学生「東京駅伝」大会の開催

○　第１次推進計画に基づき、事業を着実に実施・展開
　することにより、児童・生徒の基礎体力の向上を図っ
　ていく。

○　都としての統一的かつ継続的な実態調査を行い、す
　べての児童・生徒の体力・運動能力を把握し、個々の
　実態を踏まえた対策を講じていく。

－ 22年度予算額 206,690 千円

○　全国的に児童・生徒の体力が低下傾向にある
　中、平成20・21年度「全国体力、運動能力、運
　動習慣等調査」により、都の児童・生徒の体力
　は全国平均値を大きく下回っていることが明ら
　かになった。

○　都はこれまでも、児童・生徒の体力向上を目
　指した様々な対策を講じてはいるものの長期的
　な体力低下傾向を改善するには至っていない。

○　そこで、子供の基礎体力の向上を目標に「総
　合的な子供の基礎体力向上方策（第１次推進計
　画）」を22年度に策定した。

○　児童・生徒の体力の状況について、抽出調査により
　都全体の傾向を把握するための統計的な調査しか実施
　されておらず、一人一人の体力・運動能力等を分析で
　きる統一的・継続的な実態調査が行われていない。

○　児童・生徒の体力・運動能力が低下している現状を
　踏まえ、児童・生徒が運動の特性に触れ、体を動かす
　楽しさを味わい、体力が高まるよう授業を工夫してい
　く必要がある。

○　長期的な体力低下傾向を改善するため、推進計画
　に基づき総合的な体力向上の取組を実施すること
　は、施策の継続性や一体性の観点からも有効であ
　る。

○　その一環となる体力悉皆調査については、一人一
　人の体力の実態を把握することにとどまらず、調査
　結果を体力向上施策へ着実に反映させる仕組みを検
　討していく必要がある。

学校教育法、学習指導要領、
スポーツ振興法

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

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

事業評価票

123
体力向上施策の推進 事 業 開 始

（教育庁指導部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円252,000

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 252,000 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　局案どおり、都電荒川線の運行管理装置の更新に
　ついて、経費縮減を図りながら、利用者の利便性を
　向上するように対応していく。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 － 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成７年度に、都電荒川線の運行管理装置を
　更新した。これに合わせて、接近表示装置も更
　新し、30停留場中、11停留場に、新たな表示装
　置を設置した。

○　新たな表示装置では、従来の２停留場前から
　３停留場前の接近情報を表示するとともに、Ｌ
　ＥＤ表示器へ改良し、スクロール文字による案
　内表示とした。

○　また、平成11年度に交通局のホームページを
　開設した際、パソコン向けに、都電荒川線の時
　刻表や路線案内図を掲載した。

○　運行管理装置の更新に際し、都バスが導入を予定し
　ているバスロケーションシステムをカスタマイズして
　利用することにより、更新費の縮減を図る。（単独で
　システムを更新する場合と比べ、更新費を約30％に抑
　えることができる。）

○　都バスのシステムを利用することにより、都電荒川
　線でも、都バスと同様に、パソコンや携帯電話を通じ
　てリアルタイムの運行情報を提供するサービスを開始
　する（平成23年度中に開始予定）。

－ 22年度予算額 44,000 千円

○　都電荒川線では、昭和61年度に初めて運行管
　理装置を導入した。これにより、営業所におい
　て、電車の運行状況を詳細に把握できるように
　なった。

○　運行管理装置の導入に伴い、停留場に接近表
　示装置を設置し、停留場にいる利用者に、電車
　の接近情報を提供するサービスを開始した。

○　現在の都電荒川線の運行管理装置は、導入後15年が
  経過し、老朽化しており、更新時期を迎えている。運
  行管理装置の更新には、多額の設備投資を要する。

○　現在、都電荒川線で実施している運行情報サービス
　は、停留場にいる利用者向けのものに限られ、都バス
　が実施しているようなパソコンや携帯電話を通じた運
　行情報を提供するサービスは実施していない。

○　本事業により、都電荒川線の運行状況や接近情報
　を停留場にいる利用者に対して提供し、利便性の向
　上を図ってきた。

○　パソコンや携帯電話を通じて運行情報を提供する
　サービスを開始し、都電荒川線の利用を促進してい
　く取組は有益である。

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

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

事業評価票

125
都電荒川線の運行情報サービスの充実 事 業 開 始

（交通局電車部／交通事業会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円251,000

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 251,000 千円 歳出 23年度予算額

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。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 266,810 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　平成22年度は、計画を上回る 1,130校の小学
　校に対して実施した。

○　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」との回答を得てい
　る。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
　寄せられた。

○　また、子供達を通じて保護者層にも水道水へ
　の理解促進を図るため、小学校に対する実施案
　内などの際に、土曜日の公開授業への対応につ
　いて積極的にＰＲを行った。

○　さらに、水道水について家族の対話のきっか
　けとなるよう、水道キャラバンに関連したクイ
　ズ形式の「東京水検定」のコンテンツを追加す
　るなどホームページのリニューアルを行った。

○　水道キャラバンの反響は大きく、高い効果が期待で
　きることから、土曜日の公開授業での対応を含め、平
　成23年度以降も引き続き実施していく。
○　本事業の実施に当たっては、各種アンケートや先生
　方の意見などを踏まえた改善を行い、一層魅力ある施
　策となるよう適宜見直しを図っていく。
○　未実施校への拡大に向けて、一層効果的なＰＲを展
　開していく。

【実施規模】
　・21年度（実績） 　1,066校
　・22年度（見込み） 1,130校
　・23年度（計画）　 1,100校

－ 22年度予算額 314,000 千円

○　都は、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、子供達に東京の水道の取組や、水
　道水のおいしさなどに関する理解を深めてもら
　うことを目的に、平成18年度より、希望する小
　学校を訪問し、演劇・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実施し
　ている。

○　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るとともに、本事業を広く安
　定的に実施するため、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、
　学齢層へのＰＲは効果的と考える。

○　また、保護者層へのアプローチを行うことで、更
　なる事業効果が見込まれる。

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

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

事業評価票

126
水道キャラバンの実施 事 業 開 始

（水道局サービス推進部／水道事業会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円49,485,000

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 49,485,000 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　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。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 25,678,301 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　耐震継手化に当たっては、水道管路の布設年
　度・管種に加え、重要度・地盤状況等を踏まえ
　て、優先順位を付けて実施している。

○　三次救急医療機関等の重要施設への給水ルー
　トは、優先的に耐震継手化を進めている。

○　重要施設への給水ルートは布設年度等によら
　ず、非耐震継手管であれば全て耐震継手管へ取
　り替えている。

○　水道管路の耐震継手化は、平成21年度末で全
  体の26％まで進捗した。

○　工事の影響等を十分に考慮した上で、水道管路の耐
　震継手化を着実に進め、本事業の目標達成に向けて、
　工事調整等を十分に図りながら精力的に取り組んでい
　く。

【耐震継手率】
　・21年度（決算）26％
　・22年度（予算）28％
　・23年度（見積）30％
　・31年度（目標）48％
【復旧日数】
　・20年度末には30日以内であった復旧日数を、31年度
　　末には20日以内まで短縮。

－ 22年度予算額 25,550,000 千円

○　大規模地震発生の切迫性が指摘される中、震
　災時における断水被害を最小限に止め、可能な
　限り給水を確保する。

○　平常給水に復旧するまでの日数を短縮するた
　め、これまでの耐震継手管への取替計画を大幅
　に前倒しして、震災対策を強化する。

○　工事量が大幅に増加するため、以下の課題が予想さ
　れる。
　・工事のための断水や交通規制等お客さまへの影響が
　　増える。
　・道路管理者や交通管理者との工事調整が困難とな
　　る。
　・請負業者の不足が懸念される。

○　三次救急医療機関等の重要施設への給水ルートの耐
　震継手化には、以下の課題がある。
　・特に大病院では、工事のための断水が困難であった
　　り、断水時間に制約のある場合がある。
　・首都中枢機関は、施設が官庁街に集中しており、再
　　開発等他工事との調整もあるため、施工時期が制約
　　される。

○　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。

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

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

事業評価票

127
水道管路の耐震継手化緊急10ヵ年事業の推進 事 業 開 始

（水道局給水部・建設部・多摩水道改革推進本部／水道事業会計） 事 業 終 了 予 定



昭和 48 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円6,933,000

歳入 23年度予算額 3,147,000
23年度見積額 3,147,000 23年度見積額 6,933,000 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　公共用水域の水質悪化を防止するため、局案のと
　おり対応する。

歳
入

21年度決算額 705,056
歳
出

21年度決算額 1,419,533 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　雨天時の下水をより多く水再生センターに送
  水して処理するための下水道管（しゃ集幹線）
  の整備を進め、概ね完了した。

○　雨水吐口では低コスト、短期間でできる水面
　制御装置を設置し、ごみなどの流出を抑制する
　対策を実施した。

○　降雨初期の特に汚れた下水を貯留し、降雨後
　に水再生センターに送水・処理するための施設
　整備を進め、平成21年度末で約83万㎥が完成し
　ている。

○　流れの少ない河川区間や閉鎖性水域などを中心に、
　河川の水辺環境や水質改善要望を考慮し、14水域を選
　定して重点的に施設整備を行い、更なる水質の改善に
　取り組んでいく。

○　下水道法施行令に対応するため、平成35年度まで
　に、降雨初期の特に汚れた下水を貯留する施設を累計
　約170万㎥整備する。

646,640 22年度予算額 2,360,000 千円

○　区部下水道では、汚水の処理と雨水の排除の
　双方を早急に進める必要があったため、汚水と
　雨水を同一の下水道管で流す合流式下水道を採
　用している。
○　合流式下水道では、一定以上の雨が降ると、
　汚水混じりの雨水やごみなどが河川や海などの
　公共用水域に流れ出てしまうことがあり、水質
　悪化の原因の一つとなっている。
○　平成16年度に下水道法施行令が改正され、35
　年度までに雨天時放流水質をＢＯＤ40㎎/ｌ以
　下にすることが求められている。
○　最終的には総汚濁負荷量を分流式下水道と同
　程度まで削減（分流並み）することを目標に改
　善対策を進めている。

○　下水道法施行令に対応するためには、貯留施設の整
　備を進めることなどにより合流式下水道の機能を強化
　し、雨天時の放流回数の削減や放流水質の改善を図る
　必要がある。

○　貯留施設の整備には多くの時間と費用を要するた
　め、取組の重点化が必要である。

○　雨天時の放流水質の改善を図るため、合流式下水
　道の機能強化は重要であると考える。

○　着実に実施していくためには、効率的な整備や国
　費の確保が重要である。

下水道法、下水道法施行令、環境確保条
例

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

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

事業評価票

128
雨天時の水質改善のための施設整備 事 業 開 始

（下水道局計画調整部／下水道事業会計） 事 業 終 了 予 定



平成 元 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円4,995,000

歳入 23年度予算額 2,590,650
23年度見積額 2,590,650 23年度見積額 4,995,000 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　下水処理水の水質改善に向け、局案のとおり対応
　する。

歳
入

21年度決算額 913,280
歳
出

21年度決算額 1,719,651 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　東京都環境確保条例の改正に対応するため、
　砂町、森ヶ崎水再生センターの２か所におい
　て、ちっ素・りんの削減が可能な高度処理施設
　の整備を進め、新たな放流水質の基準への対応
　を図った。

○　平成21年度末で５か所の水再生センターで高
　度処理施設が稼働しており、施設能力は35万㎥
　（処理水量の７％）である。

○　高度処理施設を導入するとともに、既存施設
　における運転管理の工夫なども行い、併せてち
　っ素・りんの削減に努めてきた。

○　高度処理施設の整備を効率的に行うため、水再生セ
　ンターの再構築に合わせて、浮間・砂町・森ヶ崎水再
　生センターなどで引き続き整備を推進する。

○　さらに、準高度処理についても、下水道事業認可の
　取得により国費を導入し、平成41年度までに215万㎥
　の整備を進める。

○　以上の取組により、下水処理水の水質の一層の改善
　に取り組んでいく。

1,134,634 22年度予算額 4,141,000 千円

○　下水道の普及に伴い、隅田川などの河川の水
　質は大きく改善したが、その一方で、東京湾で
　は富栄養化による赤潮が発生しており、更なる
　水質改善が求められている。
○　東京都環境確保条例の一部改正により、赤潮
　の発生要因であるちっ素・りんの規制値が強化
　され、この基準を守るため、ちっ素・りんを削
　減する高度処理施設の整備を進めた。
○　多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画で
　は、水再生センターごとに目標処理水質が定め
　られており、これを達成するため高度処理施設
　の整備を進め、東京湾に流入する水質の改善を
　目指す。

○　高度処理施設の整備には、水処理能力の確保や用地
　の制約など問題が多く、さらに新たな整備には費用や
　時間がかかるため、早期に水質改善を図ることが難し
　くなっている。

○　既存施設の改造と運転管理の工夫で、ちっ素または
　りんの削減効果を高める段階的な高度処理（準高度処
　理）については、早期の水質改善効果が得られるが、
　下水道事業認可を取得し国費を導入するため、国との
　調整に時間を要する。

○　東京湾の水質改善に向け、今後も着実に対策を進
　めていく必要がある。

○　対策を推進するためには、効率的な整備や国費の
　確保が重要である。

環境確保条例、下水道法施行令、多摩
川・荒川等流域別下水道整備総合計画

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

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

事業評価票

129
高度処理・準高度処理の導入 事 業 開 始

（下水道局計画調整部／下水道事業会計） 事 業 終 了 予 定



平成 20 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円6,557,000

歳入 23年度予算額 2,441,000
23年度見積額 2,441,000 23年度見積額 6,557,000 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　皇居内濠内の水質改善に向け、局案のとおり対応
　する。

歳
入

21年度決算額 459,585
歳
出

21年度決算額 923,769 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他○　皇居内濠には、一定以上の大雨が降ると、汚
　水混じりの雨水やごみなどが流れ出てしまう吐
　口が４か所あり、このうち３か所についてはご
　みなどの流出抑制対策を実施している。

○　さらに、大きな河川や海など、水質への影響
　が少ない地点へ放流先を変更するため、第二溜
　池幹線の下流区間の整備を実施している。

○　残り１か所の吐口については、北の丸公園地
　区に新たにもう１本下水道管（雨水管）を整備
　することで、部分的に分流式下水道への転換を
　図り、汚水と雨水を分離して雨水のみが吐口か
　ら放流されるよう部分分流化を進めている。

○　部分分流化を進めている北の丸公園地区については
　関係機関との調整を図り、平成22年度に雨水管の整備
　を完了させる。
○　併せて、宅地内の排水設備の切り替えを建物所有者
　である公共機関と調整を図り、順次進めていく。
○　放流先を隅田川下流に変更するため、第二溜池幹線
　の下流区間の整備を25年度までに完了させる。
○　第二溜池幹線の完成に合わせて、内濠の吐口から放
　流している汚水混じりの雨水を第二溜池幹線に切り替
　えるために主要枝線等の整備を27年度までに完了させ
　る。

521,000 22年度予算額 1,366,000 千円

○　緑と水辺が調和した皇居周辺では、お客さま
　が接する機会も多く、水辺環境の改善に対する
　関心が高い。
○　区部下水道では合流式下水道を採用している
　ため、一定以上の大雨が降ると、汚水混じりの
　雨水やごみなどが河川や海などの公共用水域に
　流れ出てしまうことがあり、水質悪化の原因の
　一つとなっている。
○　特に、流れの少ない河川区間や閉鎖性水域な
　どでは水質悪化や臭気が発生している。
○　「皇居内濠（閉鎖性水域）」には合流式下水
　道の雨水吐口があり、下水道施設の整備による
　水質改善を図る必要があった。

○　環状第二号線の開通に合わせるため、ルートが重な
　る第二溜池幹線の下流区間の整備は、平成25年度まで
　に完成させる必要がある。

○　都心部で合流式下水道から分流式下水道に転換する
　には、埋設管などが輻輳する中に、新たに下水道管を
　もう１本整備しなければならないため、関係機関等の
　調整が困難である。

○　さらに、分流式下水道への転換には宅地内排水設備
　の分流化も必要となるため、建物所有者である公共機
　関の理解と協力が得られるように調整を図り、承諾を
　得る必要がある。

○　皇居内濠の水質改善に向け、今後も着実に対策を
　進めていく必要がある。

○　着実に実施していくためには、関係機関との調整
　が重要である。

下水道法、下水道法施行令

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

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

事業評価票

130
皇居内濠水質浄化 事 業 開 始

（下水道局計画調整部／下水道事業会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円189,537

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 208,741 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　過去の執行率を踏まえ、経費を見直して予算を計
　上する。

○　平成27基準年度土地評価替えに当たっては、委託
　内容を精査し、コスト面にも配慮した事務の運営と
　なるよう十分な検討と調整を行うこととする。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 102,420 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他【具体的内容】
○　評価替えの実施については、評価基準により
　標準宅地の選定及びその不動産鑑定評価、主要
　な街路の路線価付設及びその他の街路への路線
　価比準、画地計算法等が定められている。基準
　年度の土地の評価は、この評価基準に従い価格
　の決定をしている。

○　この業務委託は、不動産鑑定士等の資格を有
　する地価事情に精通した専門業者による評価事
　務の検証及び評価に必要な図面・資料等の作成
　を委託し、土地評価事務を補完している。

○　都税に対する信頼の確保と安定的な税収を確保する
　ために、今後も基準年度土地評価替え準備事務委託を
　活用し円滑な評価事務を推進していく。

○　そのため、今後も委託内容を精査し効率的な執行を
　行なうとともに、契約方法等を検討し、より効率的な
　事務の運営を目指す。

－ 22年度予算額 143,400 千円

【事業目的】
○　客観的で適正・均衡のとれた評価及び課税

【実施理由】
○　固定資産税の課税標準額は固定資産の価格と
　されている。
○　地方税法403条により、『市町村長(都特別区
　においては都知事）は、固定資産評価基準によ
　って固定資産の価格を決定しなければならない
　』とされ土地・家屋は３年に一度全件評価替え
　を行なっている。
○　基準年度土地評価替え準備事務は、基準年度
　における土地の価格を決定するために、評価替
　えの準備を行うものである。

○　土地評価替え準備事務は、第１年度から第３年度ま
　での３年間に、価格決定を行うための一連の業務を連
　続的に処理していく必要がある。一方で、土地評価替
　え準備事務委託は、現在、単年度契約としている。

○　このため、平成24基準年度に向けた委託においては
　年度による受託者の変更により、業務が分断される可
　能性に備えて、委託実施年度の翌年度に再検証業務を
　含めて委託している。

○　都税に対する信頼の確保と安定的な税収の確保の
　ためには、円滑な評価事務を推進していくことは重
　要である。

○　一方で、業務が複数年度にわたるため、委託内容
　に重複が見られ、コスト面にも配慮した事務の運営
　を検討することが必要である。

地方税法及び固定資産評価基準

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

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

事業評価票

133
基準年度土地評価替え準備事務委託 事 業 開 始

（主税局資産税部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円67,279

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 67,279 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　目標達成に向け着実に事業を実施するため、局案
　どおり予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 53,258 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他【取組内容】
○　都民、事業者及び区市町村と連携した対策を
　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　区市が、住宅街において、戸別収
　　　　　　　集、防鳥ネットなどによるごみ対
　　　　　　　策を拡大
【成果】
○　上記取組の着実な実施により、カラスの生息
　数のピーク時(平成13年度)と比較し、捕獲数は
　４倍、生息数は５割減少した。
　・13年度　捕獲数 4,210羽、生息数36,400羽
　・21年度　捕獲数16,788羽、生息数19,100羽
○　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。

【捕獲の強化】
○　トラップの増設や、より効果的な場所への移設によ
　り、年間17,000羽以上を捕獲する。
【営巣対策の強化】
○　都は繁殖期に大規模ねぐらにおける巣の撤去を行
　い、年間2,000羽以上の繁殖を抑制する。併せて、区
　市に対しても同時期の巣撤去等を要請していく。
【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
　などを情報提供し、区市の取組の一層の強化を要請
○　上記の取組により、平成23年度に生息数7,000羽を
　目指す。

－ 22年度予算額 67,040 千円

○　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、都は平成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。

【カラスの捕獲】
○　平成21年度は、トラップを大幅に増加し、捕獲数を
　20年度に比べ約４割増加させた。今後も目標とする、
　生息数7,000羽の達成に向けて、着実に取組を継続す
　る必要がある。

【営巣対策】
○　区市との連携を図り、更に繁殖を抑制していく必要
　がある。
　
【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見られた。

○　カラス生息数の推移から、これまでの取組は一定
　の効果があったものと考える。

○　確実な目標達成のため、実効性のある取組を実施
　することが必要である。

カラス対策プロジェクトチーム報告書

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

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

事業評価票

135
カラス対策事業 事 業 開 始

（環境局自然環境部／一般会計） 事 業 終 了 予 定



平成 21 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

23年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円30,341

歳入 23年度予算額 －
23年度見積額 － 23年度見積額 30,908 千円 歳出 23年度予算額

その他

○　アレルギー表示の適正化に向けた検査法の改良や
　試行版マニュアルの検証等に必要な経費を精査した
　上で予算を計上する。

歳
入

21年度決算額 －
歳
出

21年度決算額 29,251 千円

22年度予算額

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

移管・終了 その他【製造現場でのアレルゲン管理の推進】
○  モデル工場（めん類製造業等３施設）を選定
　し、施設・汚染源調査とアレルゲン除去等の技
　術指導を実施した。
○　上記調査等の検証により、意図しない混入（
　コンタミネーション）防止対策と消費者からの
　問い合わせへの回答を取りまとめ、事業者によ
　る自主管理推進のための「食物アレルギー対応
　マニュアル（試行版）」を作成した。

【検査法の改良】
○　国が定める検査法では検査不能事例の多い高
　温加熱食品（ビスケット・揚げ菓子等）につい
　て、検査法を改良した。
○　平成22年６月から表示義務付けが開始された
　「えび・かに」について、国が定める検査法を
　検証し、加熱食品（せんべい等）の検査法を確
　立した。

【製造現場でのアレルゲン管理の推進】
○　調査・技術指導の対象として、より製造工程が複雑
　な食肉製品施設等を加え、試行版マニュアルの検証を
　行うことにより、汎用性のある対応マニュアルを作成
　する。
○　当該対応マニュアルを製造施設に普及するととも
　に、監視指導等において活用することにより、事業者
　による取組を支援・指導していく。

【検査法の改良】
○　検査法が未確立の品目について集中的に改良を行う
　ことにより、検査可能な品目を拡大し、アレルギー表
　示の適正化を推進していく。

－ 22年度予算額 31,165 千円

○  平成14年に加工食品のアレルギー表示制度が
　創設され、特定原材料（小麦・そば・落花生・
　乳・卵）の表示が義務付けられた。また、20年
　には「えび、かに」が追加（22年６月施行）さ
　れた。
○　一方、３歳までに食物アレルギーの症状があ
　り診断を受けている子供は、この10年間で増加
　している。
  ・食物アレルギーり患率（３歳児全都調査）
 　 11年度 7.1% ⇒ 21年度 14.4%
○  都民の健康被害を防ぐとともに、安心して食
  品を摂取できる環境を確保するため、製造現場
  でのアレルゲン（原因物質）管理とアレルギー
  表示に係る検査体制の確立を目指す。

○　事業者による自主管理を促進していくためには、多
　岐にわたる食品製造業種に対応できるコンタミネーシ
  ョン防止等の手法を確立する必要がある。

○　油脂分の多い食品（チョコレート等）など製造工程
　での成分変性の高い品目や「えび・かに」の発酵食品
　に係る検査法について、迅速性や検出感度等の課題が
　ある。

○　食物アレルギー症状の診断を受けている子供が増
　加していることから、加工食品のアレルギー表示に
　係る検査体制の確立が急務となっている。

○　事業者の自主的な取組の促進に向け、コンタミネ
　ーション防止対策等のマニュアル作成に取り組んで
　おり、継続的な検証が必要である。

食品衛生法

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

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

事業評価票

136
総合的な食物アレルギー対策の推進 事 業 開 始

（福祉保健局健康安全部／一般会計） 事 業 終 了 予 定


