
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

24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 24年度予算額 －

○　自転車の安全利用を促進するためには、交通ルー
　ルの遵守・マナー向上が不可欠であり、自転車事故
　の年齢別発生区分を踏まえ、ターゲットを絞った広
　報活動への取組は妥当と考える。

○　検討委員会の検討結果を踏まえ、警視庁や区市町
　村、民間事業者と連携した自転車の安全利用促進の
　仕組みづくりに向けて、地域における連続した自転
　車走行空間確保のための社会実験を行い、具体的対
　策の検証を行うことは有効と考える。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　子供から高齢者まで自転車を利用する者に対する自
　転車安全利用のルールやマナーの啓発事業を行うとと
　もに、20～30歳代を中心とした成人層向けの施策とし
　て、電車内映像広告（トレインチャンネル等）を継続
　して実施していく。
○　自転車の交通安全ルールを疑似体験を通じて修得で
　きる自転車シミュレーターを導入し、区市町村等へ機
　器を貸し出すことにより、地域特性に応じた対策の推
　進を図る。
○　検討委員会での検討結果を踏まえ、地域における連
　続した自転車走行空間確保のための社会実験を実施
　し、安全利用推進に向けた具体的な対策について検証
　を行う。

○　主に毎年５月に実施する「自転車安全利用推
　進キャンペーン」を通じ、19歳以下の児童・生
  徒のほか、幼稚園・保育園の園児の保護者を対
　象に自転車の安全利用に関するリーフレットを
　配布している。

○　幼稚園・保育園の園児の保護者を対象とした
　幼児２人同乗用自転車の安全教室を年10回開催
　している。

○　平成22年における成人の自転車事故の減少率
　は20歳代以上が3.3％であるのに対し、19歳以
　下は8.2％とかなり高く、継続した啓発施策の
　効果が現れている。

○　23年６月に、「東京都自転車総合政策検討委
　員会」を設置し、自転車の安全利用の推進や自
　転車走行空間の確保などについて、年度末まで
　に検討結果をまとめる予定である。

その他

53,258

千円

千円

千円

事業評価票

1
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

自転車総合対策
（青少年・治安対策本部総合対策部／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

道路交通法、東京都道路交通規則

○　東京都内の全交通事故に占める自転車関与事
　故の割合は、36％程度(全国は21％)で高止まり
　しており、自転車交通安全に関するルールの周
　知・実践が十分とは言えない状況にある。

○　安全な走行環境の確保などを通じて自転車の
　安全利用を促進し、自転車事故の減少を目指し
　ていく。

１

○　自転車事故の発生件数は20～30歳代を中心とした成
　人層が多くなっているが、これまでの自転車安全利用
　に関する啓発施策は、ポスター掲出やリーフレットの
　配布等が中心であり、かつ児童・生徒を対象とするも
　のが多かった。

○　また、区市町村における自転車安全利用のルールや
　マナー啓発活動の実施を支援していくことが課題とな
　っている。

４

３

２

52,25824年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

12,140

29,150

○　一部経費精査を行った上で、予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 20,20124年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

9,240

20,201

○　経費について、精査を行った上で、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

○　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、高齢者をターゲットとした振り込め詐欺が
　急増するなど都民の不安は解消されず、16年度
　の都政への要望では治安対策が初めて第１位に
　なった。
○　都民の体感治安の改善のため、高齢者の被害
　だけでなく、振り込め詐欺やひったくり等の身
　近な犯罪の被害防止を目指し、警視庁、区市町
　村や金融機関等の民間団体と連携し対策を実施
　していく。

１

○　振り込め詐欺は、平成22年に再び増加に転じ、23年
　においても被害の発生に歯止めがかかっていない。ま
　た、全国的には被害は減少傾向ではあるが、都内にお
　いては取組開始時に比べて被害件数は減少しているも
　のの被害額は増加しており、対策の十分な効果が出て
　いない。
○　振り込め詐欺の犯行グループは、新たな手口を次々
　に繰り出し、対策が追いついていない。
○　東日本大震災を口実とした義援金詐欺や節電による
　暗闇の増加に乗じたひったくりの発生など、高齢者に
　限らず身近な犯罪への対策が必要となっている。
○　キャンペーンなどに合わせＰＲを実施してきたが、
　特に被害の多い高齢者層へメッセージが十分行き届い
　ていない。

４

３

２

事業評価票

2
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

身近な犯罪の防止対策
（青少年・治安対策本部総合対策部／一般会計）

移管・終了

○　振り込め詐欺、ひったくり等の身近な犯罪を防止す
　るため、警視庁・区市町村・民間団体等と連携を強化
　し、高齢者だけでなく、さまざまな世代に対して継続
　的な広報を行っていく。特に新たな手口等について、
　タイムリーに注意喚起を行っていく。

○　高齢者等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。

○　家族や地域における防犯力を高めていくため、若者
　から高齢者までの様々な世代が集う街頭において大型
　ビジョンを活用した効果的な啓発を行う。

○　都内における振り込め詐欺被害件数は平成20
  年に過去最悪となったが、官民をあげた「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年中には件数、被害額と
　も前年の約３分の１に減少した。

○　高齢者を対象とした被害防止に向けた啓発事
　業が、テレビ・ラジオ等に取り上げられ注意喚
　起が図られた。
　〔主な取組〕
　・ラッピングバスやポスターの掲出
　・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
　・区市町村・町会・医師会等様々な団体へ注意
　　喚起の依頼

その他

28,910

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 24年度予算額 －

○　東京における刑法犯の認知件数は減少傾向にある
　が、振り込め詐欺やひったくり等の身近な犯罪につ
　いては、発生の歯止めがかかっておらず、都民の不
　安解消に向けた取組が必要となっている。

○　高齢者に限定しない身近な犯罪への対策が求めら
　れており、警視庁や区市町村、民間団体等の連携を
　強化した上で、様々な世代を対象としたタイムリー
　かつ継続的な広報を実施することが有効であると考
　える。

○　一方で、経費については更なる縮減の余地がある
　と考える。

６



昭和 35 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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 320,14224年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

919

273,208

○　これまでの成果を踏まえ、調査実施方法の見直し
　など事業内容の精査が図られていることから、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

都市計画法

○　昭和35年から都独自に、区部における土地・
　建物の利用の現況を「土地利用現況調査」とし
　て実施し、43年には調査区域を多摩部に拡大し
　た。
○　43年の新都市計画法制定時に、土地利用現況
　調査の内容が「土地利用に関する調査」とし
　て、法第６条に基づく都市計画基礎調査の調査
　項目に位置付けられた。
○　本調査は、広域的な観点と調査の統一性を確
　保するため、法において都道府県が行うことと
　されており、都市計画の策定等のための基礎的
　な資料として活用されることを目的としてい
　る。

１

○　都市の活力を維持向上させ、安全安心のまちづくり
　を促進するためには、各種の都市計画が適切に決定さ
　れなければならない。本調査は、都市計画のための基
　礎的な資料として活用されることから、都市計画の理
　念を達成するための重要な調査であり、調査精度の維
　持向上を図りつつ適切に更新していく必要がある。

○　平成24年度は19年度に実施した多摩部・島しょ地域
　調査結果を更新するため、当該区域内の土地・建物に
　ついて全数現地調査を行う。本調査は作業量が多いた
　め、効率化を図ることが課題となっている。

４

３

２

事業評価票

11
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

都市計画基礎調査
（都市整備局都市づくり政策部／一般会計）

移管・終了

○　調査手法等の検討、設定に当たっては、都による広
　域的な観点と統一性、継続性を担保しつつ、調査精度
　の維持向上を図るため、航空写真及び住宅地図により
　経年変化を判読する基礎データ作成方法を導入するな
　ど、民間の有する技術を積極的に取り入れ、適切な更
　新に努めていく。

○　前回は別々に行っていた基礎データ作成と現地調査
　を一体的に行うなど、委託の実施形態を見直すことに
　より効率化を図っていく。

○　法に基づき概ね５年ごとに、都市の現況及び
　変化の動向が的確に捉えられるよう、区市町村
　と連携し、民間事業者のノウハウを活用しなが
　ら調査に取り組んでいる。
○　都市計画の決定及び変更は本調査の結果を踏
　まえることとされており、区域区分、用途地
　域、都市計画道路その他の都市計画の決定及び
　見直しの検討に際しては、地域の現況を客観的
　に把握するための資料として調査結果が活用さ
　れている。また、様々な行政計画の策定に当た
　っても、都市の自然環境や安全性などを検証す
　る際の基礎的な資料として利用されている。
○　なお、昭和61年の調査結果から地理情報シス
　テム上でのデータベース化を実現し、集計分析
　や経年変化をより容易に把握できる仕組みを整
　備してきた。
○　更に、調査結果の概要は報告書及び現況図と
　して取りまとめ公表することで、広く一般にも
　活用されている。

その他

320,142

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 24年度予算額 －

○　都市計画法に基づき都道府県が実施する調査であ
　り、調査結果は様々な行政計画策定のための基礎的
　資料として活用しているほか、広く一般にも活用さ
　れているなど、重要度の高いものである。引き続き
　区市町村や民間事業者と連携し、本調査を着実に実
　施していくことが必要と考える。

○　定期的に実施している調査であるため、これまで
　の実施状況を踏まえた調査の効率化が必要である。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

324,729

306,560

拡大・充実

314,697 489,31924年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

491,152

464,952

○　進捗率の向上に向けた取組として、重点実施する
　地域を的確に選定するための調査を行うなど事業内
　容の見直しが図られていることから、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

国土調査法・国土調査促進特別措置法

○　国土調査のうち、地籍調査については、土地
　の最も基礎的な情報である地籍を明らかにし、
  その結果を記録することにより、円滑な行政活
  動や経済活動に資することを目的として実施す
  るものである。
○　阪神・淡路大震災では、ライフライン復旧の
　遅れが問題となったが、その原因の一つに地籍
　の未整備が挙げられている。また、東日本大震
　災では、津波や液状化の被害等からの復興に向
　けて、地籍調査の重要性が全国的に再認識され
　ている。
○　都は、開発行為や都市再生等の円滑な執行や
　迅速な災害復旧にもに資する、地籍調査を推進
　している。

１

○　東日本大震災を踏まえ、災害復旧効果の早期発現を
　図るためには、事業規模の拡大と新たな方策の策定が
　求められている。

○　平成22年度末の都の進捗率は20％で、全国平均の49
　％に比べて低くなっている。特に都市部では、権利関
　係が複雑な上、土地が細分化され、調査の困難性が高
　いことが調査が進まない要因となっている。

４

３

２

事業評価票

12
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

国土調査
（都市整備局都市づくり政策部／一般会計）

移管・終了

○　区市町村と連携して、都市部を対象とした、都市再
　生地籍調査事業の促進に引き続き努めるとともに、必
　要性・緊急性の高い地域を重点実施地域として選定
  し、地籍調査の災害復旧効果の早期発現を図ってい
  く。

○　平成22年度、国土調査法に基づく指定制度（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）に関する補助金制度が創設された。指定制度の
　利用実態を把握するとともに、開発行為や都市再生な
　どに関わる関係機関との連携を一層強化することによ
  り、指定制度の利用を促進し、進捗率の向上を図る。

○　地籍調査の事業主体は、特別な事情がある場
　合を除いて、区市町村である。都は、地籍調査
　の効果の発現のため、区市町村に対し財政的支
　援及び技術的支援を行っている。
○　また、区市町村のニーズを的確に把握するた
　め、個別にヒアリングを実施し、調査着手に繋
　げている。
○　地籍調査は、７町村で完了し、平成23年度現
　在、33区市町村で実施中である。
○　都市部では、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、都市部での進捗率の向上に繋が
　った。
○　また、24年度の事業実施においては、液状化
　対策として地籍調査を要望する区もある。

その他

489,319

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 24年度予算額 314,697

○　本調査は、開発行為等の円滑な執行に資するだけ
　でなく、災害復旧効果の早期発現が見込まれるな
　ど、その重要性が再認識されている。引き続き、区
　市町村を主体とした事業展開を促進していく必要が
　ある。

○　一方で、都市部では進捗が進んでいない実態があ
　り、その改善のための取組が求められている。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 8,72424年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

5,531

19,983

○　中小規模事業所における地球温暖化対策を推進
　し、制度の公平性を担保するため、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

都民の健康と安全を確保する環境に関す
る条例

○　都内の産業・業務部門のＣＯ２排出の約６割

　を占める中小規模事業所の温暖化対策を推進す
　るため、「地球温暖化対策報告書制度」を創設
　し、平成22年度から報告書の受付を開始してい
　る。

○　本制度においては、１年間の原油換算エネル
　ギー使用量の合計が一定量以上となる都内中小
　規模事業所に対して、報告書の提出を義務付け
　ている。

１

○　中小規模事業所は、事業所の開設・閉鎖・統廃合が
　多いため、作成した推定の義務事業者リストを毎年度
　更新する必要がある。

４

３

２

事業評価票

16
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

中小規模事業所向け地球温暖化対策報告書制度の推進
(環境局都市地球環境部／一般会計）

移管・終了

○　平成22、23年度の２か年で基礎となる推定の義務事
　業者リストを作成したため、今後は、当該リストをも
　とに必要最小限の情報更新を行い、精度を維持してい
　く。

○　また、リストを活用し、未提出の義務者を確定し、
　報告書の提出を促していく。

○　報告書の提出義務の対象となる事業者を推定
　するため、事業所情報やホームページに掲載さ
　れている情報、ヒアリング等を実施の上、エネ
　ルギー使用量を推計し、当該事業者のリストを
　作成した。

○　作成したリストの活用により、事業者へ制度
　周知、使用量の把握・報告依頼などを行い、義
　務者を確定することができた。

○　確定した義務者には報告書の提出を求め、中
　小規模事業所での地球温暖化対策の底上げを図
　るなど、一定の成果を上げている。

その他

8,724

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 24年度予算額 －

○　地球温暖化対策報告書制度において、該当事業者
　に対し、制度周知、報告書の提出を求めていくこと
　は、制度の実効性を確保するために不可欠である。

○　制度の公平性を担保するためにも、未提出の義務
　者の抽出調査は重要である。

○　当該事業では、未提出義務者抽出に当たり、デー
　タの更新を最小限度に抑え最少の経費で効率的な執
　行体制を整えるものとなっている。

６



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

24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 24年度予算額 －

○　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。

○　ここ数年、捕獲数は増加している一方で生息数は
  横ばいで推移している現状を踏まえ、トラップをよ
　り効率的な場所へ移設するなど、捕獲手法の見直し
　を行っており、妥当である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　捕獲の強化
　　トラップのより効果的な場所への移設などにより、
  年間17,000羽以上を捕獲する。
○　営巣対策の強化
　　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とともに、区市に対
  しても同時期の巣撤去等を要請する。
○　ごみ対策の一層の推進
　　防鳥かごの効果や各区市が進めている取組について
　情報提供し、一層の取組の強化を要請
○　これらの取組により、生息数7,000羽を目指す。

○　都民、事業者及び区市町村と連携した対策の
　実施
　・捕獲－トラップによるカラス捕獲・処分、繁
　　殖抑制による卵等捕獲・処分
　・営巣対策－巣の撤去・処分
  ・ごみ対策－区市が、住宅街においては、戸別
　　収集、防鳥ネットなどによるごみ対策を推進

○　これまでの着実な取組により、ピーク時（平
　成13年度）と比較し、捕獲数は4倍（4,210⇒
　17,394羽）、生息数は4割減少（36,400⇒
　20,800羽）した。

○　繁殖抑制は、22年度は575羽・個だったが、
　23年度は728羽・個のヒナ・卵を捕獲した。

○　都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割以上減
  少した。

その他

66,640

千円

千円

千円

事業評価票

18
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

カラス対策事業
（環境局自然環境部／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

○　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、カラスによる被害
　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。

○　カラスによる被害を早急に減少させるため、
　捕獲やごみ対策を進め、生息数7,000羽程度を
　目指している。

１

○　カラスの捕獲
　　平成22年度は、トラップの移設など捕獲の効率化を
　図り、捕獲数を21年度に比べ増加させた。
　　また、巣立ち前のカラスを捕獲するため、繁殖抑制
　事業を実施し、卵やヒナを捕獲した。
　　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る。

４

３

２

66,64024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

48,156

67,279

○　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。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ －24年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

1,730

2,000

○　同種の事業を実施する団体もあるため、平成23年
　度で事業を終了する。

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

○　「緑の東京10年プロジェクト」の取組として
  事業を開始

○　福祉施設利用者等や周辺地域に潤いと安らぎ
　のある環境を提供するため、希望施設に対し
　て、産業労働局の「苗木生産供給事業」により
　無償で苗木を供給するとともに、植栽経費等の
　補助を行い、緑化の促進を図ること、また、苗
　木の世話を通して、緑を育む心を醸成すること
　を目的とした。

１

○　育成状況や供給時期によって提供できる樹種や在庫
　に変動があり、施設が希望する樹種が確保できないこ
　とがあった。

○　植栽後でないと必要経費の積算が困難であるため、
　補助額の確定が遅くなることがあった。

４

３

２

事業評価票

19
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

社会福祉施設緑化促進事業
（福祉保健局総務部／一般会計）

移管・終了

○　当初の目標である1,400本を大幅に上回る4,000本以
　上の供給を達成した。また、同種の事業を実施する団
　体もあるため、当初の予定どおり平成23年度で事業を
　終了する。

○　東京都社会福祉協議会に募集・集約を依頼し
　たほか、局ホームページでも一般募集した。
　平成21～23年度の３か年実施。
　（20年度は前倒し実施）

　【当初の目標】 ３か年で70施設　1,400本
　　20年度は10施設×20本＝200本
　　21～23年度は20施設×20本＝400本／年度

　【実績】（補助対象施設のみ）
　　20年度　10施設　  309本
　　21年度　21施設　  787本
　　22年度　20施設　1,679本
　　23年度　28施設　2,229本（予定）

その他

－

千円

千円

千円

歳入 24年度予算額 －

○　３か年事業（平成21～23年、20年度に前倒し実
  施）である本事業は、当初の目標である累計1,400
  本を大幅に上回る実績を上げており、最終年度であ
  る23年度も予定本数を上回る応募が集まっている。

○　苗木供給本数は年々増加しており、緑化の推進と
　いう所期の事業目的を着実に達成していると考え
  る。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他



昭和 52 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

24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 24年度予算額 －

○　東日本大震災における教訓を踏まえ、多数の傷病
　者や入院患者等を、医療機関間でどのように連携し
　て収容していくか、発災時にどのような指揮命令系
　統の下で医療救護班等を活用していくかなど、都全
　域での災害医療体制を改めて検討し、再構築してい
　くことが求められる。

○　また、各地域の医療資源や地理的特性などを踏ま
　えた実効性のある地域ごとの災害時医療救護体制を
　検討していくことも必要性が認められる。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　東日本大震災における教訓を踏まえ、都の災害医療
　体制を一層強化していく。
○　まず、災害医療に係る検討体制を「災害医療協議
  会」に再構築し、会の構成機関等を強化するととも
  に、その下部組織として都全域の災害医療体制を再検
  証するため、「今後の災害医療体制のあり方部会」を
  設置する。
○　さらに、区市町村や災害拠点病院から構成される「
  地域災害医療連携会議」を二次医療圏ごとに設置し、
  地域ごとの医療資源や地理的な特性等を踏まえた災害
  時医療救護体制の検討を行うとともに、都が医療救護
  活動の総括・調整を円滑に行うため、都独自の「災害
  医療コーディネーター」を設置する。

○　「災害時の医療救護活動についての協定書」
　に基づき、関係機関が連携して役割分担などを
　具体的に協議し、災害時における医療救護活動
　の円滑な運営を図る目的から、地域防災計画等
　への反映を行ってきた。

○　平成７年の阪神・淡路大震災発生後、災害関
　連のマニュアル整備等について集中的に審議を
　実施し、以後、医療関係者等がこれらのマニュ
　アルに基づき適切に対応できるよう、総合防災
　訓練に係る検討を中心に実施してきた。

その他

26,060

千円

千円

千円

事業評価票

20
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

災害医療協議会等
（福祉保健局医療政策部／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

○　災害時における適正な医療対策の確立と医療
　救護活動の円滑な運営を図るため、災害拠点病
　院代表をはじめ、医師会、歯科医師会、薬剤師
　会、陸上自衛隊などの関係機関で構成する「災
　害医療運営連絡会」を設置した。

１

○　災害時の医療体制について、東日本大震災の経験か
  ら、以下のような課題が明らかになった。
　・災害拠点病院を含めた後方医療施設間の役割分担の
　　明確化
　・都が行う指導・総括に対して医学的な助言等を行う
    役職の必要性及び地域の医療情報を一元化し、迅速
    に医療救護活動を総括・調整を行うための役職の必
    要性
　・道路寸断などを想定した地域レベルでの災害医療体
　　制の検討

４

３

２

26,06024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

616

1,058

○　局案どおり、「災害医療協議会」や「地域災害医
　療連携会議」の設置など、都全域及び地域ごとに実
　効性の高い災害医療体制を構築していくための予算
　を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



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

24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 24年度予算額 －

○　急速な高齢化の進展により、限られた医療資源の
　中で、適切かつ有効な医療提供が今後益々重要とな
　っていく。

○　在宅医療は、今後の医療ニーズに応える手段のみ
　ならず、可能な限り日常生活の場で医療・看護が行
　われていくという面でも、その普及を拡大していく
　ことが重要と考える。

○　在宅医療を推進していくためには、区市町村の主
　体的な取組を基盤として、患者支援のネットワーク
　を円滑に機能させることが不可欠である。

○　その意味で、今回の普及啓発業務の再構築は妥当
　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

○　区市町村向けの普及啓発を加速させるため、事業を
　より能動的な形態へと再構築する。

○　具体的には、個々の区市町村ときめ細かい意見交換
　や情報伝達が図れるよう、新たに小規模な意見交換会
　を開催するとともに、各区市町村への個別訪問によ
　り、在宅医療の普及を図る上での課題を把握し、ノウ
  ハウを付与する。

○　平成22年10月に地域における在宅医療に関係
　する行政、医療・介護関係者等で構成される「
　東京在宅療養推進会議」を設置した。

○　この会議において在宅医療を先駆的に実施し
　てきた区市町村の取組を評価、検証し、その結
　果を報告書として取りまとめた。

○　平成23年度は区市町村や医療関係者等に対
　し、講演会等を実施し、先駆的事例やその評価
　結果についての普及を進めている。

その他

4,506

千円

千円

千円

事業評価票

21
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

在宅医療普及事業
（福祉保健局医療政策部／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

○　急速な高齢化の進展や都民のニーズ、医療制
　度の変化に対応し、限られた医療資源を有効に
　活用しながら、都民が身近な場所で安心して適
　切に在宅医療を受けることができる仕組みを構
　築することにより、都内全域で地域の実情に応
　じた在宅医療の推進を図ることを目的としてい
　る。

１

○　在宅医療を推進していくためには、患者に最も身近
　な区市町村の主体的な取組が重要である。

○　しかし、区市町村の医療に対する役割・責務が明確
　化されていないことや、医療分野におけるノウハウが
　不足していることなどから、自治体によって取組状況
  に差が生じている。

４

３

２

4,50624年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

4,327

5,458

○　局案どおり、区市町村との意見交換会の開催経費
　など、在宅医療のより一層の普及を図るための予算
　を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



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

24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 24年度予算額 24,291

○　がん検診受診率は向上しているものの、推進計画
　の目標達成には至っておらず、事業の進め方の更な
　る工夫が必要である。

○　がん検診対象世代に対するアプローチについて、
　これまでの取組を見直しつつ、効果的な啓発手法を
　検討することが必要であると考える。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　個別受診勧奨・再勧奨に取り組む自治体の拡大を図
　ることで、より多くの未受診者に直接働きかけ、確実
　な受診率向上につなげていく。

○　また、がん検診受診の重要性の認識と理解を深める
　ことを目指した普及啓発については、引き続き乳がん
　・子宮がん・大腸がんの受診促進普及啓発に取り組む
　ほか、40～50歳代を中心としたがん検診対象世代に対
  してラジオ放送を活用するなど、更に工夫して取り組
  む。

○　がん検診受診率向上事業の実施
　　医療保健政策区市町村包括補助事業を活用
　し、がん検診受診率向上に積極的な区市町村と
　連携して、有効な受診率向上施策の検証に取り
　組んだ。（平成21年度：４区市、22年度：８区
　市）
○　がん検診受診キャンペーンの実施
    21～22年度で検証された効果的な手法である
　個別受診勧奨・再勧奨と、がんや検診に対する
　認識レベルに応じたメッセージの選択により、
　実施対象群に着実な受診率向上が見られた。
○　がん検診受診率の向上

　
　
　
　
　
　

その他

56,038

千円

千円

千円

事業評価票

22
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

がん検診受診促進事業
（福祉保健局保健政策部／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

がん対策基本法

○　都におけるがんによる死亡者数は年々増加
　し、全死亡者の約３人に１人はがんにより死亡
　している。

○　国が平成19年にがん対策基本法を施行し、が
　ん対策推進基本計画を策定したことを踏まえ、
　20年に「東京都がん対策推進計画（20年度～24
　年度）」を策定し対策に取り組んでいる。

○　全体目標として、高齢化の影響を極力取り除
　いた「がんの年齢調整死亡率（75歳未満）」の
　20％減少を目指すとともに、がん検診（胃がん
　・肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がん）受診
　率目標を50％としている。

１

○　受診率の向上については一定の成果がみられたもの
　の、一層の向上を図る必要がある。

○　がん検診受診率向上の重要性に対する都民・区市町
  村の理解を深める必要がある。

○　特に、乳がん・子宮がんについては、依然として若
　い世代の死亡の割合が高いことから、普及啓発の工夫
　が必要である。

○　がん対策推進計画の最終年度を迎えるに当たり、40
　～50歳代を中心としたがん検診対象世代に対して、よ
　り確実にアプローチできる新たなツールを活用した取
　組が必要である。

４

３

２

49,10824年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

54,197

50,178

○　一部、経費の見直しを行った上で、所要の予算を
　計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

22,517

24,825

拡大・充実

27,756

区分 目標
計画策定時

（H18）
現状
（H22）

胃がん 50% 29.9% 36.7%

肺がん 50% 20.3% 35.1%

大腸がん 50% 24.9% 37.2%

子宮がん 50% 23.5% 35.9%

乳がん 50% 22.8% 32.8%



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ －24年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

156,424

176,877

○　局案どおり、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、通常の監視・検査事業等の
　中で、引き続き食の安全・安心の確保に向けた取組
　を実施していくこととする。

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

食品衛生法　農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律

○　中国製冷凍餃子事件をはじめとした有害物質
　混入や食品事業者による食品偽装、法令違反等
　が相次いだことにより、事業者のコンプライア
　ンス意識が社会問題になるなど、都民の食に対
　する信頼が低下していた。

○　健康被害発生の未然・拡大防止のため、監視
　・検査体制及び情報提供機能を充実・強化し、
　同時に事業者の自主的な取組を促進することに
　より、食の安全と、食に対する都民の安心を確
　保することを目的として、平成21年度から事業
　を開始した。

１

○　本事業で開発した新たな試験法を、広域流通食品監
　視検査・輸入食品対策等で収去・試売した食品の試験
　検査に反映させることにより、検査機能を強化し、事
　件発生時に迅速に対応できる体制を維持していく必要
　がある。

○　本事業で開発した多様な情報提供ツールの有効活用
　に向け、食に関する情報提供を効果的に行うための運
　用方法を検討する必要がある。

４

３

２

事業評価票

23
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

食の安全・安心確保緊急対策
（福祉保健局健康安全部／一般会計）

移管・終了

○　平成21年度から23年度までの３か年において、食の
　監視・検査体制及び情報提供機能の充実・強化など、
　食の安全・安心を確保するための多様な取組につい
　て、一定の成果を得られる見通しが立ったことから、
　本事業を終了する。

○　24年度以降は、本事業で開発した検査法や普及啓発
　用資材を通常の監視・検査事業等の中で活用すること
　により、引き続き食の安全・安心を確保していく。

【食の監視・検査体制の充実強化】
○　添加回収実験を推進し、新たに39試験法288
　食品群について、試験検査法を確立した。
　（うち９試験法81食品群は23年度開発中）
○　海外における食の安全に係る情報を効率的に
　検索・収集できるシステムの開発を完了した。
【食品表示適正化対策の強化】
○　うなぎ加工品の原産地表示の検証及び外見か
　ら肉の種類・判別が困難な食品（ハンバーグ
  等）について肉種鑑別検査を実施した。
【企業の法令順守の向上及び都民の食に対する信
　頼の回復に向けた取組】
○　ホームページをはじめ都民向け情報コンテン
　ツや普及啓発用のＤＶＤ、多業種に対応可能な
　講習テキスト等の情報提供ツールを整備した。
○　専門性の高い最新知見等の情報を共有するた
　め、事業者の品質管理担当者と都民・行政が一
  堂に会して意見交換できるセミナーを開催し
　た。

その他

－

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 24年度予算額 －

○　食品偽装、法令違反等が相次ぎ、都民の食に対す
　る信頼が低下していたことから、新たな試験法の開
　発等による監視・検査体制の強化、ホームページや
　セミナー開催等による情報提供の充実などに取り組
　み、食の安全・安心に関する信頼回復に一定の成果
　を得られる見通しとなった。

○　しかしながら、食中毒などは今後も発生すること
　が考えられることから、食に対する安全・安心の確
　保に向けた各種の取組は、継続して実施していくこ
　とが重要である。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ －24年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

25,866

30,341

○　局案どおり、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、通常の監視指導の中で食品
　製造事業者への支援を行うなど、引き続き食物アレ
　ルギー対策を実施していくこととする。

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

食品衛生法

○  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）の表示が義務づけられた。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。

１

○　食品製造事業者の自主的なアレルゲン管理を推進し
　ていくため、各事業者に対し本事業で作成したコンタ
　ミネーション防止マニュアルを活用した普及啓発やア
　レルゲン管理の支援を行う必要がある。

○　３年間の取組により確立した新たな検査方法を通常
　の検査に組み込むなど、本事業の成果を都のアレルギ
　ー検査体制の中で活用していく必要がある。

４

３

２

事業評価票

24
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

総合的な食物アレルギー対策の推進
（福祉保健局健康安全部／一般会計）

移管・終了

○　平成21年度から23年度までの３か年において、コン
　タミネーション防止マニュアルの作成や検査法の改良
　など、食物アレルギー対策を推進していく上での各種
　の取組について、一定の成果を得られる見通しが立っ
　たことから、本事業を終了する。

○　24年度以降は本事業により整備したアレルギー検査
　・監視体制を維持しつつ、通常の監視指導計画の中で
　製造現場への支援やアレルゲンの表示検査を行い、引
　き続き食物アレルギー対策を実施していく。

【製造現場でのアレルゲン管理の推進】
○　製造工程が複雑な食肉製品工場等において、
　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。
○　平成21年度に作成した、意図しない混入（コ
　ンタミネーション）防止マニュアル（試行版）
　の有用性をめん類製造業等８施設において検証
　・確認し、23年度には全業種に対応した汎用版
　マニュアルを完成させた。

【検査法の改良】
○　国通知による検査法では検査不能事例の多い
　高油脂食品（チョコレート等）等の加工製品に
　ついて、検査法を改良した。
○　22年６月から新たに表示義務づけが開始され
　た「えび・かに」について、その検査法を検証
　・確立した。加熱食品（せんべい等）・発酵食
　品中の検査法については、23年度中に確立する
　見込みである。

その他

－

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 24年度予算額 －

○　食物アレルギーり患率の増加や加工食品のアレル
　ギー表示制度の創設など、食物アレルギーを取り巻
　く環境変化に伴って開始した、食品製造事業者に対
　するコンタミネーション防止マニュアルの作成や検
　査法の改良などについて、都民の健康被害の防止に
　向けた各種の取組が一定の成果を得られる見通しと
　なった。

○　しかし、着実にアレルゲン管理を推進していくた
　めには、食品製造事業者の自主的な取組が不可欠で
　あり、事業者に対する普及啓発や支援は継続して実
　施していくことが重要である。

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

24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 24年度予算額 －

○　東京医師アカデミーの教育効果を十分に発揮して
　いくため、指導医のレベルアップをはじめとするレ
　ジデント教育の改善が必要である。

○　都立病院の高度専門医療を担う人材の育成は、安
　定的な人材確保のために計画的に進める必要があ
　る。

○　医師アカデミー修了生の都立・公社病院での定着
　を一層進める必要がある。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　総合診療能力と専門性を更に向上させるため、研修
　プログラムの充実を図るとともに、それらを効果的に
　実施するために指導医向け研修会を実施するなど、指
　導医層の能力向上を図る。

○　クリニカル・フェローコースの育成計画に基づく研
　修プログラム等を円滑に実施し、高度専門医療を支え
　る優秀な人材の育成・確保を計画的に行う。

○　進路情報連絡会等の仕組みを活用し、都立・公社病
　院の医師採用予定とレジデントの就職希望をマッチン
　グさせることによって、修了生を効果的に都立・公社
　病院へ採用し、優秀な医師を継続的に確保する。

○　東京医師アカデミーを平成20年４月に開講
　し、毎年、約100人のレジデントを採用

○　採用した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営に寄与
  している。

○　次代の都立病院の高度専門医療を支える人材
　を育成するためのクリニカル・フェローコース
　を23年度に開設した。

○　若手医師育成のための研修体制を充実
　・指導医の配置や指導医資格取得支援等を実施
　・集合研修、講師招聘等による研修を企画実施

○　22年度末に初めて修了生を輩出し、常勤医師
　の確保につなげた。（23人）

その他

3,859,537

千円

千円

千円

事業評価票

26
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

東京医師アカデミーの運営
（病院経営本部経営企画部／病院会計）

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

○　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。

１

○　東京医師アカデミーの基本理念に基づく育成を行
  い、教育効果を向上させていくためには、レジデント
  教育にあたる指導医の更なるレベルアップが必要であ
　る。

○　高度専門医療を習得するために必要な研修プログラ
　ムの実施によるクリニカル・フェローコースの円滑な
　運営が必要である。

○　各修了生を効果的に採用できるよう、引き続き取り
　組む必要がある。

４

３

２

3,787,73124年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

3,308,359

3,974,522

○　レジデントに係る経費ついては実態を踏まえた精
  査を行い、必要な予算を計上する。

○　クリニカル・フェローコースについては研修プロ
　グラムの実施に係る所要の経費を精査の上、育成に
　必要な予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－ 

－ 

拡大・充実

－ 86,09224年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

5,144

29,376

○　医業未収金の適正管理及び一層の未収金回収を進
　めるために体制強化を図る必要があることから、一
　部経費を精査の上、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

東京都債権管理条例

○　個人未収金残高は平成18年度以降増加の一途
　をたどっている。

○　22年度に実施した包括外部監査においても、
　個人の過年度未収金残高が増加してきたことか
　ら、各病院の個人未収金の滞納管理は不十分と
  の指摘を受けている。

○　未収金管理体制を強化し、未収金の縮減を図
　っていく必要がある。

１

○　既存体制内での業務改善を図りながら電話や文書に
　よる督促催告や出張催告に取り組んでいるものの、業
　務を遂行する上での人材が不足している。

○　困難案件については、本部に引き上げ、督促催告等
　を行っているが、未納者が全く交渉に応じず接触がで
　きないなど、職員による対応では回収が困難なケース
　も少なくない。

○　未収金残高を縮減させていくには、専門職員及び組
　織による初動体制の強化とともに、困難案件への対応
　力強化が不可欠である。

○　滞納者との交渉記録や、社会保険診療報酬支払基金
  等との間の請求・入金額など、債権の管理が不十分で
  あり、適正化が求められている。

４

３

２

事業評価票

28
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

医業未収金管理体制
（病院経営本部サービス推進部／病院会計）

移管・終了

○　未収金回収業務専門職員（非常勤職員）の配置を全
　病院に拡大し、催告や督促等の初動体制を強化してい
　く。

○　医療費の適正な納入を促進するため、弁護士に回収
　業務の委任を行い、文書や電話による催告を実施する
　とともに、医療費に関する納入等の相談を行うことに
　より困難案件にかかる対応力を強化し、未収金残高の
　縮減を図る。

○　債権回収の交渉履歴抽出や基金等との間の請求・入
  金額の適正管理を行うため、システム改修を行う。

○　支払方法の改善（平成18年度～）
　・クレジットカード払いの導入

○　人員体制の強化
　・支払案内業務等委託業務の追加（21年度～）
　・本部及びＥＲ３病院に未収金回収を担当する
　　非常勤職員４名を配置
　　（23年度～）

○　未収金担当者のレベルアップ・取組強化
　（23年度～）
　・四半期ごとに病院の巡回点検・指導を実施
　・マニュアルの改訂
　・担当者研修や担当者会において事務フローの
　　標準化及び情報共有を実施
　・督促催告強化月間の設定

その他

94,561

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 24年度予算額 － 

○　これまでも既存体制内での業務改善を行いながら
　医業未収金管理体制の強化を進めてきたが、十分と
　は言えない状況となっている。

○　既存体制内では回収が進まない困難案件への対策
　を講じる必要がある。

○　適正な未収金管理のための交渉記録の管理をはじ
　めとする債権管理体制をシステム面から強化するこ
　とも必要である。

６



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

24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 24年度予算額 －

○　デザイナーに対し、中小企業の製品開発に関わる
　ために必要な知識や、実践的なデザイン提案を行う
　ために必要な技術力を習得する機会を提供すること
　を目的とし、本事業は３か年事業として実施してき
　たところである。

○　これまでの事業実施により、民間団体に講座運営
　のノウハウが蓄積されており、平成24年度以降は、
　業界団体による自主的実施に移行していくことが求
　められる。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○  企業の経営的視点を持つ、実践的な提案のできるデ
  ザイナーの養成という事業目的は一定程度達成され、
  委託先民間団体に講座運営のノウハウが蓄積されたた
  め本事業は終了する。

○　今後はデザイナーと中小企業との協働、中小企業の
　コンサルティングに絞った講座を実施する。

○  デザイナーに対し、中小企業のデザインに対
  する考え方や、実際に中小企業と組む場合に必
  要とされる視点、経営や製品開発等の知識を示
  し、中小企業とのデザイン開発への意欲と理解
  を深めてもらうための「普及啓発セミナー」を
  実施（22年度実績　参加者43名）
○  デザイナーに対し、中小企業の製品開発等に
  関わるために必要な経営、マーケティング、企
  業力分析等の知識を習得し、実践的なデザイン
  提案を行うために必要な能力を向上させるため
  の「実践デザイナー育成講座」を実施
  （22年度実績　16コマ×３期　受講者59名）
○  講座の実施により、デザイナーに向けて、中
  小企業へのデザイン提案に必要な幅広い知識・
  スキルを体系的に学習する機会を提供するとと
  もに、事業委託先において講座運営のノウハウ
  が蓄積された。

その他

－

千円

千円

千円

事業評価票

29
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

実践的デザイナー育成事業
（産業労働局商工部／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

○  中小企業がデザイン活用により、製品の差別
  化、高付加価値化を実現するためには、プロの
  デザイナー側において、中小企業の製品開発に
  必要な知識（経営、マーケティング、企業力分
  析）や実践的なデザイン提案スキルが必要とな
  る。
○  しかし、商品の造形や色に関わるスキル向上
  のための教育プログラムはあっても、製品開発
  の具体的知識、経営上の能力を身に付ける教育
  の機会は少なかった。
○  そこで、製品開発に取り組む中小企業に対
  し、高度かつ適切なデザイン提案を行うことが
  できるデザイナーを数多く輩出することを目的
  とした養成講座を実施している。

１

○  中小企業によるデザイン活用を一層促進する観点か
  らは、デザイナーと中小企業との協働を円滑に行うた
　めの知識・情報の提供や、デザイナーのスキル向上に
  資する取組を行政が主体となって継続していく必要が
  ある。

４

３

２

－24年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

9,629

9,782

○　局案どおり、本事業としては終了とし、業界団体
　による自主的実施に移行していくこととする。

○　なお、平成24年度は、これまでの事業実施によっ
　て得られたノウハウを活用し、中小企業のコンサル
　ティングに焦点を絞った内容の講座を実施する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

2,084

2,208

拡大・充実

－



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

24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 24年度予算額 －

○　ジョブコーチは、平成22年度には当初計画数に達
　し、数的確保という目的は達成されており、これま
　で着実に事業を実施してきたと言える。

○　22年度の事業評価においても、「個々のジョブコ
　ーチのレベルアップにより、事業規模を維持しつつ
　支援を効率化し、経費の縮減を図る」としてきたと
　ころであり、引き続き効率化を促進する取組とし
　て、評価制度と人材養成研修の一体的な運用は有効
　であると考えられる。

○　上記の取組による個々のジョブコーチのスキル向
  上によって、障害者のより着実な職場定着が図れ、
  かつ支援時間の短縮等による経費縮減にもつながる
  ことから、今回の見直しは妥当である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　定期的に養成研修を実施し、辞退者によるジョブコ
　ーチの欠員補充を行う。
○　また、ジョブコーチのスキルを向上していくため、
  これまでのマネジメント手法を見直し、ジョブコーチ
  に対する評価制度を導入するとともに、評価結果に基
  づき個々の状況に応じた人材養成研修を実施する。こ
  れにより、登録管理から研修等を通じたジョブコーチ
  のレベルアップ、評価に基づく登録抹消による入替え
  までを一体的に運用し、ジョブコーチに対するマネジ
  メントを強化する。
○　こうした取組により、今後とも企業ニーズに的確に
　対応し、効果的・効率的な事業運営を図っていく。

○　平成20年度から毎年20名ずつ都独自の「東京
　ジョブコーチ」を養成し、22年度には当初の計
　画である60名に達した。

○　支援実績は、20年度67件、21年度271件、22
　年度516件となっており、目標としていた60名
　のジョブコーチによる480件を超える支援を達
　成し、着実に実績を上げている。

○　また、22年度からは、困難事例やトラブル処
　理等を行う統括コーディネーターを配置し、ジ
　ョブコーチ数や支援件数の増加等に対応してい
　る。

その他

154,198

千円

千円

千円

事業評価票

35
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

東京ジョブコーチ支援事業
（産業労働局雇用就業部／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

○　平成18年度以来、障害者の新規就職者数が
　4,000人を超える中で、障害者を雇用する企業
　などに対する職場定着支援のニーズが高まって
　いる。

○　国が認定するジョブコーチ（定着支援員）の
　絶対数が不足していることから、公益財団法人
  東京しごと財団を通じ、都独自にジョブコーチ
  を養成し、企業ニーズに対応した職場定着支援
  を実施している。

１

○　東京ジョブコーチは、有償ボランティアによる登録
　制度を採用していることから、就職や転居といった理
　由による一定程度の登録辞退者が存在するため、定期
　的に補充を行い、支援体制の維持を図る必要がある。

○　また、稼働率が低いジョブコーチの存在や、支援中
　のクレームやトラブルの発生などに対応するため、個
　々の状況、能力に応じたジョブコーチのスキルの向上
  や評価システムの導入など、ジョブコーチに対するマ
  ネジメント機能の強化が求められている。

４

３

２

154,19824年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

102,418

189,298

○　事業評価での方向性を踏まえ、事業の見直しを図
　っており、局案どおり予算を計上する。

○　今後も、ジョブコーチのレベルアップにより、効
　率的・効果的な支援を促進していくことが重要であ
　る。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



平成 19 年度

平成 23 年度

【局評価】 【財務局評価】

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

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

24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

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 24年度予算額 －

○　新学習指導要領に対応した指導資料の作成や、外
  部人材の専門知識を活用したモデル事業の実施など
  により、新教育課程への円滑な移行に効果があっ
  た。

○　外部指導員が必要な教科については、教育水準に
  地域差が生じないようにするための仕組みづくりが
  不可欠である。

６

移管・終了

○　本事業を実施することで、新学習指導要領を踏まえ
　た新教育課程への円滑な移行・適切な実施への方向性
　が定められたため、事業終了とする。

○　外部人材の活用等について、今後は各学校の自律経
　営推進予算の中で対応する。

○　外部指導員を活用する「武道・ダンス」モデル事業
　について、今後は指導力向上のための講習会を引き続
　き実施し、指導の充実を図る。

○　新教育課程に係る指導資料の作成
　【成果】新学習指導要領における教育課程に関
　する指導資料等を作成したことで、新教育課程
　への円滑な移行が行われている。
○　都立高等学校における専門的外部人材活用事
　業（知識・技能を活用する力を高める教育プロ
　グラム及びその指導ができる人材の活用）
　【成果】都立高等学校における奉仕やキャリア
　教育等に、外部人材の専門知識を活用したこと
　で教育活動の質の向上に寄与している。
○　外部指導員を活用した「武道・ダンス」モデ
　ル事業（中学校１・２学年で男女共に必修とな
　った「武道・ダンス」について、地域の武道団
　体や関係機関からの協力を得て、外部指導員を
  活用している。）
　【成果】専門的見地からの基本指導や助言を、
　生徒だけでなく、教員も習得することで、「武
　道・ダンス」の授業内容が充実した。

その他

－

千円

千円

千円

事業評価票

41
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

新教育課程への対応
（教育庁指導部／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

○　新学習指導要領では、変化の激しいこれから
　の社会を生きるために、確かな学力、豊かな人
　間性、健康・体力の知・徳・体をバランスよく
　育てる「生きる力」のより一層の充実を求めて
　いる。

○　小学校は平成23年度、中学校は24年度、高等
　学校は25年度から、新学習指導要領を本格実施
　することになっており、新学習指導要領の趣旨
　を実現すべく、各学校で毎年定める教育の計画
　である「教育課程」が円滑に更新され、適切に
　実施されるよう各事業を推進している。

１

○　「武道・ダンス」モデル事業について、学校近隣に
　おける専門的指導者の情報が少ないため、大学や競技
　連盟等に派遣依頼することが多く、外部人材の確保が
　困難な場面もあった。そのため、都教育庁人材バンク
  等の周知を図り、都内のどの地域においても外部人材
  が円滑に確保できるような仕組みを整備する必要があ
  る。

４

３

２

－24年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

25,029

29,230

○　局案どおり、事業終了とする。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



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

24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

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 24年度予算額 －

○　安全に関する情報を正しく判断し、安全のための
  行動に結び付けられるようにするためには、発達段
  階を踏まえつつ、学校教育活動全体で取り組むこと
  が重要である。

○　体系的な指導資料を作成するとともに、先進事例
　を普及啓発することは、すべての学校において安全
　教育を計画的かつ効率的に実施するために有効な手
　段と言える。

○　新学習指導要領において、様々な教科で安全に関
　する指導に努めることとされていることから、引き
　続き安全教育推進校において多様な場面を想定した
　実践研究を行い、全校への普及啓発に向けた取組を
　行う必要がある。

６

移管・終了

○　東日本大震災を踏まえた「安全教育プログラム」の
　作成を行っていく。

○　これまでの推進校における取組成果と課題を踏まえ
　て、新たなケースによる検証を実施し、全校への普及
　啓発に努めていく。

【「安全教育プログラム」の作成と配布（平成
　20年度～）】
○  安全に関して「必ず指導する基本的事項」を
  明確化し、意図的・計画的に配置したプログラ
  ムを公立学校の全教員及び教育関係機関に配布

【安全教育推進校の指定（21年度～、各年度12
　校）】
○  幼稚園（１校）、小・中学校（各３校）、高
  等学校（４校）、特別支援学校（１校）

【成果】
○  学校ごとに取組状況に差があった「安全教
　育」について、系統的・体系的な指導資料をま
　とめるとともに、先進的な事例を普及啓発する
　ことで、すべての学校において一定程度、計画
　的な安全教育を実施することが可能となった。

その他

6,720

千円

千円

千円

事業評価票

42
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

学校における安全教育の推進
（教育庁指導部／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

学校保健安全法

○　これまでの学校における安全教育は、事件・
　事故が発生した際に実施する「応急的・緊急的
　な安全教育」に止まる傾向にあり、地域の安全
　に関する活動や災害時のボランティア活動等へ
　の参加が不十分であった。
○　また、「生活安全」・「交通安全」・「災害
　安全」の３領域ごとに、それぞれ単発的な指導
　が行われていた。
○　以上の状況を踏まえ、平成20年度から、生涯
　を通じて安全な生活を送る基礎を、すべての児
　童・生徒に身に付けさせ、進んで安全で安心な
　社会づくりに参加し貢献できるような資質や能
　力を養うことを目的として事業を開始した。

１

○　東日本大震災を契機として、日頃からの系統的な安
　全教育により、児童・生徒の災害等への対応力を高め
　ることの重要性がより顕著になっている。

○　幼稚園教育要領や就学前教育カリキュラムを踏ま
　え、幼小連携の視点を取り入れた更なる安全教育の実
　践研究が求められている。

○　小、中、高等学校及び特別支援学校の新学習指導要
　領において「安全に関する指導」が新たに規定され、
　安全教育に関する指導は保健体育科、技術・家庭科、
　特別活動等により努めることとなったためより多様な
　場面における安全教育の実践研究が求められている。

４

３

２

6,72024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

6,298

6,720

○　局案どおり予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



平成 17 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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ －24年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

12,706

16,385

○　局案どおり、事業終了とする。

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

自然公園法

○　本事業は、良好な自然地をより多くの都民に
　提供し、効果的な事業展開を図っていくため、
　地元市町村が、自然地を活用する方策を打ち出
　し、都と役割を分担し合う仕組みを自然公園事
　業に導入するものである。

○　これまでの都における計画的な自然公園事業
　に加え、地元市町村の地域振興事業等と連携し
　て地域を一体として整備することにより、利用
　者の利便性の向上や多様な行楽メニューの提供
　を図ることを目的としている。

１

○　自然公園は、自然の保護及び利用の促進を目的とし
　て指定されているものである。

○　国、都、地元自治体等の事業主体により、自然公園
　の利用ルールについての認識が異なるなど、自然保護
　の観点からも、利用者の観点からも関係者間の連携が
　十分とは言えない状況にあった。

４

３

２

事業評価票

47
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

自然公園の地域連携事業
（環境局自然環境部／一般会計）

移管・終了

○　地域と連携して認識の共有を図りながら、事業を実
　施してきたことで、地元が中心となって自然公園の保
　護・利用促進に取り組む体制が整ったことから、都と
　して本事業を終了する。

○　自然公園に指定されている高尾地区（八王子
　市）、登計地区（奥多摩町）、数馬地区（檜原
　村）において地元自治体や自治会・ボランティ
　ア・ＮＰＯなどからなる地域連絡会を設置し、
　協議に基づき、以下の事業を実施してきた。

【高尾地区（八王子市）】
・利用ルールを策定・統一し、自然の保護を図る
　とともに、展望台眺望確保のための枝払い等を
　実施

【登計地区（奥多摩町）】
・園地の整備やガイドマップを作成

【数馬地区（檜原村）】
・統一した指導標やベンチを設置し、利用ルート
　の利便性を向上

その他

－

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 24年度予算額 －

○　地元が中心となって自然公園の保護・利用促進に
　取り組む体制が整ったことから、本事業の役割は終
　わったものと考える。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

36,569

323,584

拡大・充実

567,305 758,93024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

185,557

758,930

○　改修等に必要な期間を確保するため、耐震診断・
　耐震改修に要する経費の補助年限をそれぞれ２か年
　延長する。

○　あわせて、調査未回答施設等への全件調査を実施
　するとともに、各施設への訪問相談、技術支援を継
　続して実施することで、耐震化をより強力に推進し
　ていく。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

耐震改修促進法

○　平成20年５月、中国四川省で発生した大地震
　において学校校舎等建築物の倒壊により甚大な
　被害が発生し、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ことを改めて認
　識した。
○　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
　対して補助事業を実施することで、耐震化の促
　進を図る。

１

○　福祉施設に法的な耐震化義務はなく、耐震化を実施
　するか否かは福祉施設の裁量に委ねられているため、
　未耐震の施設が依然として存在する。

○　耐震化が未実施の理由として「学校と異なり、通年
　開所の施設ではまとまった工事期間が確保できない」
　「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。

○　耐震化状況の判明している施設に対しては、訪問等
　の働きかけが可能だが、調査に対して一度も回答がな
　いなど、耐震化状況が不明な施設も一定数存在してい
　る。

４

３

２

事業評価票

49
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

耐震化の推進
（福祉保健局総務部／一般会計）

移管・終了

○　引き続き、耐震化を推進していくため、耐震診断は
　平成25年度まで、耐震改修は27年度まで、それぞれ補
　助事業の期間を延長するとともに、新たに仮設整備費
　を補助対象に加えるなど、これまでの支援のあり方を
　再構築する。
○　また、未耐震の施設に対しては、個別訪問やアドバ
　イザーの派遣を通じて耐震化に関する基礎知識や補助
　制度の普及啓発を図るとともに、施設の状況に応じた
　技術助言を行う。

○　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、耐震化の普及啓発や事業ＰＲを実施し
　た上で、耐震診断は平成23年度まで、耐震改修
　は25年度までの計画で経費の補助を実施してい
　る。
○　さらに、耐震化に向けた機運を醸成するた
　め、耐震改修工事の事例紹介や耐震化に向けた
　ヒント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。
○　23年度からは、施設に対して個別訪問やアド
  バイザーの派遣を行い、耐震化を働きかける事
  業を開始した。
○　こうした取組を通じ、福祉施設の耐震化を着
　実に進めている。

その他

758,930

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 24年度予算額 698,262

○　平成23年に集計した耐震化に関する調査の結果、
　未耐震施設の数がこれまでの推計値を大きく上回る
　ことが判明した。
○　これまで耐震化の状況調査を複数回にわたり実施
　してきたが、これらに未回答の施設など、耐震性の
　不明な施設も依然として存在するため、都内全施設
　の状況把握に向けて、引き続き正確な情報収集が不
　可欠である。
○　また、福祉施設が抱える問題として、「利用者へ
　の配慮から施設の休止が困難」「資金不足」「耐震
　化に関する知識不足・無関心」といった課題があ
　り、都として各施設に対し耐震化に関する基礎知識
　や補助制度などの普及啓発を図るとともに、必要に
　応じて技術的支援を行うなどの個別的な支援が必要
　である。
○　耐震化に対する意識とニーズの高まりへの対応、
　各施設の改修等に向けた十分な事業期間の確保のた
　め、ソフト・ハード両面からの支援、補助内容の拡
  充、補助年限の延長が必要と考える。

６



平成 24 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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 1,16024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

○　局案どおり、ＮＩＣＵ等入院児の在宅移行を促進
　し、ＮＩＣＵの確保を図っていくため、入院児に関
  わる職種に向けた研修会の実施に必要な予算を計上
  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

○　周産期母子医療センターにおいて、ＮＩＣＵ
　（新生児集中治療管理室）等への入院が長期化
　している実態がある。

○　本事業は、ＮＩＣＵの確保を図るため、在宅
  移行が望ましい入院児を対象に、在宅への移行
  支援や移行後の継続支援を実施し、入院児の円
  滑な退院に向けた支援体制を構築することを目
  的としている。

１

○　ＮＩＣＵからの円滑な在宅移行のためには、病院ス
　タッフをはじめとする多職種が早期に介入し、在宅移
　行後の生活を見据えた退院計画を策定するなど、患者
　及びその家族の実情に応じたきめ細かい支援を行うコ
　ーディネーターの存在が重要となる。

○　現状では、入院児支援コーディネーター等を配置す
  る周産期母子医療センターはわずかであり、また、保
  健師や地域小児科医をはじめとする在宅移行後の支援
  体制についても人材が不足している状況である。

４

３

２

事業評価票

50
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

ＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）等入院児在宅移行研修事業
（福祉保健局医療政策部／一般会計）

移管・終了

○　在宅移行を円滑に進めていくため、ＮＩＣＵ等入院
　児に関わる主な職種であるＭＳＷ（医療ソーシャルワ
　ーカー）、保健師、地域の小児科医等を対象とした研
　修会を実施し、ＮＩＣＵ等を退院するまでの支援や退
　院後の在宅療養等を担う人材の確保・育成を行う。

○　研修会は１コース２か年とし、１年目は職種別の研
　修、２年目は合同の研修を行い、職種間の連携促進も
　図っていく。

○　平成22年度、23年度の２年間にわたり実施し
　たモデル事業において、入院児支援コーディネ
　ーターを配置し、退院支援計画の策定や病院内
　外関係者との会議開催など、在宅への移行支援
　を実施した。

○　その結果、モデルケースとして選定した８事
　例のすべてにおいて退院が実現しており、こう
　した成果を踏まえて、今後、在宅移行を促進し
　ていく上での課題整理等を行った。

その他

1,160

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 24年度予算額 －

○　周産期医療の進歩・充実により、低出生体重児な
　どの死亡率は大きく改善してきているが、出産の高
　年齢化が進んでおり、ハイリスク分娩に備えていく
　ために、ＮＩＣＵの確保が重要である。

○　ＮＩＣＵ等への長期入院児には、医学的あるいは
　社会的な要因によって在宅への移行が進まない事例
　が見られることから、患者及びその家族の実情に応
　じたきめ細かい支援を行っていく必要があり、その
　ための人材を確保・育成していくことが重要な課題
　であると考える。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

11,358

41,785

拡大・充実

27,061 30,08424年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

11,358

41,785

○　局見積額に加え、国からの地域自殺対策緊急強化
　基金の追加交付に基づく、未遂者支援事業の実施経
　費を予算計上する。

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

自殺総合対策基本法
自殺総合対策大綱

○　平成10年以降、社会経済状況の急激な変化によ
　り自殺者数が増加し、全国で年間３万人以上で推
　移している。（都は約2,500～2,800人）
○　18年の自殺総合対策基本法の施行を踏まえ、自
　殺の背景となる多重債務や失業、いじめなどへの
　相談に的確に対応するため、相談支援機関等の連
　携体制を構築し、自殺念慮者が抱える問題を解決
　することで自殺防止を図ることを目的としてい
　る。

１

○　社会的問題として取り組むためにも、都民や関係機関
　に事業を広く周知していく必要がある。
○　高止まりしている自殺者数に対応するため、専門相談
　・支援体制の強化が必要である。
【ネットワークの構築】
○　各専門相談機関が連携して相談支援を行うためには、
　それぞれの機関の機能と役割について、相互に認識を共
  有する必要性がある。
○　地域ネットワークの構築を支援しているが、自治体に
　よって推進状況に差異が見られる。
【未遂者支援事業】
○　カウンセリング用教材の配布に当たっては、医療従事
　者にその使用方法や地域連携の具体的方法を周知する必
　要がある。
○　未遂者への支援は、医療と生活場面での支援が不可欠
　であるが、現在、医療・生活間の連携が不十分である。

４

３

２

事業評価票

51
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

こころといのちの相談・支援　東京ネットワーク
（福祉保健局保健政策部／一般会計）

移管・終了

○　全都版のネットワーク会議の活用、ゲートキーパー研
　修による人材養成等により、専門相談機関との連携の推
　進及び相談員の相談力の向上を図っていく。
○　地域のネットワークを充実させるため、人材育成や情
　報提供などにより、地域の取組を支援していく。
○　自殺未遂者支援については、区市町村における対応力
　の向上（医療と生活場面との連携）を図るため、「強化
　モデル事業」を引き続き実施するとともに、民間団体の
　参画推進策を検討するため、未遂者の生活実態や先進的
　取組例への調査を行う。
○　救急医療機関に対しては「救急医療機関未遂者支援モ
　デル事業」で得られた、自殺予防カウンセリング教材や
　地域保健との連携手法を普及するための研修を行う。

【全都版ネットワーク構築】
○　関係機関との連携会議を実施し、自殺の現状と
　対策についての説明と、相互の役割・機能等につ
　いて情報共有を図り、連携協力体制を強化した。
【地域版ネットワークの構築支援】
○　足立区や南多摩保健所でのモデル実施を踏ま
　え、地域ネットワークの全都展開を推進した。平
　成23年度は「自殺対策強化モデル事業」として、
　地域自殺対策緊急強化基金を活用し、救急医療機
　関退院後の未遂者受入体制の構築など、区市町村
　が実施する地域特性に応じた取組を支援した。
【救急医療機関未遂者支援モデル事業】
○　21年度から救急医療機関での未遂者支援の具体
　的方策を検討する事業を実施した。その中で本人
　・家族に対する入院中の自殺予防のカウンセリン
　グ等の必要性が明らかとなったため、精神科非標
　榜医療機関で使用可能なカウンセリング用教材の
　作成に取り組み、また「強化モデル事業」と連携
　し、地域保健との連携手法の構築を図った。

その他

27,061

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 24年度予算額 30,084

○　都における自殺者数は依然として高水準にあり、
　これまでの取組の見直しが必要である。
○　各専門機関をつなげるネットワークの構築を進め
　てきたが、各機関の持つ機能・役割を十分発揮して
  いくには、相互の認識を深めるための取組が必要で
  ある。
○　モデル事業での成果を踏まえ、地域ネットワーク
　の構築を都全域で展開しているが、取組が進んでい
　る自治体の情報を各自治体で共有するなど、取組が
  進んでいない自治体への対応を検討する必要があ
  る。
○　自殺未遂者支援については、これまでの事業成果
　であるカウンセリング教材の普及を進めることや、
　民間団体の参画推進の検討を進める点からの見直し
　が必要である。
○　自殺未遂者に対する生活場面への支援に関しては
　地域ネットワークの役割を踏まえた検討を行うこと
  が求められる。

６

22,000

26,000

30,000

34,000

平成8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1,800

2,200

2,600

3,000

全国(左目盛)

東京(右目盛)

(人) (人)



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

24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 24年度予算額 1,946

○　自殺者数が高止まりする中、遺族に対する適切な
　支援対策を構築し、遺族の安らかな生活の確保を図
　ることは重要である。

○　わかちあいの会については、民間団体においても
　人材が不足し、実施団体も少ない現状に対応し、人
　材育成により安定的な運営を目指すことが求められ
　る。

○　区市町村における自殺対策への取組状況に差異が
　あるため、自死遺族支援も含めた自殺対策推進への
　働きかけが必要である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　遺族支援に取り組む民間団体のネットワーク構築や
　活動周知等、「自殺対策東京会議」の遺族支援分科会
　等も活用した後方支援をしていく。
○　これまでの遺族支援従事者研修を見直し、民間団体
　による自死遺族の集いの取組が推進するよう人材育成
　研修を実施する。
○　区市町村に対しては、自殺対策企画立案能力の向上
　に資するよう、自殺のサインに気づき、専門機関につ
　なぐ人材であるゲートキーパーの養成研修に遺族支援
　を取り入れて啓発を行っていく。
○　遺族への効果的な情報提供に引き続き取り組む。

【自死遺族の集い（わかちあいの会）の開催】
○　19年度から、西多摩保健所にて奇数月の第４
　土曜日にわかちあいの会を実施している。
　　30、50～60歳代の女性の参加をはじめ、参加
　者は増加傾向にある。

【遺族支援従事者研修】
○　主に区市町村職員を対象として、相談窓口等
　において遺族に接する機会のある職員等を対象
　とした研修を実施した。
○　21年度から23年度までに61名の参加者があっ
　た。（23年度は25名）

【遺族への情報提供】
○　20年度から遺族支援リーフレットを監察医務
　院及び区市町村の窓口に年間２万部配布してい
　る。リーフレットにより、遺族が当面必要とす
　る手続や相談先などの情報を提供している。

その他

1,946

千円

千円

千円

事業評価票

52
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

遺族支援対策事業
（福祉保健局保健政策部／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

自殺総合対策基本法
自殺総合対策大綱

○　平成18年10月に自殺対策の総合的な推進によ
　る自殺予防等を目的とした自殺総合対策基本法
　が施行され、19年６月には自殺総合対策大綱が
　策定された。大綱では、28年までに17年の自殺
　死亡率を20％以上減少させることを目標として
　いる。

○　21年３月の自殺実態調査の結果等を踏まえ、
　「東京における自殺総合対策の基本的な取組方
　針」において、遺族へのケアと支援の充実を重
　点施策として位置づけ、遺族への適切な情報提
　供と精神的ケアの実施に取り組んでいる。

１

【自死遺族の集い（わかちあいの会）の開催】
○　わかちあいの会の参加者は、圏域外の方が大部分を占
  めており、区市町村ごとの開催を推進するのは困難であ
  る。
○　わかちあいの会を安定的に運営する人材の養成が必要
　となっている。
○　わかちあいの会自体の認知度が低い。
【遺族支援従事者研修】
○　区市町村における自殺対策の取組状況に差異がある。
　特に自死遺族支援においては顕著である。
○　遺族支援従事者のセルフケアが必要だが十分でない。
【遺族への情報提供】
○　リーフレットへの掲載情報の見直しや効果的な設置場
　所の確保が課題となっている。

４

３

２

1,94624年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

2,079

2,045

○　遺族支援従事者研修において民間団体での取組推
　進に向けた見直しが行われるなど、わかちあいの会
　の実施団体拡大等の効果が期待できることから、局
  案どおり予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

2,079

2,045

拡大・充実

1,946



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

24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 24年度予算額 1,129,298

○　これまでの集中戦略の取組により、拠点病院を中
　心とした医療連携体制を構築するなど、肝炎対策の
　充実が図られてきた。
　　今後の肝炎対策事業の実施に当たっては、こうし
　た集中戦略の成果を踏まえたものとすることが求め
　られる。

○　肝炎治療に対する医療費助成を行っているが、よ
　り効率的な制度運用を行っていくため、現行制度の
　有効性の確認や治療効果の検証を進めていく必要が
　ある。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　集中戦略終了後の都が取り組む肝炎対策の方針を定
　めた「東京都肝炎対策指針（仮称）」を策定し、継続
　して肝炎対策を行っていく。
○　正しい知識と検診の重要性について、職域向けの講
　習会等により、都民に広く普及啓発を行う。
○　拠点病院が実施する研修に地域のかかりつけ医の参
　加を促すため、23区と多摩地域をそれぞれ３ブロック
　に分け、地域ごとに実施する体制とする。
○　Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎治療医療費助成制度を研究
　対象とした治療効果に関する調査を行い、医療費助成
　制度の費用対効果、有効性、他県比較及び新薬の効果
　等を検証し、肝炎対策の基礎資料とする。

【取組】
○　検診の重要性を普及啓発するとともに、平成
　19～21年度には、従来の検診に加え、医療機関
　への委託検診により検診提供体制を拡充した。
○　19年度から５か年をかけて肝臓専門医とかか
　りつけ医の連携基盤を整備するとともに、23年
　度からは都内に２か所指定した肝疾患連携拠点
　病院を中心とした医療連携体制を構築した。
○　国に先駆けて開始したインターフェロン治療
　医療費助成のほか、22年度からは核酸アナログ
　製剤医療費助成を開始した。
【成果】
○　拠点病院中心の医療連携体制を整備し、統一
　的な内容で研修を実施することで、都内の医療
　水準の向上を図るとともに、肝疾患相談センタ
　ーを設置し、患者支援体制の充実を図った。
○　22年度末までに、インターフェロン治療で約
　9,000人、核酸アナログ製剤で約2,600人に対し
　て医療費助成を行った。

その他

1,159,913

千円

千円

千円

事業評価票

53
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

肝炎対策
（福祉保健局保健政策部／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

【経緯】
○　区市町村等が実施する肝炎ウイルス検診の陽
　性者や多くの未受診者が、早期に適切な診断・
　治療を受け、肝がんへの進行を予防するため、
　平成19年度から５か年の計画で、検診受診促進
  や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（以下「集中戦略」という。）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】
○　潜在する陽性者を早期に発見し、専門医の管
　理下で適切な治療等を行えるよう、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。

１

○　国は、平成23年５月、肝炎対策基本法に基づく肝炎
　対策基本指針を示した。地域の実情に応じた肝炎対策
　を推進するための計画等を策定することが望ましいと
　する中、都でも集中戦略終了後、基本指針の方針を受
　けたより広く網羅的な肝炎対策が求められている。
○　感染の事実を認識していない肝炎患者等が多数存在
　することが推定される。
○　肝炎治療の進歩が目覚しく、治療方法、治療薬が変
　化しつつある状況下において、迅速な情報伝達が求め
　られており、拠点病院が実施する研修への地域のかか
　りつけ医の参加促進が課題となっている。
○　認定患者の治療効果を継続的に把握することによる
　医療費助成制度の効果検証、肝炎対策の基礎資料の収
　集、医学研究への貢献等が不十分である。

４

３

２

1,157,93324年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

1,147,728

1,370,582

○　これまでの集中戦略の取組を踏まえ、職域向けの
　普及啓発を行うなどの見直しが図られており、引き
　続き肝炎対策を進めていくこととし、経費を精査し
　た上、所要の予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

1,136,417

1,334,234

拡大・充実

1,130,285



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

24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 24年度予算額 24,220

○　過去の成功事例をまとめた事例集の作成や実態調
　査の実施・報告等について一定の効果が認められ
　る。

○　しかし、未だ精神障害者の退院は十分に進んでお
　らず、引き続き被保護者である精神障害者の退院促
　進が求められている。

○　こうした状況において、広域自治体である都の後
　方支援についても継続の必要性が認められる。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　平成24年度からの第３期障害福祉計画においても引
　き続き被保護者である精神障害者の退院促進が求めら
　れるとともに、本事業が担う広域支援業務は、広域自
　治体である都の役割として定着しており、継続が期待
　されている。

○　そのため、24年度以降も継続実施し、被保護者であ
　る精神障害者の退院促進を全都的に更に推進する。

○　なお、支援事例集の作成、実態調査等の調査・研究
　事業については、一定の成果が得られたため事業終了
　とする。

○　スーパーバイザー業務を担う広域支援員を都
　保護課に配置し、各区市への相談対応、助言、
  情報提供及び専門支援員等に対する研修・意見
  交換会について、民間団体に委託することによ
  り実施している。

○　被保護者である精神障害者の退院に伴う区市
　間の実施責任の移管を伴うケースについて、各
　区市からの要請に応じ、事前相談、関係機関と
　の連絡調整、ケア会議への参加等の個別支援を
　実施した。

○　各区市に対し、退院促進プログラムの策定や
　退院推進員の配置等を推進した。

その他

24,220

千円

千円

千円

事業評価票

54
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

被保護者退院促進支援事業
（福祉保健局生活福祉部／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

○　平成19年に精神障害者の退院促進対策につい
　て厚生労働省から方針が示され、退院可能精神
　障害者数のうち２割程度を占める生活保護受給
　者についても、計画的に退院促進を図る必要が
　あるとされた。

○　そのため都では、平成20年度から本事業を開
　始し、各区市の退院促進事業を後方支援するこ
　とにより、被保護者である精神障害者等の社会
　的入院の解消、退院促進、居宅生活の安定化を
　推進している。

１

○　各区市の生活保護部門では、精神障害者の退院支援
　に関するノウハウや障害者施策の情報把握が不十分で
　あった。

○　被保護者である精神障害者の退院促進に当たっては
　実施責任の移管やそれに伴う費用負担の問題などがあ
　り、広域的に退院支援を進めることが困難な状況であ
　った。

４

３

２

24,22024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

22,417

29,641

○　事例集の作成や実態調査・研究事業については、
　既に一定の成果が認められているため、これらを事
　業終了とした上で、広域支援に必要な経費を計上す
  る。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

26,351

29,641

拡大・充実

24,220

（単位：区市）

区　　分 19年度 22年度

退院促進
プログラム策定

8 15 

退院推進員設置 3 15 



平成 3 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

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

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

24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 24年度予算額 65,782

○　介護職種の人材確保状況は、有効求人倍率や離職
　率からも分かるとおり、他職種に比べ厳しい状況が
　続いており、効果的な人材確保対策が必要である。

○　本施策により過去４か年で約4,300人の福祉・介
　護職従事者を確保する等、人材不足に対して一定の
　事業効果が認められる。

○　しかし、高齢社会の進展により、福祉・介護サー
　ビスの需要も増大し続けており、引き続き人材確保
　推進に向けた効果的な施策が必要である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　福祉人材センターの運営事業、福祉・介護人材確保
　策の強化事業を統合し、事業の実施体制や広報の方法
　等を見直すことにより、効率化を図るとともに経費を
　削減する。

○　これまでの安定的な人材の確保事業に加え、これか
　らの福祉業界を担う新卒者等の人材確保を東京都福祉
　人材センターの役割と位置づけるとともに、将来の幹
　部候補（経営者・チームリーダー）となる人材の定着
　を図る。

○　東京都福祉人材センターの運営を東京都社会
　福祉協議会に委託して実施している。

○　東京都福祉人材センターにおける無料職業紹
　介事業や広報啓発活動、講習講座事業等に加え
　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、都内の福祉施設がネットワークを組んで
　行う合同採用試験・人事交流等を実施し、介護
　人材の確保を推進した。

その他

146,210

千円

千円

千円

事業評価票

56
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

福祉人材センターの運営、福祉・介護人材確保策の強化
（福祉保健局生活福祉部／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

○　高齢社会の進展により福祉・介護サービス需
　要が増大する中、介護職の人材不足が問題とな
　っている。

○　そのため、平成３年度から東京都福祉人材セ
　ンターにおいて、福祉人材確保のための無料職
　業紹介事業、広報啓発活動、情報提供事業、講
　習講座事業など、広く求人求職活動の支援を行
　っている。

○　20年度からは、介護人材の更なる確保を図る
　とともに、低所得者に対する介護人材への就労
　を促進するため、東京都福祉人材センターの事
　業を強化する様々な取組を開始した。

１

○　全国の介護職種の有効求人倍率は、平成20年度に比
　べ改善されてはいるものの、都内は依然として高い状
　況である。また、他産業と比べて介護職種の離職率は
  高い状況が続いている。一方で、介護職種の資格を有
  しながら福祉業界に就労していない潜在的有資格者も
  多数存在している。

○　他の産業に比べ、福祉系ではない一般大学の卒業生
　に対する、福祉業界の就職情報が少ない。

○　民間企業におけるいわゆる一部上場等の指標がない
　など、福祉業界では、待遇や運営状況が良い事業所が
　求職者にわかりにくい。

４

３

２

146,21024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

222,654

161,005

○　高齢社会が進行する中、福祉・介護人材の確保を
　目的とする本事業の必要性は認められる。
 
○　一方、広報については、より効率的な事業運営が
　必要であるため、内容を精査した上で、予算を計上
　する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

111,632

62,728

拡大・充実

65,782



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

24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 24年度予算額 －

○　他職種に比べ離職率が高く、人材不足に陥ってい
　る介護職種において、サービス提供者が十分な管理
　機能を果たし、訪問介護員の業務管理や技術指導を
　実施し、働きやすい職場づくりを行う必要がある。

○　本事業では、サービス提供者向けの訪問介護職員
　育成・指導研修を通じて、訪問介護員の定着に向け
　た取組を支援してきた。

○　平成23年度までに目標である研修受講者2,000人
　を達成する見込みであり、事業の成果が認められ
　る。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　サービス提供責任者向けの研修について、平成23年
　度で目標である2,000人を達成する見込みであること
　から、本事業は、23年度をもって終了する。

○　訪問介護事業所で、訪問介護員を指導・育成
　する役割を担うサービス提供責任者向けの研修
　を実施し、能力を向上させることで、訪問介護
　員の定着に向けた取組を支援した。
　・３か年（21～23年度）目標 2,000人
　・３か年（21～23年度）実績 2,070人修了予定

その他

－

千円

千円

千円

事業評価票

59
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

サービス提供責任者支援事業
（福祉保健局高齢社会対策部／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

○　介護人材が介護サービス事業に定着するため
　には、適切な介護報酬の設定とともに、職員に
　とって働きやすく、また、介護技術の向上など
　によって自らの成長とやりがいを実感できる職
　場づくりも併せて重要である。
○　訪問介護事業所の「サービス提供責任者」の
　役割の一つに、訪問介護員の業務管理や技術指
　導等が位置づけられている。
○　本事業は、働きやすい職場づくりに向け、訪
　問介護事業所において人事管理を担うサービス
　提供責任者の能力向上と効率的な業務実施に資
　する研修を実施することで、介護人材の定着に
　つなげていくことを目的としている。

１

○　サービス提供責任者の人事管理機能が充実している
　ほど、訪問看護員（登録型）の定着・継続意向が強い
　が、介護人材の深刻な不足により、ヘルパー業務に時
　間を取られ、サービス管理や訪問看護員の管理を十分
　行えていない事業所があった。

４

３

２

－24年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

10,692

11,975

○　目標であった2,000人の研修受講は平成23年度中
　に達成見込みであり、十分な事業成果が認められた
　ため局案どおり事業終了とする。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

8,292

37,521

拡大・充実

33,251 75,01624年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

16,585

83,488

○　本事業は、保育現場で働いていない保育士の資格
　保有者を活用するため、保育所での勤務経験がない
　人等も対象とし、ニーズに応じた就職支援を実施す
　るものである。

○　これまでの事業実施により保育人材確保に向けた
　一定の成果を上げていることから、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

○　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、待機児童数は依然
　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
　も必要であるが、福祉分野では依然として人材
　確保が困難な状況が続いている。
○　保育分野では、保育所等で働いていない保育
　士有資格者が多数存在する。このため保育士の
　再就職を支援し人材の安定的な確保を目指す。

１

○　平成22年度の保育所等の整備数は目標を大きく上回
　り、23年４月現在の待機児童数は7,855人と４年ぶり
　に減少したが、引き続き高い水準にある。

○　区市町村では、保育サービス拡充に向けた保育所等
　の整備が急ピッチで進められており、保育人材の確保
　が困難な状況が続いている。

○　研修や相談会等に関する広報について、区市や指定
  保育士養成施設を巻き込んで周知する必要がある。

４

３

２

事業評価票

61
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

保育人材確保事業
（福祉保健局少子社会対策部／一般会計）

移管・終了

○　就職支援研修及び就職相談会の開催回数を年５回か
　ら６回へ拡大し、平成24～26年度の３か年で待機児童
　数100名以上の全ての区市で開催し、保育士の安定的
　確保を図る。

○　就職支援セミナー及び職場体験実習に関しては、参
　加者や雇用者である保育所のニーズに応じたカリキュ
　ラム内容及び時期にするなど、より効果的な事業内容
　に見直し、保育所勤務未経験者等も着実に保育所就労
　に結びつけることで、より多くの保育士確保を図る。

【平成22年度の実施内容】
○　保育士有資格者等を発掘するため、保育士就
　職支援研修及び就職相談会を、社会福祉法人東
　京都社会福祉協議会（以下「東社協」とい
  う。）に委託して年４回実施
【平成22年度の成果】
○　実施回数５回（計画変更により４→５回）
○　参加者　682人（全都版として都庁で追加開
  催）
○　就職相談会に参加した事業者数　175事業者
○　求人数　2,569人
【平成23年度の実施内容】
○　例年どおり、保育士就職支援研修及び就職相
　談会を東社協に委託して実施する。
○　保育所勤務未経験者やブランクの長い保育士
　有資格者等を対象に就職支援セミナー及び職場
　体験実習を東社協に委託して年10回実施する。
　（定員規模：セミナー400人、職場体験実習100
  人）（23年度新規事業）

その他

75,016

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 24年度予算額 33,251

○　都は、東京都保育計画において、平成22年度から
　26年度までの５年間で、保育サービス利用児童数を
　35,000人増やす目標を掲げており、22年度の保育サ
　ービス利用児童の増加数は8,890人（５年間の目標
　の約25％）に達した。

○　短期集中的な保育サービスの拡充に努めた結果、
　23年４月の待機児童数は４年ぶりに減少したもの
　の、昨年と比べ580人の減少にとどまっており、引
　き続き高い水準にある。

○　更なる待機児童解消に向け、都独自の支援策等に
　より一層の保育サービスの拡充を図るとともに、増
　加が見込まれる保育ニーズに応えるため、保育人材
　の着実な確保が必要である。

６



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

24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

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 24年度予算額 1,862,668

○　これまで都は、本プランにより地域居住の場であ
  るグループホーム・ケアホーム定員の大幅拡充、日
  中活動の場の整備や在宅サービスの充実、入所施設
  の整備を行い、障害者の地域生活基盤の重点的整備
  に取り組んできた。

○　第３期障害福祉計画の策定に当たって、障害者の
　更なる福祉増進を図るため、地域生活への移行支援
　や就労支援、地域生活基盤の重点的整備を継続的か
　つ計画的に行っていくことが求められている。

○　しかし、通所施設に対する既存の国庫補助制度で
　は対象を自己所有物件に限定している一方、都内の
　施設整備は賃貸物件による整備が実施されているこ
　とや、重度障害者を多く受け入れるケアホームの整
　備に多額の費用を要すること、国の基本指針では入
  所者の更なる削減を目標に掲げていること等、これ
  らの状況を踏まえた上で施設整備支援策のあり方に
  ついて見直しを図る必要がある。

６

移管・終了

○　平成26年度までの新たな３か年プランを策定し、第
　３期障害福祉計画の期間において、地域生活基盤を重
　点的に整備し、地域生活への移行に向けた取組を一層
　強化する。

○　新たな３か年プランでは、設置者負担に対する特別
  助成や地域生活への移行に向けた新たな施策等を展開
  することで、重点的な取組を進め、必要となるサービ
  ス量を確保するための定員増を実現していく。

○　なお、入所施設に対する特別助成については、定員
　管理の観点から、見直しを行う。

○　平成23年度までに第２期障害福祉計画におい
　て必要と見込んだ障害福祉サービスの量が確保
　できるよう、21年度から23年度までを計画期間
　とする本プランを策定し、地域生活基盤の重点
　的整備を実施している。

○　施設整備費助成における設置者負担の１／２
　を特別に助成することで、地域生活基盤の重点
　的整備に取り組んできた。

○　重点的整備に取り組むことで、グループホー
　ム・ケアホームの定員は大幅に増加し、11年度
　末に1,135名であったものが、22年度末では定
　員4,916名となっている。また、日中活動系サ
　ービスについても、第２期障害福祉計画の目標
　を上回るペースで実績が伸びている。

その他

2,841,632

千円

千円

千円

事業評価票

62
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

障害者の就労支援・安心生活基盤整備３か年プラン
（福祉保健局障害者施策推進部／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

○　行政が限られた人に対して施設サービスを中
　心に提供する措置制度から、利用者がサービス
　を選択できる契約制度に、障害福祉サービスの
　仕組みが変遷している。

○　利用者が必要なサービスを選択するために
　は、障害福祉サービスの質と量を十分に確保
　し、誰もが安心して生活できる仕組みを構築す
　ることが必要である。

１

○　第１期及び第２期障害福祉計画において、各年度に
　おける障害福祉サービスの必要見込量や数値目標を設
　定し、達成に向けた取組を促進するため、本プランを
　定めて地域生活基盤の重点的整備を進めてきた。

○　平成24年度から26年度までの第３期障害福祉計画策
　定に当たり、入所施設からの地域生活移行の目標が17
　年10月１日時点の１割以上から３割以上、入所定員の
　削減が７％以上から１割以上削減へと、国の基本指針
　が強化されている。

○　こうした状況を踏まえ、第３期障害福祉計画の期間
　である３か年において、地域生活基盤の整備をこれま
　で以上に積極的に進め、地域生活への移行に向けた取
　組を強化していく必要がある。

４

３

２

2,273,66124年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

1,965,524

2,485,741

○　障害者の更なる地域移行に向けて、施設整備の設
　置者負担に対する特別助成を継続するとともに、上
　記の課題に対応するため、賃貸物件を活用した通所
　施設創設に対する補助の実施、ケアホーム設置に係
　る消防設備に対する補助の実施を行う。一方で、こ
　れらの地域移行促進策を講じることから、特別助成
　の対象を見直し、入所施設を除外する。

○　24年度予算においては、経費を精査した上で、所
　要額を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

498,559

1,606,825

拡大・充実

852,519



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ －24年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

11,657

10,800

○　これまでの事業検証を踏まえ、施設入所者に対す
　る新たな自立支援強化策を構築することとし、本事
　業は終了する。

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

○　中卒又は高校中退の子供たちの中には、「生
　きる力」の習得が不十分なまま児童養護施設か
　ら措置解除され社会に出る場合も多く、就職し
　ても、職場や地域での人間関係、金銭管理や家
　事などに適切に対処できないことが多い。

○　こうした子供たちに、自らの将来について再
　考してもらい、再度の高等学校等進学に向けた
　進路指導や就学支援、学習・生活指導及び社会
　的技能の習得など、自立支援を行うことを目的
　とし、平成23年度までのモデル事業として実施
　している。

１

○　入所児童は大人に対する不信感を持っていたり、自
　己評価が低い場合があるため、進学支援の前提とし
　て、安心した生活リズムをつくることが必要である。

○　様々な背景の児童の入所が想定される中で、児童の
　関心の幅を広げ、積極的な好奇心を引き出すよう、濃
　密なかかわりが不可欠であるが、児童と日中も含めて
  濃密にかかわる職員が不足している。

○　高校合格後に、一般の養護児童として、ホームを出
　て他の施設に移ることは、再度児童の情緒が不安定に
　なる懸念があり、合格後も同一の施設で卒業できる仕
  組みが必要である。

４

３

２

事業評価票

63
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

再チャレンジホーム
（福祉保健局少子社会対策部／一般会計）

移管・終了

○　上記の課題等を踏まえ、新規事業「自立支援強化事
　業」に発展的に移管し、再チャレンジホーム事業は終
　了する。

○　今後は、「自立支援強化事業」により、施設入所中
　から退所後を含めた「総合的な自立支援」を担う職員
　を施設に配置し、施設で育つ子供の自立に向けた支援
　体制を強化する。

【整備内容】
・児童養護施設「東京サレジオ学園」（小平市）
・定員　６人（男子）

【成果】
○　６人が入所（平成21～23年11月）
  ・21年度３人、22年度１人、23年度２人入所

○　22年度までの新規入所者４人のうち３人が高
　校に合格
  ・自己の学力、興味等を踏まえた受験校の決定
    及び受験に向け継続的に学力の向上を図っ
    た。

○　１人については、具体的目標設定に時間がか
　かったが、結果として就労自立に至った。

○　23年度入所児童については、冬の受験に向
　け、支援を継続中

その他

－

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 24年度予算額 －

○　今日の厳しい社会経済状況の中、施設などで育っ
　た子供の社会的自立の困難さが指摘されており、平
　成23年８月に都が実施した児童養護施設等退所者へ
　のアンケート調査結果においても、施設退所者の自
　立に向けた厳しい状況が明らかになった。
【調査結果】
・正規雇用の割合：男性が約56.5％、女性が33.9％
　※平成22年度労働力調査（15～24歳）では、「正規
　の職員・従業員」は、男性が75.3％、女性が64.1％
・最終学歴：中学卒が約23％、大学卒等は約15％
　※平成22年度学校基本調査（総務局）では、高等学
　校等への進学率は98.0％、大学等への進学率は
　65.4％

○　都は21年より学習・生活指導及び社会的技能を習
　得するための自立支援を行う再チャレンジホームを
　試行的に実施してきたが、モデル事業の実施結果を
　踏まえ、施設入所者に対する更なる自立支援策を構
　築する必要がある。

６



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

24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

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

歳入 24年度予算額 40,053

○　これまで都は、退院促進コーディネーターや地域
　生活サポーターの配置、グループホーム活用型ショ
　ートステイ事業の実施等により精神障害者に対する
　地域移行支援技術の確立と体制強化を図るととも
　に、区市町村による主体的な取組を支援してきた。

○　しかし、地域による病院の偏在や人材不足等から
　区市町村の取組状況に差があること、地域支援者に
　精神疾患に関する知識や支援ノウハウが不足してい
　ること、また病院や区市町村、支援担当事業所等の
　地域関係機関の更なる連携が必要であることなど、
　様々な課題への対応が求められている。

○　また、平成24年度から精神障害者に対する地域移
　行支援・地域定着支援が一部個別給付化されるに伴
  い、上記の課題や国の動きを踏まえた上で、都の役
  割に応じた地域移行支援策のあり方について見直し
  を行う必要がある。

６

移管・終了

○　平成24年度から地域移行・地域定着支援が一部個別
  給付化されるが、個別給付化後も、精神障害者が円滑
  に地域移行し安定した地域生活を送れるよう支援体制
  の再構築を図る。

○　具体的には、これまでの取組の実施状況を踏まえ、
　長期入院患者及び精神科病院等に対して退院促進に向
  けた働きかけや地域との調整、グループホームにおけ
  る体験入居等を行うとともに、関係機関職員に対する
  研修を行うことで、円滑な地域生活への移行や安定し
  た地域生活を送るための体制整備を進めていく。

○　相談支援事業者等にコーディネーターを配置
　し、入院中から退院後まで病院や地域と連携し
　た支援を進めるとともに、グループホームにお
　いて入院中から実際の地域生活を体験してもら
　う事業等により、平成22年度末で、424人の支
　援対象者のうち255人が退院している。

○　また、都内３か所の精神保健福祉センターに
　地域体制整備コーディネーターを配置し、退院
　促進や退院後に安定した地域生活を送るための
　地域の支援体制整備のための総合調整に取り組
　んでいる。

その他

80,107

千円

千円

千円

事業評価票

65
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

退院促進支援事業
（福祉保健局障害者施策推進部／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

○　精神保健福祉施策は、平成16年の「精神保健
　福祉施策の改革ビジョン」以来、「入院医療中
　心から地域生活中心へ」という基本理念の下、
　施策を進めている。

○　都は、本事業により、社会的入院の状態にあ
  る精神障害者の退院を促進するとともに、地域
　生活に必要な体制整備や精神科病院と地域との
　相互理解を進めることで、安定した地域生活の
　実現を目指してきた。

○　第２期障害福祉計画では、本事業による退院
　者数の目標を平成23年度末までに500人として
　いる。

１

○　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等
  により、精神障害者の地域への移行が進んでいる。

○　その一方、地域によって社会資源が異なるため、退
  院先の状況に応じた地域生活を送るための体制づくり
  等、地域の実情に応じた支援体制の構築が必要であ
  る。

○　また、改正障害者自立支援法の施行に伴い、平成24
  年度から、地域移行・地域定着支援は一部個別給付化
  され、精神障害者の退院に当たっての個別的な支援
  は、区市町村が実施主体となる。そのため、国制度と
  の整合を図った上で、入院中の精神障害者の地域生活
  移行を促進する必要がある。

４

３

２

80,10724年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

94,409

108,434

○　入院中の精神障害者の地域移行を促進していくた
　めには、平成23年度まで実施してきた取組のノウハ
　ウを活かしつつ、法改正の趣旨を踏まえて、引き続
　き都としての支援策を実施していく必要があること
  から、局案どおり予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

56,362

54,217

拡大・充実

40,053



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 30,04124年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

23,419

32,224

○　効率的に各地域でのロケ撮影の受入れやロケ作品
  を活用した地域活性化支援を促進するため、一部経
  費を見直しの上、所要経費を計上する。

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

多摩振興プロジェクト
東京ロケーションボックス設置運営要綱

○　東京のＰＲに資する映像作品を通じた東京の
　文化発信力を向上するため、生活文化局におい
　て撮影支援窓口を設置・運営し、主に都立施設
　でのロケ撮影許可に係る調整を行っていた。
○　平成20年度、「第二次都庁改革アクションプ
　ラン」の評価を受け、観光振興施策とのタイア
　ップを図るため、「東京ロケーションボック
  ス」の運営を観光部へ移管した。
○　移管後は、公益財団法人東京観光財団への委
  託を通じ、国内外への映像作品を通じた東京の
  魅力発信による観光客誘致や、都内各地域の活
  性化を図るため、窓口の運営に加え、各地域に
  おけるフィルムコミッション設立啓発・支援、
  国内外へのＰＲ事業に取り組んでいる。

１

○　都が単独で都内全域のロケ撮影の調整を行うこと
　は、時間的にも体制的にも困難である。
○　また、海外と異なり、日本では映像業界が産業とい
　うより娯楽とみなされている状況、円滑な道路交通環
　境・経済活動が優先される事情などにより、東京の象
　徴的な場所、銀座・渋谷・新宿等の繁華街におけるロ
　ケ撮影が行えず、東京を大きくＰＲできる大規模撮影
　も困難となっている。
○　さらに、各地域においてフィルムコミッション等の
　ロケ支援組織が増えてきたことにより、東京ロケーシ
　ョンボックスとの役割分担があいまいである上、各地
　域間の調整の必要性が生じている。
○　その上、各地域が直接受け入れたロケ撮影作品を活
　用したＰＲを各地域だけで行うには、発信力が弱い。

４

３

２

事業評価票

68
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

東京フィルムコミッション事業
（産業労働局観光部／一般会計）

移管・終了

○　各地域におけるフィルムコミッション設立支援、ロ
　ケ受入れに協力的な自治体や施設等との連携強化を図
  るとともに、東京ロケーションボックスは都内におけ
  るロケ撮影支援の入口として、制作側と各地域とのコ
  ーディネート及び各地域間の調整を行う役割にシフト
  していく。

○　また、東京の発信力を活かし、各地域でロケ撮影さ
　れた作品をまとめてＰＲするなど、更なる地域活性
　化、観光客誘致へつなげる。

○　窓口運営については、ロケ撮影の調整を民間
　施設にまで拡大し、受入れに積極的な施設の登
  録及びウェブサイト掲載を行うとともに、施設
  側及び制作側向けのマニュアルの策定、従来の
  使用許可手続きを緩和する「ロケ撮影受入れ都
  庁ルール」の制定等により、都内における施設
  でのロケ撮影環境の向上を図った。
○　また、地域におけるフィルムコミッション設
　立を啓発・支援するため、フィルムコミッショ
　ン設立マニュアルを策定し、講習会の実施及び
　アドバイザーの派遣を行うことにより、都内に
　おけるフィルムコミッション数及びロケ撮影に
　協力的な自治体や施設等が増えている。
○　さらに、国内外に対して、映像作品の舞台と
　なった東京をＰＲするとともに、東京でのロケ
　を誘致するため、ロケ地マップを制作した。新
　聞やテレビ等にも取り上げられ、東京のイメー
　ジアップ、郷土愛醸成、ロケ誘致等に効果があ
　った。

その他

32,214

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 24年度予算額 －

○　都内でのロケ撮影等に関する調整や観光客誘致Ｐ
　Ｒ事業等によって、地域の活性化に寄与しており、
　また、都内に11の地域フィルムコミッションが設立
  されるなど、着実な事業実施が認められる。

○　一方で、経費については、更なる縮減が可能と考
　えられることから、より効率的な事業実施を検討必
　要がある。

６



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

24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 24年度予算額 59,798

○　常時測定体制を整備するため、連続測定機器を全
  測定局に設置する必要がある。

○　国の機器認定を踏まえ、経費の見直しを行ってお
　り妥当である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　速やかに全測定局での常時測定体制を確立し、環境
　基準の適合状況を適切に評価していく。

○　微小粒子状物質の常時測定を適切に行うた
  め、平成22年度からの３か年で測定機器を合計
  78台を整備する。

○　測定値については、局ホームページで公表し
　ているが、環境基準への適合状況は、年間を通
　じてのデータが必要なため、23年度測定値から
  評価を実施する予定である。

その他

129,037

千円

千円

千円

事業評価票

71
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

微小粒子状物質（ＰＭ2.5）対策の推進
（環境局環境改善部／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

大気汚染防止法

○　環境省が平成21年９月に微小粒子状物質（Ｐ
　Ｍ2.5）の環境基準を設定した。

○　微小粒子状物質（ＰＭ2.5）は、浮遊粒子状
　物質（ＳＰＭ）と比べ、呼吸時に気管内の深部
　にまで達するため、多くの疫学的研究で死亡率
　やり患率がより高くなるなどの健康被害が指摘
　されている。

○　微小粒子状物質（ＰＭ2.5）の常時測定を適
　切に行い、環境基準への適合状況を評価してい
　く。

１

○　環境基準への適合状況を評価するためには、環境省
　が認定した機器を使用して測定する必要があるが、機
　器の認定が遅れたため、平成23年度に必要となる機器
　購入経費について、十分な精査を行うことが困難な状
　況にあった。

４

３

２

129,03724年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

74,826

281,684

○　局案どおり予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

22,491

132,300

拡大・充実

59,798



平成 24 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

24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 24年度予算額 －

○　災害発生時に、道路、河川及び公園の被害状況の
　把握及び復旧は、都の重要な役割であり、迅速かつ
　的確に被災状況の把握・復旧を行うためには、通信
　手段の確実な確保が不可欠である。

○　東日本大震災時の経験も踏まえ、災害時における
　より確実な情報通信手段の確保のため、現行の防災
　行政無線の補完機能や道路混雑時の徒歩や自転車に
　よる機動的な被災状況確認等のための携帯型の通信
　手段の導入を検討する必要がある。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　現行アナログ無線を補完するバックアップの通信手
　段を確保し、防災行政無線のデジタル化に向けた試行
　を行うため、デジタル携帯無線を導入する。

○　デジタル携帯無線は、災害時にも混線がなく安定的
　に通信可能であり、小型・軽量で携帯性にも優れてい
　る。また、複数の周波数を共同利用する通信方式とす
　ることで、初期投資なく短期間で導入可能である。

○　平成28年度までの５年間で、デジタル携帯無線の有
　用性や機能を検証し、アナログ無線の段階的縮小、デ
　ジタル携帯無線の本格導入も検討する。

○　現在、各建設事務所に基地局14局、移動局
　157局の合計171台を配備している。

○　東日本大震災の際には、携帯電話が繋がらな
　い状況の中、本無線を現場から事務所への状況
  報告に活用した。

○　また、年に一度実施する「初動対応訓練」に
　おいて、通信方法・情報連絡体制の確認を行っ
　ているほか、各事務所においても定期的に通信
　訓練を実施している。

その他

5,790

千円

千円

千円

事業評価票

74
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

デジタル携帯無線の試験的導入
（建設局総務部／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

電波法、災害対策基本法、水防法等

○　地震等の災害発生時、道路、河川及び公園の
　被災状況把握及び復旧は、都の重要な役割の一
  つである。

○  迅速かつ正確に被災状況を把握し、復旧作業
　を行うためには、情報連絡手段の確保が不可欠
　である。

○　建設局では、災害発生等の非常時にも現場・
　事務所間で安定的に情報連絡するために、防災
　行政無線（アナログ）ネットワークを構築して
　いる。

１

○　東日本大震災時、通信が混線する、重量が重く徒歩
　や自転車での持ち運びが困難であるなどの課題が露呈
　した。

○　今後予想される首都直下型地震の発生に備えるため
　には、さらに確実な情報連絡網を整備する必要があ
　り、防災行政無線を補完する通信手段の確保が課題で
　ある。

○　また、今後、アナログ電波の利用停止も予想される
　ことから、防災行政無線のデジタル化への対応も不可
　避であり、現行無線の代替設備についても早急に検討
　する必要がある。

４

３

２

5,79024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

○　局案どおり予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 805,00024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

605,092

703,394

○　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

○　「10年後の東京」計画で掲げられた目標の一
　つである「世界で最も環境負荷の少ない都市の
　実現」に基づき、都道における既設街路灯の水
　銀ランプを省エネ照明へ転換し、街路灯の消費
　電力量を抑制するとともに、ＣＯ２排出量の削

　減を図る。

○　具体的には、平成27年度までに既設街路灯の
　水銀ランプ約73,600灯を省エネ照明に転換する
　ことで、消費電力量を約４割削減し、ＣＯ２年

　間排出量を約1.6万ｔ（体積換算  東京ドーム
  約6.6杯分）削減する。

１

○　東日本大震災により、発電施設に甚大な被害が発生
　し、電力受給が逼迫した。

○　都は、23年５月に「東京都電力対策緊急プログラ
  ム」を公表し、都関連施設での節電を徹底しており、
  道路管理者として、街路灯の省エネ照明への転換を更
  にスピードアップし、事業効果を早期に発現させるこ
  とが求められている。

４

３

２

事業評価票

75
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

街路灯の省エネ照明への転換
（建設局道路管理部／一般会計）

移管・終了

○　街路灯の省エネ照明への転換事業について、更なる
  早期完了に積極的に取り組むこととし、事業完了年度
  を既定計画の平成27年度から２年間前倒し、25年度に
  完了させる。

○　これにより、消費電力の削減及びＣＯ２年間排出量

  の削減について、目標の早期達成を実現し、合わせて
  光熱水費についても削減していく。

○　平成20年度から既設街路灯の水銀ランプを省
　エネ照明（セラミックメタルハライドランプ
  等）に交換することを開始した。

○　22年度には、計画灯数9,200灯を上回る
　12,400灯を転換し、22年度末までに累計
　40,000灯の省エネ照明への転換が完了した。

○　転換の完了に伴い、ＣＯ２年間排出量を約

　8,600t削減するとともに、消費電力量の削減に
　より、24年度街路灯光熱水費の見積額につい
　て、前年度に対して約1.8億円の経費節減を図
　った。

その他

805,000

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 24年度予算額 －

○　都は従来からのＣＯ２排出量削減に向けた、街路

  灯の省エネ照明への転換の取組により、ＣＯ２排出

  量の削減と経費削減に一定の成果を上げている。

○　今後の電力需給の見通しが不透明であることも踏
　まえ、電力使用量削減の観点から、早期に効果を発
　現することが重要である。

６



平成 24 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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

21,000 28,62624年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

○　業務の円滑な遂行に寄与し、経費縮減も図れるこ
　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

港湾法

○　指揮艇とは、港湾管理者が行う業務である港
　湾施設の建設及び改良に係る港湾工事等の実施
　に当たり、適正な作業を履行させるための指揮
　・監督等を行う船舶である。

○　保有している老朽船舶の更新により、増加傾
　向にある補修費等のコスト圧縮を図るととも
　に、業務の更なる効率化を目指す。

１

○　指揮艇「はまかぜ」は、昭和49年の建造以来37年目
　と標準的な耐用年数である15年を大幅に経過し、船体
　の強度劣化や機関の不具合が生じており、根本的な対
　応が必要となっている。
　・船体部については、航行中に基礎部の腐食・劣化に
    伴う軋みが散見されている。
　・機関部についても、一時間程度航行するとオーバー
  　ヒートの前兆が頻発している。

○　以上の状態から、更なる不具合の進行によっては、
  船舶の航行に影響がでる可能性が高く、当該業務の遂
  行に支障を来たすことも懸念される。

４

３

２

事業評価票

77
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

指揮艇（はまかぜ）代替船の製造
（港湾局東京港建設事務所／一般会計）

移管・終了

○　老朽船舶を更新することにより、高額な補修経費の
　圧縮や燃費向上に伴う燃料費の低減を図るなど、より
　一層の効率的な業務運営に務めていく。

○　また、従来船での船体及び機関の新替えなどの部分
　的な対応とする場合に比べて、船舶の使用不能期間を
　大幅に縮減できる。

○　指揮艇「はまかぜ」稼動状況（22年度）
　　169日／年（稼働率 70.4％※）
　　※定期修繕などのドッグ入り期間を含む
　
○　５ｔクラスの小型船のため、運河筋などの橋
  桁が低く水深も浅いエリアを主に担当してい
  る。

○　メーカー艇をベースに必要 低限の改良を施
　すことで、製造費を圧縮させる。

その他

28,626

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 24年度予算額 21,000

○　経年劣化に伴い、船体補修などが頻発しており業
　務に支障を来たすおそれがあることから、更新は妥
　当と考える。

○　なお、標準的な耐用年数である15年間で、約1.6百
  万円の経費縮減が見込まれる。

６

（単位：百万円）

区 分 新船の建造 現船の修繕
減価償却費 1.7 - 
修 繕 費 2.7 4.9 
検 査 費 1.4 2.5 

合 計 5.8 7.4 

《新船の製造によるコストメリット（試算）》



平成 19 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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

190,793

430,880

拡大・充実

5,200 24,00024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

541,985

1,077,200

　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

○　現行の遠方監視制御システムは、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。

○　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、平成19年度か
　らシステムの再構築を進めている。

１

○　これまでは、高潮を主に想定し、無人のバックアッ
  プ施設での対応を検討してきたが、東日本大震災を踏
  まえ、新たに津波への対応を含めた体制の検討が必要
  となった。

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

４

３

２

事業評価票

80
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

東京港の水門遠方監視制御システム再構築
（港湾局港湾整備部／一般会計）

移管・終了

○　津波への対応も考慮し、現在の高潮対策センター（
  辰巳）の二拠点化を図ることとし、第２高潮対策セン
  ターを港南庁舎敷地内に整備する。

○　これにより、緊急時の相互バックアップ機能を確保
  するとともに、第２高潮対策センターにも人員を配置
　することで、災害時の水門の操作態勢の強化を図る。

○　システムの再構築を前提に、平成25年度まで
　に高潮対策センター（指令機能）と４つのサブ
　センターの統合及び委託業務範囲の拡大を進め
　ている。

○　21～23年度に３か所の排水機場で点検業務の
　委託化を行い、残りの１か所についても24年度
　に委託化する。
　
○　25年度の新システムの本格稼動までに、バッ
　クアップ設備を整備する必要があることから、
　機能性、経済性等の観点など、あらゆる観点か
　ら、バックアップのあり方を検討した。

　

その他

24,000

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 24年度予算額 5,200

○　地震の発生によるシステムの損傷及び同時に発生
　する津波を新たに想定した際に、高潮対策センター
　を二拠点化し、緊急時の相互バックアップ機能を確
　保するとともに、水門の操作体制の強化を図ること
　は必要と考える。

○　現行システムと今後の二拠点化を含むシステム再
　構築を比較すると現行システムよりもシステム再構
　築の方がコストの縮減が図られるほか、震災時の防
　災機能の強化につながることから、局案は妥当と考
　える。

６

（単位：億円）
23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 2.2
ランニングコスト 4.9 2.8 2.3

合計 7.1 4.8 4.5

19年度試算
区分

《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）》



平成 24 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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 187,50024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

○　代替船の建造により、島民生活の安定と産業の振
　興及びコストの縮減が図られることから、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

○　離島航路事業者が所有する貨客船「還住丸」
  は 八丈島～青ヶ島間で、「黒潮丸」は東京～
　八丈島～青ヶ島間で島民の移動手段及び生活物
  資等貨物の輸送手段として使用されている。

○　「還住丸」は平成３年、「黒潮丸」は昭和63
　年に建造され老朽化が著しく、減価償却資産の
　耐用年数等に関する省令で定められた耐用年数
　を経過している。

○　代替船を建造することで、島民生活の安定と
　産業の振興を図り、八丈島～青ヶ島航路を維持
　・存続していく。

１

○　両船とも老朽化が著しく、離島航路事業者が想定し
　ている使用限界を「還住丸」は平成23年度に経過し、
　「黒潮丸」は平成25年度に迎える。このまま修繕して
　使用した場合、故障時には既成の交換部品等がないた
　め修理に時間を要することとなり、島民生活への影響
　が懸念される。

○　八丈島～青ヶ島間の海域は黒潮等の影響など海象条
　件が厳しいことから、航海速力を重視した小型軽量船
　である「還住丸」は航行中の揺れが激しく、就航率も
　低い状況である。

○　本航路の離島航路事業者は経営基盤が脆弱であり、
　損益収支は常に赤字基調にあるが、老朽化した船舶２
　隻を引き続き運用していくことで、修繕が膨らむこと
  等により、赤字額が更に増大するおそれがある。

４

３

２

事業評価票

81
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

船舶建造費補助
（港湾局離島港湾部／一般会計）

移管・終了

○　都が国と船舶建造費を補助し代替船を建造すること
　で、島民生活の安定と産業の振興を図り、八丈島～青
　ヶ島航路を維持・存続していく。

○　代替船を「還住丸」より大型化し、乗客の乗り心地
　の改善と就航率を高めていく。

○　２隻を１隻に集約し、離島航路事業者の運営費の縮
　減を図り、都の航路補助負担の軽減につなげていく。

○　八丈島～青ヶ島航路における代替船建造の必
　要性、航路収支の改善の必要性については、都
　・国・地元町村・運航事業者共通の懸案となっ
　ていた。これらに対応するために２隻を統合し
　た代替船を建造する構想は以前からあったもの
　の、関係者の具体的な合意に至らなかった。

○　平成22年度、都、国、都、町村、離島航路事
  業者等からなる「東京都離島航路改善協議会」
  において、代替船建造等についての検討を行
  い、２隻を統合した代替船の建造を目指すこと
  を合意し、航路改善計画を策定した。

その他

187,500

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 24年度予算額 －

○　代替船は「還住丸」より高速・大型化するため、
　就航率が50％台から90％台に向上することが期待で
　きる。

○　２隻を１隻に集約することで離島航路事業者の運
　営費が年間で10百万円縮減され、都の航路補助の負
　担が軽減される。

６

（単位：百万円）

代替船建造 現船の修繕 差引

54               -                 54               

203             267             △64            

燃料代 65               72               △7              

修繕費 24               39               △15            

人件費 114             156             △42            

257             267             △10            

《代替船建造と現行２隻修繕のコスト比較（発生主義による試算）》

　減価償却費

　維持経費

合計

区分



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 34,36224年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

1,372

－

○　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

公職選挙法

○　選挙管理委員会は、公職選挙法により、選挙
　の結果を選挙人に対して速やかに知らせる責務
　がある。

○　都は、各報道機関への配信や特設ホームペー
　ジ等により、正確かつ迅速な投開票速報の配信
　を行っている。

１

○　平成25年度に、都議会議員選挙、参議院議員選挙及
　び衆議院議員選挙（最高裁判所裁判官国民審査）が予
　定されている。
　　現行のシステムでは、複数同時選挙の負荷に耐えら
　れず、報告数値の取り違いも想定されるため、円滑な
　投開票速報に向けて対応が必要である。

○　また、開票区（区市町村）における入力用パソコン
　は、都の負担により各自治体が独自に用意している。
  自治体ごとに端末のＯＳやセキュリティ対策に差異が
  あることから、円滑な投開票情報の集計に向けて入力
  用パソコンの標準化が必要である。

４

３

２

事業評価票

84
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

投開票速報システム
（選挙管理委員会事務局選挙課／一般会計）

移管・終了

○　平成25年度に見込まれている複数同時選挙に向け
　て、予備サーバを設置すること等により複数同時選挙
　の負荷に耐え得るシステムへと再構築する。

○　開票区における入力用パソコンの標準化を図るた
　め、従来、都の負担により各区市町村が独自に用意し
  ていたパソコンについては、都が一括リース契約を行
  い配付することで、スケールメリットによるコスト縮
  減を行うとともに、円滑な投開票情報の集計を行う。

○　システム導入前は、電話やファックスにより
　各区市町村から収集した投開票情報を集計して
　発表していた。

○　この方法では、正確性と迅速性に欠けること
  が課題となっていたことから、平成15年度より
  投開票速報システムを導入した。

○　システムを導入したことにより、情報の正確
　性・迅速性が飛躍的に向上した。

その他

34,362

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 24年度予算額 －

○　公職選挙法の規定により、選挙管理委員会におい
　て投開票情報の配信は必要不可欠な業務である。
　
○　投開票速報システムを導入したことにより、従来
　と比較して投開票速報の正確性・迅速性が向上し、
　都民への正確かつ迅速な投開票情報の配信が可能と
　なった。

○　今後、複数の同時選挙が行われても円滑に投開票
　情報を配信するためには、現行のシステムでは対応
　が困難であることから、システム再構築は妥当と考
　えられる。

６



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

24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 24年度予算額 －

○　聴覚障害特別支援学校においては、ＩＴを活用し
  た上で視覚による情報提供することの有用性が認め
  られていることから、機器の老朽化に合わせて適切
  に更新を行っていく必要がある。

○　機器更新のタイミングに合わせて都立学校ＩＣＴ
  の中に組み込んでいくことは、セキュリティ面の強
  化などシステム運用の改善に資すると考える。

○　「見える校内放送」はリアルタイムでの情報提供
  が可能となることから、本システムを活用した情報
  保障体制を強化することは有効である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　機器の更新のタイミングで、現行システムの機能を
　確保しつつ、都立学校ＩＣＴへ整理統合していく。

○　サーバ等を都立学校ＩＣＴセンターに統合すること
  により、センター側での管理を可能とし、担当教員の
　負担を軽減する。

○　都立学校ＩＣＴへの整理統合をすることで、より確
　実なセキュリティ確保が可能となる。

○　緊急地震速報等との連携を図り、非常災害時のリア
  ルタイムでの情報提供を行うことにより、在籍児童等
  の生命身体の安全確保を強化する。

○　パソコン等を整備し授業等の日常的な教育活
　動に活用するとともに、校内随所にプラズマデ
　ィスプレイを設置し、「見える校内放送」シス
　テムを構築することで、聴覚障害者への情報保
　障体制を整備した。

○　教育活動において、ＩＴを広範囲に利用する
　ことにより、効率的な授業展開及び個に応じた
　指導が可能となり、学力の定着及び向上に繋が
　った。

○　視覚からの情報取得の必要性が高い、聴覚障
　害のある児童・生徒等に対し、「見える校内放
　送」の導入により、リアルタイムでの情報提供
　が可能となった。また、本システムを活用し、
　在籍児童等に自らの行動を考え、判断させるこ
　とも、社会的自立を促し、必要な生活習慣を確
　立する上で有効であった。

その他

92,343

千円

千円

千円

事業評価票

85
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

聴覚障害特別支援学校におけるＩＴを活用した教育の推進
（教育庁都立学校教育部／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

学校教育法、地方教育行政の組織及び
運営に関する法律

○　平成15年度から葛飾ろう学校を「ＩＴを活用
　した教育推進校」として３年間指定し、聴覚障
　害のある児童生徒に対して、ＩＴの活用による
　視覚情報を多用した教育活動の展開等、教育活
　動における有効性を検証した。

○　その結果、視覚による情報提供の有用性及び
　学習支援の補助手段としての有用性が認められ
　たことから、18年度から、ろう学校のうち高等
　部設置校３校に拡大して事業を実施した。

１

○　運用開始から６年が経過し、機器更新の時期を迎え
　ている。

○　現行システムは各校別に設置され、システムの保守
　運用は各校の教員が担っていることから、担当教員に
　とって大きな負担となっている。

○　平成20年度から都立学校ＩＣＴが運用されている
　が、本事業は統合されておらず、セキュリティ確保の
　面からも、簡素なシステム、体制づくりが急務であ
　る。

○　緊急地震速報との連携がなく、非常災害時のリアル
　タイムでの情報提供ができていないため、在籍児童等
  自らのより一層迅速かつ的確な判断に基づく安全確保
  が課題となっている。

４

３

２

92,34324年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

23,959

26,448

○　局案どおり予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



平成 24 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

24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

○　可搬ポンプは、積載する車両も消防ポンプ車
　と比較し小型で持ち運びも可能なため、車両が
　通行出来ない木造住宅密集地域等の道路狭あい
　地域や、建物倒壊等により道路が閉塞した場面
　における消火活動で重要な役割を担っている。

○　阪神・淡路大震災の際は、被災地に派遣し可
　搬ポンプによる中継活動を行い、延焼阻止に従
　事した。

24年度見積額

歳
入

23年度予算額

24年度見積額

歳
出

○　特別区消防団58団（439分団）には、平常時
  及び震災時において消火活動に用いる資機材と
  して、可搬ポンプを整備している。

○　各分団２台配置を基準とし、東京都延焼危険
　度測定結果や地域特性を加味して、現在990台
  を配置している。

○　可搬ポンプは遠距離送水や道路狭あい地域におけ
　る中継活動に適した資器材である。

○　現行機器は、１台につき１人の中継要員が必要で
  あるが、可搬ポンプに自動中継機能を付加すること
  で、中継の無人化、省力化を図り、他の火災や救助
  活動、応急救護など、消防団員の有効活用が期待で
  きることから、局案は妥当であると考える。

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 移管・終了 その他見直し・再構築

その他

○　局案どおり予算を計上する。

拡大・充実

○　可搬ポンプの更新に合わせて、可搬ポンプに自動中
　継機能を付加し、中継活動に伴う無人化、省力化を行
　うことで消防団員の有効活用を図る。 移管・終了

６

見直し・再構築

千円

事業評価票

89
消防団用可搬ポンプの更新 事 業 開 始

（東京消防庁防災部／一般会計）

千円74,086

22年度決算額 － 22年度決算額 73,379

－ 23年度予算額

94,433

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

○　震災時には、可搬ポンプによる中継活動を必要とす
　る災害が多数発生することが予想され、多くの消防団
　員が中継活動に専従することになることから、限られ
　た人員の効果的な活用という点で課題があった。

５

－ 千円

歳入 24年度予算額 －

歳出 24年度予算額 94,433

消防ポンプ車は通行不能 可搬ポンプは通行可能

救助活動

応急救護

その他の
火災

〈現状〉 〈今後〉

自動中継
機能を付加

他の消防活動に従事



平成 24 年度

平成 33 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

24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 24年度予算額 －

歳出 24年度予算額 319,065

千円－

22年度決算額 － 22年度決算額 －

319,065

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

○　一般道路の下に設置されている経年防火水槽は653
　基と数が多く、経年防火水槽を撤去し、新たに近隣地
　域に設置するには、多大な費用と時間を要するため、
　すべての経年防火水槽に対し、早急に対策を講じるこ
　とが難しい。
　
○　また、木造住宅密集地域等において、新たに防火水
　槽の設置場所を確保することは非常に困難である。

５

消防法

－ 千円

その他

○　局案どおり予算を計上する。

拡大・充実

○　一般道路の下の経年防火水槽については、既存防火
　水槽の撤去及び近隣地域への新設という従来の手法で
　はなく、費用対効果に優れ、早急な対策を行える再生
　事業（既存防火水槽に補修・補強を行い耐用年数の延
　長を図る。）を行っていく。

移管・終了

６

見直し・再構築

千円

事業評価票

90
経年防火水槽の再生 事 業 開 始

（東京消防庁防災部／一般会計）

○　経年防火水槽のうち緊急輸送道路の下に設置
　されているものについては、震災時に甚大な被
　害を及ぼすおそれがあることから、早急に埋め
  戻しを行い、用途廃止を行った。
　
○　また、用途廃止に伴い消防水利の整備充足率
　が不足した地域には、近隣地域に新たに防火水
　槽を設置し、消防水利の整備充足率を維持して
　いる。

24年度見積額

歳
入

23年度予算額

24年度見積額

歳
出

－ 23年度予算額

○　東京消防庁が所管している昭和21年以前に設
　置された防火水槽（以下「経年防火水槽」とい
　う。）は、コンクリートや鉄筋等に顕著な劣化
　は認められないものの、現行の防火水槽と比較
　して鉄筋使用量が少ないことが確認されている
　ことから道路下に設置されているものについて
　は、震災時に甚大な被害を及ぼすおそれがある
　ため、早急に対策を講じる必要がある。

○　経年防火水槽は、震災時に甚大な被害を及ぼすお
　それがあり、木造住宅密集地域の消防水利の確保と
　ともに、早急に対策を講じる必要がある。
　
○　経年防火水槽に対して、補修・補強を行い、再生
　させる方が、防火水槽の撤去・新設に比べて、経費
　の縮減や早期の事業効果発現が図られることから、
　局案は妥当であると考える。

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 移管・終了 その他見直し・再構築

（単位：千円）

区   分 再生事業 新設・撤去

工 事 費 用 108  116  

撤 去 費 用 －  481  

減 価 償 却 費 431  464  

合   計 539  1,061  

※１基１年当たり

《再生事業と新設・撤去事業のコスト比較（発生主義による試算）》



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

24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 24年度予算額 －

【移動体通信サービスの環境整備】
○　移動体通信サービスの普及に伴い、利用環境の整
　備を行ってきたが、新たな高速・大容量の無線デー
　タ通信サービスの普及に伴い、更なる利用環境の整
　備が必要である。

【事業所間ネットワークの導入】
○　主要16駅を除く85駅には未だに事業所間ネットワ
　ークが未整備である。これを整備することにより、
　文書のコピー、発送等の事務作業の効率化を図るこ
　とができる。さらに、利用者の要望等をデータベー
　ス化し、迅速な対応につなげることにより、一層の
　サービス向上を図ることができる。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

【移動体通信サービスの環境整備】
○　民間事業者に行政財産の使用許可を与え、都営地下
  鉄の駅や列車内で高速・大容量の無線通信サービス（
  ＷｉＭＡＸ）を開始し、利用者の利便性の向上を図
  る。

【事業所間ネットワークの導入】
○　地下鉄各駅のネットワークの整備手法として、光ケ
  ーブル等の有線を新規に敷設する場合、調査及び工事
  に膨大な時間とコストがかる。一方、ＷｉＭＡＸを活
  用することにより、初期費用及び運用に係る費用を大
  幅に縮減することができるため、同サービスを活用す
  ることとした。

【移動体通信サービスの環境整備】
○　民間事業者に対し行政財産の使用許可を与
　え、携帯電話、ＰＨＳ、公衆無線ＬＡＮの基地
　局の整備を進め、地下鉄駅構内の通信環境の充
　実を図ってきた。

【事業所間ネットワークの導入】
○　平成15年12月には、駅務区ネットワークを含
　む交通局内のネットワークを全庁的なネットワ
　ークであるＴＡＩＭＳに接続した。
○　ＴＡＩＭＳの活用により、文書のコピー、発
　送等の事務作業の軽減が図られたほか、都の他
　の部局との情報交換が容易になり、ｅ－人事シ
　ステム等の全庁的なシステムを各職場のパソコ
　ンで利用することが可能となった。

その他

4,153

千円

千円

千円

事業評価票

91
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

無線データ通信サービスの活用
（交通局総務部／高速電車事業会計）

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

【移動体通信サービスの環境整備】
○　携帯電話等の移動体通信サービスの普及に伴
　い、地下鉄駅構内においても、利用環境の整備
　が求められるようになった。

【事業所間ネットワークの導入】
○　交通局では、ＩＴ化の進展に伴い、事務の効
　率化等を図るため、情報ネットワークの整備を
　進めてきた。都営地下鉄の駅については、都が
　管理する101駅のうち、主要な16駅を結ぶネッ
　トワーク（駅務区ネットワーク）を整備した。

１

【移動体通信サービスの環境整備】
○　新たな高速・大容量の無線データ通信サービスの普
　及に伴い、地下鉄駅構内やトンネル内での利用環境の
　整備が求められている。

【事業所間ネットワークの導入】
○　主要16駅以外の85駅については、事業所間ネットワ
　ークが未整備であり、汎用ネットワークを活用した業
　務改善を図ることができない。
○　平成24年度に利用者の要望等をデータベース化し、
　各事業所において活用するシステムを新たに導入する
　予定としており、全駅を結ぶネットワークの整備が必
　要となっている。

４

３

２

4,15324年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

○　移動体通信サービスの環境整備については、利用
　者サービス向上の観点から、また、事業所間ネット
　ワークの導入については、事務処理効率化等の観点
　から、それぞれ事業の必要性が認められることか
　ら、局案のとおり対応する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

329,035

269,470

拡大・充実

277,063 276,06324年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

329,035

269,470

○　事業の拡大・充実の必要性は認められる。一部経
　費を精査した上で予算を計上する。

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

東京都アジア人材育成基金条例

○　「アジア人材育成基金」の創設とともに、共
　同研究及び首都大学東京の博士後期課程への留
　学生の受入れを開始した。

○　航空機用新素材の開発・利用に関する高度先
　端的な研究を行い、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
　を担う人材を育成することを目的としている。

○　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。

１

○　優秀なアジア人留学生の確実な受入れに向け、優秀
　な応募者を増やしていく必要がある。

○　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・実証に向け、実効性のある研究を実施していく必
  要がある。

４

３

２

事業評価票

92
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

航空機用の新素材開発・利用に関する共同研究
（知事本局外務部／一般会計）

移管・終了

○　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。
○　先進複合構造のデモンストレータを製作し、航空宇
　宙産業展や大学主催のフォーラム等を利用して、関係
　者や都民向けにも研究成果を広く発信していく。ま
　た、博士課程の修了に必要となる学術専門誌への論文
　発表を行っていく。
○　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
　る研究を更に進めていく。

○　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。
○　航空機用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、国際会議や国内学会で
　発表され、複合材分野で権威のある国際学術誌
  にも掲載された。平成23年度、本事業で初めて
　博士後期課程を修了する留学生は、アジアの大
　学・研究機関に就職する予定である。
○　留学生受入実績：博士後期課程　計６人
　　（20・21年度各１人、22・23年度各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、良好な評価を得ている。

その他

277,063

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 24年度予算額 276,063

○　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る。

○　研究分野の拡大や関係機関との連携を通じ、優秀
　な留学生を確保すること等により、更なる研究レベ
　ルの向上が期待できると考える。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 12,66124年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

140

330

○　一部経費精査を行った上で、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

暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律、東京都暴力団排除条例

○　平成20年に暴力団員による不当な行為の防止
　等に関する法律が改正され、国と地方自治体の
　暴力団排除活動に関する責務規定が新設され
　た。23年10月に東京都暴力団排除条例が施行さ
　れ、都の責務として都民の協力を得るとともに
　暴力団追放運動推進都民センターや暴力団排除
　団体等と連携を図りながら、暴力団排除活動に
　関する施策を総合的に推進する旨が規定され
　た。

○　全国の暴力団の５人に１人が都内で暗躍して
　いる状況にあることから、都民の安全で平穏な
　生活を確保するため、警視庁、区市町村や民間
　団体等と連携し対策を実施していく。

１

○　全国的には暴力団員等は減少しているが、経済の中
　心である東京では増加傾向にあり、最大勢力である山
　口組の東京進出がうかがえる。

○　都内自治体の暴力団排除条例の制定は平成23年10月
　現在２自治体に止まっている。東京から暴力団を排除
　するためには、都内全域で暴力団排除の気運を高め、
　排除する制度を構築する必要がある。

○　都のすべての契約から暴力団を排除する仕組みを構
  築できたことから、今後は都の施設利用や補助金等か
  ら暴力団を排除する仕組みを検討していく必要があ
  る。

４

３

２

事業評価票

93
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

暴力団排除対策
（青少年・治安対策本部総合対策部／一般会計）

移管・終了

○　都内の全区市町村において、暴力団排除の仕組みを
　構築できるよう必要な支援を積極的に行っていく。

○　都民が安心して暮らせる社会を構築するため、警視
　庁、区市町村、暴力団追放運動推進都民センター等と
　協力して暴力団排除の気運を高めるための啓発を積極
　的に行う。

○　都の施設や補助金等から暴力団を排除する仕組みの
　検討を進める。

○　平成20年に暴力団員による不当な行為の防止
　等に関する法律改正に対応するため、行政対象
　暴力対策連絡会議を設置し、対応研修の充実を
　図った。

○　22年10月、都のすべての契約から暴力団を排
　除する制度を構築するとともに、同年11月に区
　市町村の治安対策担当及び暴力団排除担当課長
　連絡会議を開催し、情報の共有化と暴力団排除
　体制の構築の取組を説明した。

○　23年２月「暴力団排除のつどいin都庁」を警
　視庁・暴力団追放運動推進都民センターと連携
　して開催し、広く都民へ暴力団排除の必要性を
　アピールした。

その他

14,808

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 24年度予算額 －

○　東京都暴力団排除条例の施行に伴い、警視庁等と
　連携を図りながら、実効性ある暴力団排除の仕組み
　を構築していくことが重要である。

○　また、取組状況に差のある区市町村に対する情報
　提供・助言等の支援を行う必要がある。

６



平成 24 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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 299,00024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

○　都庁舎への地域冷暖房センターからの受電に要す
　る経費は局案どおり計上する。

○　電力供給の多元化により、電力供給の信頼性が向
　上することから、非常用発電設備の経年劣化への対
  応はオーバーホールによることとし、現状の設備を
  引き続き活用する。

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

○　都庁舎は、災害時における重要な防災拠点の
　一つである。首都直下型地震などの大規模災害
　発生時において、都の定めるＢＣＰ（事業継続
　計画）を円滑に実施するためには、都庁舎の防
　災拠点としての機能強化が必要である。

１

○　非常用発電設備による電力供給には、発電能力や延
　べ運転可能時間に制約があること、災害時における燃
　料確保の困難さなどの課題がある。

○　東日本大震災の経験から、大規模災害の発災時だけ
　ではなく、発災後においても東京電力からの電力供給
  が不足し、都庁舎も停電する可能性があることが明ら
  かとなった。

○　こうしたことから、電力供給の信頼性を向上させる
　ため、東京電力以外から供給される電力を確保する体
　制を整備することが必要である。

４

３

２

事業評価票

94
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

都庁舎への地域冷暖房センターからの電力供給
（財務局建築保全部／一般会計）

移管・終了

○　東京電力からの電力供給以外に、新宿地域冷暖房セ
　ンター（東京ガス）から、並行して第二本庁舎へ
　3,000kWの電力供給を受けることとし、受電設備を改
　修する。

○　地域で発生させた電力の導入により、電力の多元化
　を進め、大規模災害発生時などにおける電力供給の信
　頼性向上を図り、都庁舎の防災拠点としての機能を強
　化する。

○　大規模災害発生時などに東京電力からの電力
　供給が停止した場合に備え、自家発電による庁
　舎機能の維持が可能となるよう、本庁舎に非常
　用発電設備を導入している。

○　現行の非常用発電設備は、平成３年の開庁時
　に導入したものであり、耐用年数の到来や技術
　革新による設備の陳腐化、ＯＡ機器の増加など
　業務形態の変化に伴う必要電力の増加などに対
　応するため、21年度から順次、改修を行ってい
　る。

その他

299,000

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 24年度予算額 －

○　都庁舎は、都の重要な防災拠点であり、災害発生
　時においても業務機能を停止させることなく継続的
  に対応できる環境の整備が不可欠である。

○　停電が長時間に及ぶリスクに対し、電力の多元化
　を図る局案は妥当と考える。

○　同時に、非常用発電設備は導入から20年が経過し
　ていることから、計画的に経年劣化への対応を行う
　必要がある。

６



平成 24 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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 62,34124年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

○　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

○　東日本大震災により、庁舎のガラス・内装等
　が多大な損害を受けた。

○　そのため、必要な箇所については修繕を実施
　し緊急対応を行った。

１

○　都税事務所は、来所する都民が多く、また、保健所
　等を併設する庁舎では、高齢者や子供の来所も多い。
　
○　首都直下型地震などの大地震発生の危険性が高まっ
　ていることから、適切な措置により、庁舎外壁のはく
　落による第三者への事故を未然に防ぐことが必要であ
　る。

４

３

２

事業評価票

96
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

都税事務所におけるはく落防止庇取付工事
（主税局総務部／一般会計）

移管・終了

○　庁舎外壁にはく落防止の庇を設置することで、震災
  時のはく落による第三者への事故を未然に防止する。

○　なお、設置する都税事務所については、今後の改築
  予定等を考慮し、効率的に実施する。

○　経年劣化による機能回復等のため、外壁改修
  工事を必要に応じて実施してきた。

○　これまでは、はく落による第三者への事故は
　発生していない。

その他

62,341

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 24年度予算額 －

○　来所者の安全を確保するため、外壁のはく落等の
　危険性が高い箇所については、早期に修繕等の対策
　を講ずる必要がある。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 14,37524年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

○　事業の拡大・充実の必要性は認められる。経費を
　精査した上で予算を計上する。

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

○　東日本大震災では、被災地でのボランティア
　の受入れや派遣等の調整を行う災害ボランティ
　アコーディネーターが不足し、県外等から押し
　寄せるボランティアを円滑に受け入れられず、
　ボランティア活動支援の初動が停滞した。

○　また、復旧の長期化に伴い、災害ボランティ
　アコーディネーターの不足や支援ニーズの変化
　への対応が課題となった。

○　こうした状況から、災害ボランティアコー
　ディネーターの質・量の拡充、災害時における
　ボランティア活動支援体制の構築が求められて
　いる。

１

○　これまで東京ボランティア・市民活動センターと連
　携し、社会福祉協議会の職員を中心に災害ボランティ
　アコーディネーターの育成に取り組んできたが、東京
　で大規模な災害が発生した場合を想定すると、質・量
  ともまだ十分とは言えない。

４

３

２

事業評価票

97
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

災害時におけるボランティア活動支援の強化
（生活文化局都民生活部／一般会計）

移管・終了

○　東京ボランティア・市民活動センターと連携し、東
　日本大震災の被災地でコーディネーターを務めた人材
　をコアとして、ボランティア経験者を対象に研修を行
　うなど、コーディネーターの育成・確保に努めてい
　く。
○　また、総合防災訓練の実施に合わせて、大規模災害
　を想定したボランティア活動支援に係る訓練を実施
　し、コーディネーターとしての実践的な能力を高めて
　いく。
○　さらに、東日本大震災の被災地におけるボランティ
　ア活動の実態に関する調査結果を踏まえ、災害時にお
　けるボランティア活動支援体制の構築について検討し
　ていく。

○　災害ボランティアコーディネーターの中核と
　なる人材を育成するため、東日本大震災におけ
　る被災地の災害ボランティアセンターへ、ボラ
　ンティアコーディネート業務要員の派遣を行っ
　た。

○　また、災害ボランティア活動を総括するとと
　もに、ボランティアの受入体制等の問題点を明
　らかにするため、被災地における災害ボランテ
　ィア活動状況の調査・分析を行った。

その他

19,978

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 24年度予算額 －

○　被災者に対する効果的な救援活動を支援するため
　には、ボランティアコーディネーターの育成・確保
　を図る必要性は高い。

○　一方で、経費については更なる縮減の余地がある
　と考える。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 11,80024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

7,497

8,763

○　事業の拡大・充実の必要性は認められる。経費を
　精査した上で予算を計上する。

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

○　東京都スポーツ振興基本計画（平成20年７月
　策定）に基づき、都民のスポーツ実施率が低い
　現状を踏まえ、都民が気軽に参加できる場・機
　会の提供づくりに取り組んでいる。

○　「スポーツ実施率６割以上」の目標達成を目
　指し、21年４月に開設した東京都スポーツ情報
　ポータルサイトを活用し、イベント・施設案内
  等の多様な都のスポーツ情報を、効果的に発信
  している。

１

○　現在のホームページは、パソコンでの閲覧には対応
　しているが、モバイル端末からのアクセスには対応し
  ていないため、ホームページの機能を充実させる必要
  がある。

○　また、イベント参加の申込方法が郵送のみであるた
　め、申込受付から抽選結果の通知までの業務が煩雑と
　なっており、業務の効率化が求められている。

４

３

２

事業評価票

98
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

スポーツＴＯＫＹＯインフォメーション
（スポーツ振興局スポーツ事業部／一般会計）

移管・終了

○　多様な媒体からスポーツ情報を入手できるよう、モ
　バイル版サイトを新たに開設し、都民の利便性向上を
　図る。

○　また、イベント参加者の募集にかかる業務を効率化
　するため、インターネット上で、申込・抽選結果の通
　知が可能となるよう、システム化を図る。

○　平成21年４月に東京都スポーツ情報ポータル
　サイト「スポーツＴＯＫＹＯインフォメーショ
　ン」を開設し、積極的に都のスポーツ情報を提
　供している。

○　スポーツイベントやスポーツ施設に関する情
　報に加え、ＴＯＫＹＯスポーツ殿堂等の表彰事
　業やジュニアアスリート発掘・育成事業等、都
　のスポーツ情報を集約し効果的に発信すること
　により、都民に対して多様な情報提供が可能と
　なった。

　※参考
　　平成21年度ページ閲覧件数　約195,000件
　　平成22年度ページ閲覧件数　約250,000件

その他

12,800

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 24年度予算額 －

○　平成25年度開催予定のスポーツ祭東京2013を前
  に、様々なスポーツイベントを実施し、スポーツ都
  市東京の気運醸成を図る必要がある。

○　多くの都民へスポーツ情報を周知し、スポーツへ
　の興味・関心を喚起するため、モバイル端末への対
　応を行う等、ホームページ機能を充実させることは
　妥当と考える。

６



平成 19 年度

平成 28 年度

【局評価】 【財務局評価】

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

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 78,19724年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

28,201

95,102

○　公共雨水浸透ますへの接続管工事に対する補助適
　用は、これまで取組が困難であった住宅について
　も、雨水流出抑制対策を促進する効果が期待できる
　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

○　平成17年９月の豪雨による浸水被害を受け、
　都は、19年８月に「東京都豪雨対策基本方針」
　を策定し、河川整備、下水道整備と合わせ、流
　域対策として雨水流出抑制のための浸透施設や
　貯留施設の設置を進めることとした。
○　浸水被害、降雨状況、流域特性等に基づき、
　豪雨対策を重点的に促進する７つの対策促進流
　域を選定し、19年度から10年間の目標として、
　その対策促進流域において時間５mm降雨相当の
　流出抑制を実現することとしている。
○　具体策として、公共施設への対策施設の設置
　のほか、個人住宅の浸透ます設置促進のため、
　対策促進流域を対象に区市が実施している助成
　事業に対して都が補助事業を行っている。

１

○　10年間の目標量である時間５mm降雨相当分の流出抑
  制を実現するためには、事業の更なる拡充が必要であ
  るが、個人からの申し出が基本となっていることか
  ら、事業の周知方法を充実するなど、申し出件数を増
  加させる方策が必要である。

○　都市部においては狭あいな宅地が多く、宅地内へ雨
  水浸透施設を設置するのが困難である。その場合、下
  水道局が道路内に設置している公共雨水浸透ますへの
  接続が必要となるが、宅地内の接続管工事費が個人負
  担となっていることから、大幅な拡大が望めない状況
  である。

４

３

２

事業評価票

101
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

豪雨災害に対する取組
（都市整備局都市基盤部／一般会計）

移管・終了

○　今後は、区市と連携して雨水浸透施設の設置促進の
　必要性を住民に理解していただけるよう、広報活動を
  より一層拡充していく。

○　また、公共雨水浸透ますの宅地内接続管工事を雨水
　流出抑制補助の対象に加えることにより、一層の雨水
　流出の抑制を図っていく。

○　雨水流出抑制補助事業は個人住宅への浸透施
　設の設置を区市が助成する事業に対し、都が助
　成事業費の一部を補助するものである。
○　補助事業は平成19年度より開始しており、補
　助対象流域の拡大、補助対象工事の見直し等に
　より実績は増加しており、22年度は神田川など
　の７流域にかかる区市のうち６区10市に対して
　補助を実施した。
○　補助事業の広報として、区市の広報紙やホー
　ムページへの事業ＰＲの掲載、水道工事の組合
　への説明などを行ってきた。また都と区市で構
　成する総合治水対策協議会でＰＲポスターを作
　製し、関係自治体へ配布して事業の拡大に努め
　てきた。
　
  ・補助実績：21年度  425件
              22年度  508件

その他

78,197

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 24年度予算額 －

○　本事業により、浸透ますの設置件数は増加してき
　ているものの、近年も豪雨等による浸水被害が生じ
　ており、10年間の目標としている流出抑制を達成す
　るためには、区市と連携して宅地内の雨水浸透施設
  の設置を一層促進していく必要がある。

○　目標達成に向けて、都市部の住宅状況を踏まえた
　上で、事業内容の見直しが必要である。

６



平成 23 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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 15,00024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

○　木密地域の解消に向けた取組を促進するため、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

○　木造住宅密集地域（以下「木密地域」とい
　う。）では、老朽化した木造建築物が多く存在
　し、災害時には、建物倒壊や延焼の危険性が高
　い。しかし、狭あい道路や行き止まり道路が多
  く接道条件が満たせないことや、住民の高齢化
  や複雑な権利関係、狭小敷地等の理由により、
  住宅の建替えが進みにくい状況にある。

○　木密地域の改善を加速させるためには、まず
　そこに住む住民が我が身に迫る危険性を自らの
　問題として認識する必要がある。そこで、防災
　の専門家による講演会や阪神・淡路大震災の被
  災体験者らを招いた地域密着型の意見交換会を
  行い、住民の意識啓発に取り組んでいく。

１

○　地域密着型の意見交換会を効果あるものとするため
  には、木密地域の現状、地元の防災まちづくりの気
  運、地元区の取組意欲等を総合的に勘案し開催地域を
  選定するとともに、地元区や地元のリーダーと連携し
  ながら、各地域の実情に合わせたものとなるよう企画
  していくことが重要である。

○　地元住民の防災意識の向上を図るためには、地域密
　着型の意見交換会と併行して、個人レベルでの様々な
  問題への対応（ケア）も同時に行っていく必要があ
  る。

４

３

２

事業評価票

102
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

木造住宅密集地域の整備促進等に向けた都民への意識啓発業務
（都市整備局市街地整備部／一般会計）

移管・終了

○　平成23年度の成果を踏まえ、今後も地元区等と連携
　しながら本業務を実施していくが、24年度からはより
　地域の実情を考慮し、新たに実施地区を題材とした木
　密地域の危険性を訴える資料を作成し、各地区での意
　識啓発業務に活かしていく。

○　24年度からは、地域密着型の意見交換会の更なる内
  容の充実を図るため、土地や建物に関して問題を抱え
  ている住民が住宅建替等について相談できるよう、新
  たに個別相談会を開催していく。（法律相談、建替相
  談、資金相談など）

○　平成23年11月に「木造住宅密集地域不燃化促
　進講演会」を開催した。講演会では、阪神・淡
　路大震災の記録映像放映、防災の専門家や、被
　災体験者による講演、都からの報告を行った。
　参加者からは「自分のまちに帰って伝えたい」
　との声や、「今後は木密地域解消に関する事例
　紹介や具体的な解決策などについての講演会を
　開いて欲しい」という意見があり、意識啓発の
　第一歩として一定の成果を上げた。

○　24年１月以降、特に危険な木密地域を抱える
  区において、地元区や地元のリーダーと連携し
　て、住民との地域密着型の意見交換会を順次実
  施し、防災意識の向上を図っていく。

その他

15,000

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 24年度予算額 －

○　木密地域における建築物の不燃化等を進めていく
　ため、地元区等と連携して地域内に居住する都民に
　対して意識啓発を行い、事業促進に向けた防災まち
  づくりの気運を高めていく必要がある。

○　また、東日本大震災の発生により、防災に対する
　都民の意識も高まってきていることから、この機を
　捉えて講演会等の回数を増やすなど意識啓発を強化
　することは効果的であると考える。

６



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

ｄ
24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 12,620,04124年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

67,923

1,917,092

○　平成27年度までの目標達成に向け、着実に取り組
　む必要があることから、局案どおり予算を計上し、
　耐震化を推進する。

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

耐震改修促進法、東京における緊急輸送
道路沿道建築物の耐震化を推進する条例

○　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、耐震改修促進計画の策定が義務
　付けられた。都は、18年度から27年度までを計
　画期間とする「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「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、さらに、23年４月施行の「東京における緊
　急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条
  例」の中で、特に重要な緊急輸送道路の沿道建
  築物に耐震診断を義務付け、重点的に耐震化を
  促進している。

１

○　首都直下型地震の発生が切迫する中、平成23年度の
　普及啓発の結果や、24年度からの耐震診断義務化によ
　り、所有者の耐震化への取組意識が高まり、助成申請
　が大きく増えることが見込まれる。

○　24年４月からの耐震診断義務化に向け、すべての区
　市町での助成制度の構築が求められており、未対応の
　区市町に対し早期の制度構築を促す必要がある。

○　所有者の耐震化に対する意識をより高めるため、更
　なる普及啓発や耐震化に取り組みやすい環境整備が必
　要である。

４

３

２

事業評価票

105
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業
（都市整備局市街地建築部／一般会計）

移管・終了

○　平成24年度から特定緊急輸送道路の耐震診断義務化
　により、耐震診断・設計・改修ともに助成金の申請の
　件数増が見込まれることから、助成規模を拡充する。

○　区市町に積極的に働きかけ、助成制度の構築を強く
　促す。

○　加えて、耐震マーク表示制度の範囲拡大や専門家派
　遣制度の規模拡充といった普及啓発の充実等により、
　緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率を27年度までに
　100％にすることを目指す。

○　条例による耐震診断の義務化に合わせ、耐震
　診断費用の所有者負担を原則なしとする助成制
　度の拡充など支援策を充実させるとともに、区
　市町に対して、助成制度の立ち上げを働きかけ
　た結果、制度化が進んでいる。（50区市町のう
　ち42区市で制度化、その他も早期に準備予定）
○　沿道建築物の耐震化に関する専用相談窓口を
  設置するとともに、アドバイザー派遣による技
  術的支援も開始し、所有者が耐震化に取り組み
  やすい環境を整備した。（平成23年11月末時
  点：相談件数1,790件、アドバイザー派遣依頼
  263件）
○　所有者の主体的な取組を早期に促すため、区
　市町と連携し、戸別訪問等により、所有者に条
　例や助成制度等支援策をきめ細かく丁寧に説明
　した。（対象5,000棟）
○　これら普及啓発の結果、建物所有者からの早
　期の耐震診断に向けた事前相談や助成金の申請
  に繋げることができた。

その他

12,620,041

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 24年度予算額 －

○　緊急輸送道路沿道建築物の耐震化は、災害時の道
　路閉塞等による被害拡大を防ぐとともに、都民の安
　全を確保するために喫緊に取り組むべき課題であ
　る。

○　平成24年度からの耐震診断義務化に伴い、27年度
　までに沿道建築物の耐震化率100％を達成するため、
　引き続き重点的に実施していく必要がある。

○　同時に、耐震化の更なる進展には、事業主体であ
  る区市町の取組の拡大が不可欠であるため、これま
  で以上に事業実施への働きかけを強化する必要があ
  る。

６



平成 11 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

24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 24年度予算額 14,400

○　これまでの取組により、高齢者向けケア付き賃貸
　住宅の供給が進んできている。

○　引き続き高齢者が安心して入居できる住宅を供給
　していくことが求められており、法改正に対応した
　制度の再構築を行うとともに、より質の高いサービ
　スを備えた住宅の供給に向けた取組も必要となって
　いる。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　改正法施行により、サービス付き高齢者向け住宅へ
　の補助を行い、また、高優賃は地域優良賃貸住宅制度
　に基づく要綱事業として引き続き実施する。

○　補助を実施する区市町村の拡大を図るため、区市町
　村との連絡会等を通じて施策実施に関する様々な情報
　や意見の交換を行う等、積極的に区市町村へ働きかけ
　を行う。

○　特別養護老人ホームの待機者のうち、中軽度要介護
　高齢者向けの住まいの供給を促すため、医療・介護サ
　ービスを連携して提供するサービス付き高齢者向け住
　宅については、都独自で整備費補助を加算する。

○　高齢者向けケア付き賃貸住宅（東京モデル
　１）を供給促進するため、区市町村と連携し、
　「東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事
　業」及び平成22年度から「東京都サービス付適
　合高齢者専用賃貸住宅供給助成事業」により建
　設費等の補助を実施した。

○　23年度から「東京都サービス付適合高齢者専
　用賃貸住宅供給助成事業」を「東京都サービス
　付き高齢者専用賃貸住宅供給助成事業」に改定
　し、引き続き建設費等の補助を実施した。

○　高齢者向けケア付き賃貸住宅（東京モデル
　１）の21～22年度の目標戸数（825戸）を供給
　助成事業などにより達成（882戸）した。

その他

544,409

千円

千円

千円

事業評価票

108
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

サービス付き高齢者向け住宅供給助成
（都市整備局住宅政策推進部／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

高齢者の居住の安定確保に関する法律等

○　平成11年度に、高齢者の居住の安定を図るた
　め、高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業を開
　始した。
○　21年度「少子高齢時代にふさわしい新たな「
　すまい」実現ＰＴ」の報告、22年度策定の「高
　齢者の居住の安定確保プラン」に基づき高齢者
　が安心して入居できる住宅を供給することを目
　的としている。
○　バリアフリー化など住宅の質の確保はもとよ
　り、緊急時対応や安否確認など質の高い生活支
　援サービスを提供し、高齢者が適切な負担で入
　居可能な高齢者向けケア付き賃貸住宅（東京モ
　デル１）を21～26年度で約6,000戸供給するこ
　とを目指している。

１

○　平成23年10月、高齢者の居住の安定確保に関する法
　律改正の施行に伴い、高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢
　者専用賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅（以下「高
　優賃」という。）が廃止され、サービス付き高齢者向
　け住宅制度が新たに創設された。
○　高齢者向けケア付き賃貸住宅については、22年度ま
　での目標戸数を達成したが、今後、更に供給促進する
　ためには、補助を実施する区市町村の拡大を図る必要
　がある。
○　今後、高齢化が急速に進行する中、高齢者が要介護
　状態や医療を要する状態になっても安心して暮らせる
　よう、医療・介護を連携させたサービス付き高齢者向
　け住宅を提供していく必要があるが、今までの供給助
　成事業では、医療・介護等のサービスが提供された住
　宅の供給が進まなかった。

４

３

２

544,40924年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

104,540

509,042

○　局案は、法改正に対応して補助制度の再構築を図
　るとともに、今後ニーズの高まる医療・介護サービ
　スとの連携がなされる住宅については、都独自の整
　備費補助の加算を導入するなど、高齢者が安心して
　入居できる住宅の供給促進に資するものとして認め
　られるため、局案どおり予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

16,456

14,400

拡大・充実

14,400



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

172,273

127,905

拡大・充実

135,473 －24年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

○　局案どおり実施を認め、歳入予算を計上する。

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

地方自治法等

○　平成19年３月地方自治法が改正され、行政財
　産の貸付範囲の拡大が図られた。

○　都は、19年度に東京都公有財産規則の改正な
　ど、関連規程の整備を行うとともに、「今後の
　財産利活用の指針」を策定し、更なる財産利活
　用を図ることとした。

○　上記改正等を踏まえ、都営住宅用地の有効活
　用に向けて一時貸付けを行っている。

１

○　平成20年度の事業開始より着実に実績を上げてきて
　おり、事業対象用地の利用見込みや適性等に十分留意
　して、一時貸付けを行うなど、用地の有効活用を今後
　とも着実に推進していく必要がある。

４

３

２

事業評価票

111
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

都営住宅用地の一時貸付事業
（都市整備局都営住宅経営部／都営住宅等事業会計）

移管・終了

○　今後の当該地の利用見込みとの整合を図った上で、
　貸付けが可能な面積、前面道路の幅員、周辺状況等を
　勘案し、当該事業で活用する対象地を選定する。

○　今後も都営住宅用地の一時貸付けの取組を着実に進
　め、財産利活用を推進する。

○　「今後の財産利活用の指針」に基づき、都営
　住宅用地の利活用に向け、未利用地等の状況把
　握を行うとともに、都営住宅建替の事業計画と
　の整合性等を勘案の上、一時貸付対象地を選定
　し、一般競争入札による契約を実施してきてい
　る。
　
○　平成20年度より、一時貸付けを毎年実施、契
　約実績は以下のとおりとなっている。
　
　　20年度　　5件　決算額　145,514千円
　　21年度　　6件　決算額　145,714千円
　　22年度　 10件　決算額　172,273千円

その他

－

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 24年度予算額 135,473

○　本来的には用地の余剰が生じないように事業展開
　を図っていく必要があるが、一時的に遊休状態とな
　った土地については、歳入確保に向けた取組とし
　て、引き続き一時貸付け等による有効活用を検討し
  ていく必要がある。

６



平成 24 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

24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105,740

歳入 24年度予算額 －

歳出 24年度予算額

その他

○　局案どおり予算を計上する。

千円

23年度予算額

移管・終了

歳
入

22年度決算額 －
歳
出

24年度見積額 － 24年度見積額

６

拡大・充実 見直し・再構築

105,740 千円

移管・終了 その他○　東京都環境科学研究所の調査により排出ガス
　低減性能の「無効化機能」を有する自動車を発
　見した。

○　都はその結果を公表し、国に対策を要請する
　とともに、環境確保条例35条による低公害・低
　燃費車の規定類を整備し、「無効化機能」が付
　加された自動車を「特定低公害・低燃費車」か
　ら除外するよう規定していく。

○　また、「無効化機能」に関する都の働きかけ
　により、環境省・国土交通省は「無効化機能」
　対策に関する検討会を設置し、また日本自動車
　工業会は都に対して「無効化機能」を禁止する
　自主的な設計ガイドラインを策定した。

○　条例にて導入義務を課している低公害・低燃費車が
　「無効化機能」を有していると、条例の意義が失われ
　てしまうことから、条例の効果を担保しつつ、自動車
　メーカーに対する「無効化機能」の付加についての抑
　止力をより高めていくため、低公害・低燃費車のサー
　ベイランス調査を実施する。
○　都は、調査結果をもとに｢無効化機能｣の疑いがある
　場合、国へ報告や改善を求めるとともに、メーカーに
　対する指導等を引き続き行っていく。また、｢無効化
　機能｣が付加された自動車については、特定低公害・
　低燃費車から除外手続きを継続して実施する。
○　サーベイランス調査については、現行の人員及び予
　算の範囲内で24年度から実施する。

－ 23年度予算額 106,354 千円

22年度決算額 105,198

○　東京都環境科学研究所では、環境局からの委
　託により、市販され一般公道上を既に走ってい
　る自動車の排出ガスの実態を把握するための調
　査を実施している。

○　この調査結果を受け、都は最新規制適合車の
　使用過程車の排出ガスの状況を把握し、大気に
　著しく悪影響を及ぼすおそれのある車種につい
　ては、必要に応じ、国や自動車メーカーに改善
　を行うよう要請している。

○　「無効化機能」は、排出ガス規制逃れを目的とした
　もののため、完全に抑止するためには、市場で販売さ
　れ、一般公道上を走っている自動車について詳細に調
　査する必要がある。
○　都は、特定低公害・低燃費車を認定しているととも
　に、環境確保条例35条において都内で200台以上の自
　動車を使用する事業者に対し一定規模以上の特定低公
　害車・低燃費車の導入を定めていることから、公平性
　を担保していくためにも、サーベイランス調査（追跡
　調査）を行う必要がある。

○　都は特定低公害車・低燃費車を認定するととも
　に、一定規模以上の事業者に対し一定割合の導入
　を条例で定めていることから、規制逃れを防ぎ、制
　度の公平性を担保していく責務もある。

○　当該サーベイランス調査は、国や自動車メーカー
　に対し排出ガス対策等を働きかけるための有効なデ
　ータとなる。

○　また、同調査は規制逃れの自動車を発見するだけ
　でなく、調査を行っていること自体が自動車メーカ
　ーへの「無効化機能」の付加についての抑止につな
　がることから、制度の公平性を担保する責務を果た
　すためにも有効な調査であると考える。

大気汚染防止法、都民の健康と安全を確
保する環境に関する条例等

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

113
低公害・低燃費車のサーベイランス調査 事 業 開 始

（環境局自動車公害対策部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

※　特定低公害車・低燃費車
　排出ガスを発生しない、または排出ガス発生量が相当程度
少なく、かつ、燃費性能が相当程度高いと認められる自動車
として、東京都が定めた自動車のこと



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

24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 24年度予算額 －

○　規制開始から７年が経過し、猶予期間を経過した
  規制対象車両が増加している。

○　移動カメラ及び固定カメラによる車両撮影は、条
　例に規定するディーゼル車規制を担保するために欠
　かせない監視・取締手段である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　高速道路及び一般道の交通流・交通量の現状を踏ま
　え、平成23年度の固定カメラの増設・移設を着実に行
　い、違反車両の監視・指導を実施していくとともに、
　24年度には移動カメラでの撮影箇所を年150か所に増
　やし、公平・確実な取締を行い、規制を徹底してい
　く。

○　また、市場やトラックターミナル等、都外からの流
　入車両が多く集結する物流拠点において、自動車Ｇメ
　ンによる取締を強化する。

【違反車両取締】
　⇒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（約37万台/日：撮
    影）
　・移動式カメラでの取締（110か所/年：撮影）
　⇒自動車公害監察員による取締
　・自動車Ｇメンによる路上・物流拠点等での取
　　締

【行政処分】　(平成23年10月17日現在)
　・運行禁止命令　処分者数　342者
　　　　　　　　　処分台数　468台
　　車両買換えやＰＭ減少装置装着が進んだこと
　で、ＳＰＭの環境基準を全測定局で達成してい
  る。

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

その他

129,357

千円

千円

千円

事業評価票

114
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

ディーゼル車規制に係る取締等の推進
（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

都民の健康と安全を確保する環境に関す
る条例、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法

○　都内の大気環境の改善を急務の課題として、
　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
　に増加した。
○　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。
○　さらに、高速道路の新規開設や社会状況の変化によ
　る流入車両の増加等に対応するため、23年度に固定カ
　メラの増設・移設を実施した。

４

３

２

129,35724年度予算額

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

95,926

133,902

○　経費精査を行い、固定カメラの移設や移動カメラ
　の撮影を充実させるなど効率的な見直しを行ってい
　ることから、局案どおり予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



平成 24 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

24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 24年度予算額 －

○　現在も父島から母島へ向かう「ははじま丸」乗り
　場において靴底洗浄を行っており、外来種の拡散防
　止に寄与している。

○　今後も小笠原の生態系を守っていくため、小笠原
　諸島父島二見港と本島の玄関口である東京港竹芝に
  おいて靴底洗浄により外来種の進入防止を行うこと
  は有効である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　小笠原諸島への移動は、東京港竹芝から出港し、父
　島の二見港に入港する「おがさわら丸」の船便とな
　る。

○　そこで、玄関口となる竹芝港と父島の二見港で、新
　たな外来種の侵入防止を目的として来訪者の靴底洗浄
　等の取組を実施する。

○　都は、これまでノヤギやノネコに対する取組
　の成果として、絶滅危惧植物のウラジロコムラ
　サキなどの個体数の増加や、アカガシラカラス
　バトの目撃数の増加など、植生や鳥類等の保全
　に一定の効果を上げている。

○　また、島内間の外来種対策については、母島
　上陸時に、東京都自然保護員が靴底洗浄を指
  導、徹底することにより、新たな外来生物の侵
  入防止に努めてきた。

○　その結果、小笠原の固有種であるカタツムリ
　類を捕食するプラナリア（ニューギニアヤリガ
　タリクウズムシ）の父島から母島への侵入は確
　認されておらず、世界遺産としての価値の１つ
　でもあるカタツムリ類が保全されている。

その他

10,925

千円

千円

千円

事業評価票

115
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

外来種進入防止対策
（環境局自然環境部／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

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関
する条約

○　小笠原諸島は、独自の進化を遂げた固有種が
　多く生息し、世界に小笠原しか存在しない特異
　な生態系の価値が評価されて、世界自然遺産に
　登録された。
○　この生態系を保全していくため、世界遺産委
　員会からは外来種対策を継続して実施していく
　ことを登録決定時に要請されている。
○　これまでの植生保全を目的としたノヤギの排
　除、鳥類の生息に影響を与えているノネコの島
　外搬送等の外来種対策、アカガシラカラスバト
　などの希少種保全の取組に加えて、新たな外来
　種の侵入防止対策を推進することにより、世界
　遺産としての価値である独自の生態系をより一
　層保全していく。

１

○　外来種の侵入は、競争力の弱い小笠原の固有種にと
　って脅威であり、小笠原独自の生態系維持に大きな影
　響を及ぼすおそれがあることから、外来種対策を着実
　に実施する必要がある。

○　現在行っている父島から母島への侵入拡散防止対策
　に加え、今後は、本土からの新たな外来種の侵入を防
　ぐため、より一層の対策強化が求められている。

４

３

２

10,92524年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

○　小笠原の生態系を維持していくため、局案どおり
　予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



平成 24 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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

11,608 23,21624年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

○　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

○　若年性認知症の人への支援は、医療、介護、
　福祉のみならず就労支援など多岐にわたること
　から、相談対応窓口が複数にまたがり、一貫し
　た対応が困難である。しかし、若年性認知症の
　人は、65歳以上で何らかの認知症の症状を有す
　る要介護（支援）認定者と比較し、発症例が少
　数であるため、就労支援など、高齢者とは異な
　る特有の課題に対応するためのノウハウが蓄積
　されにくい。

○　若年性認知症の本人や家族が地域で安心して
　暮らせることを目的として、平成21年度から23
　年度まで「若年性認知症支援モデル事業」を実
　施した。

１

○　各種申請には家族が手続きするものが多いが、制度
　や申請機関が多岐にわたり煩雑なため、時間を要する
　事例もあり、総合的な支援が必要である。

○　医療機関、ケアマネジャー、介護保険事業所、各行
　政窓口等との連絡調整が重要であるが、各関係機関と
　の情報共有、円滑な支援の連携を図る手法が確立され
　ていない。

○　発症例が少ないため、各関係機関にノウハウが蓄積
　されていない。

○　現役世代の発症であるため、家族の抱える不安が多
　く、家族への支援が必要である。

４

３

２

事業評価票

118
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

東京都若年性認知症総合支援センター設置事業
（福祉保健局高齢社会対策部／一般会計）

移管・終了

○　モデル事業の成果を踏まえ、平成24年度から「東京
　都若年性認知症総合支援センター」を設置する。（都
　内１か所）
【事業内容】
○　若年性認知症の本人及び家族からの相談を一元的に
　受け付け、早期に適切な支援に結びつける。
○　若年性認知症の本人及び家族の抱える課題が多岐に
　わたるため、必要に応じたコーディネート支援を行
  う。
○　関係機関との連携を円滑に実施し、適切に若年特有
　の支援ができるよう、地域の関係機関を支援する。
○　関係機関からの相談についても受け付け、若年性認
　知症支援の普及・啓発を図る。

○　「若年性認知症支援モデル事業」にて、若年
　性認知症本人や家族等に対する相談のワンスト
　ップ窓口を設置し、若年性認知症の人とその家
　族に対する総合相談の手法を検証した。

（モデル事業の成果）
　・23人の当事者及びその家族へのアセスメント
　  により、コーディネートに欠かせない主訴や
    うつ状態等を適切に把握している。

　・当事者に対しコーディネート支援を実施し、
　  当事者は地域の介護保険サービス等の地域資
    源を適切に利用している。

　・地域の資源利用へ速やかに移行するため、「
　  連携シート」を開発し、支援プロセスを確立
    した。

その他

23,216

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 24年度予算額 11,608

○　若年性認知症の人は働き盛りの時期と重なるた
　め、医療・介護・福祉のみならず、就労支援や介護
　を担う家族への支援など多岐にわたる支援が必要で
　ある。

○　モデル事業では多岐に渡るサービスのワンストッ
　プ窓口機能を設け、適切なサービスにつなげる等、
　若年性認知症の本人や家族への支援として一定の成
  果が認められる。

○　モデル事業の検証結果を踏まえた本事業の本格実
  施は妥当であると考える。

６



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

24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 24年度予算額 46,853

○　高齢社会の進行に伴い、「地域包括ケアシステ
　ム」の推進が求められており、訪問看護サービスの
  需要は今後更に増加することが見込まれる。

○　事業を開始した平成22年度には新規で４サテライ
  トが設置される等、これまでの取組に一定の効果が
  認められる。しかし、サービス供給量が計画値に届
  いていない現状を踏まえると、訪問看護ステーショ
  ンの設置を一層促進するための対策を講ずる必要が
  ある。

○  多くの訪問看護ステーションが人材不足を課題と
  しており、訪問看護サービスの安定的な供給のため
  には、訪問看護師の人材確保・定着について支援す
  ることも併せて重要と考える。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　訪問看護サービスの需要増加に応え、地域包括ケア
　体制を推進していくには、訪問看護ステーションによ
　る安定的なサービス提供が不可欠である。

○　訪問看護ステーションの設置を促進し、サービス量
  の確保を図るため、従来のサテライト型に加え、訪問
  看護ステーション本体の設置に対する補助を行う。

○　訪問看護師の定着を図るため、訪問看護師の育成マ
  ニュアルを作成し、訪問看護ステーションの管理者向
  けに説明会を実施して、その普及を図る。

○　第４期高齢者保健福祉計画に掲げるサービス
　量の確保に向け、サテライト型の積極的活用を
　促進するという方針が国から示されたことを踏
　まえ、訪問看護ステーション「本体」を設置す
　るよりも柔軟に設置が可能な「サテライト」へ
　補助することとした。
　
○　法令上は、本体とサテライトを合わせた看護
　師の人員配置基準は、2.5人であるが、都の補
　助基準を５人とすることで、サービスの質と供
　給量の確保を同時に図った。

その他

62,378

千円

千円

千円

事業評価票

119
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

訪問看護サービスの確保事業
（福祉保健局高齢社会対策部／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

○　高齢者数の増加により介護を必要とする高齢
  者が増えており、在宅での医療サービスを提供
  する訪問看護ステーションの需要が増加してい
  るが、都内の訪問看護ステーションの事業所
  数、サービス供給量ともに横ばい傾向にある。

○　訪問看護サービスの需要増加に応えるために
　は、安定的なサービス提供ができる体制を整備
　する必要がある。

１

○　「地域包括ケアシステム」の実現に向けた議論がな
　されるなど、在宅療養を支える訪問看護の需要は今後
　更に増加すると見込まれている。
○　しかし、サテライトの設置に対する補助のみでは、
　今後の需要増加に対応するだけの十分なサービス供給
　量を確保することは困難な状況にある。
○　また、訪問看護ステーションは小規模事業所の割合
  が高く、新人看護師の教育・育成体制が十分ではない
  ことなどから、離職率が高く、人材確保・定着が課題
  となっている。
○　訪問看護ステーション事業者へのアンケートにおい
  ても、38.6％が人材が不足していると回答しており、
  37.5％が事業を拡大したいが人材を確保できないと回
  答している。

４

３

２

46,85324年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

4,145

12,000

○　訪問看護ステーションの設置促進や、人材の確保
  ・定着に向けた支援を進めるため、一部経費を精査
  した上で、予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

3,620

10,398

拡大・充実

38,126 76,25224年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

7,207

20,796

○　里親に対する支援体制強化の必要性を鑑み、局案
  のとおり予算を計上し、これまで都内３か所の児童
  相談所のエリアで実施してきた本事業を都内全域に
  拡大する。

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

○　里親委託（養育家庭及びファミリーホーム）
　は、都の家庭的養護の委託促進の取組により年
　々増加している。

○　児童相談所における養護相談から里親へ委託
　となった児童のうち、被虐待児童の割合は、年
　々増加しており、養育を行っていく上で関わり
　の難しい児童が増えている。

○　社会的養護を必要とする児童の里親への委託
　をより一層推進するため、児童相談所が行う里
　親委託・支援業務を補完する専門機関を設置
　し、里親委託を総合的に推進する体制を強化す
　る。

１

○　家庭的養護促進の取組により、登録家庭、委託児童
　ともに年々増加している一方で、登録家庭には未委託
　の家庭も多い。

○　里親との関係不調や委託児童の問題行動等によって
　措置解除となった不調児童数は年々増加している。委
　託児童の不調は、養育家庭と委託児童の双方にとっ
  て、心理的ダメージが大きく、不調に陥らないための
  継続的な支援が必要である。

○　里親にとって、措置権を有する児童相談所は相談し
　にくい面もあり、養育上の不安を抱え込まない環境を
　つくるため、複数のチャンネルを設けることが必要で
　ある。

４

３

２

事業評価票

121
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

里親支援機関
（福祉保健局少子社会対策部／一般会計）

移管・終了

○  各地域の11児童相談所の里親支援を補完する機関と
　して、都内エリアを４ブロックに分け、里親支援機関
　を設置する。

○　日常的な相談援助については、里親支援機関が実施
　する。

○　夜間土日も里親を支援し、相談に応じることができ
　る体制を整備し、里親家庭全体の適時適確な状況把握
　により、事故や不適切な養育を未然に防ぐ。

○　平成21年２月から児童相談センターにおいて
　モデル事業を実施し、23年度からは、八王子児
  童相談所、品川児童相談所を加えた３か所で実
　施している。

○　児童相談センター所管の登録家庭数が増加。
　・19年度→22年度（＋14家庭）
　・児童相談センターを除く10児童相談所平均（
　　以下「他平均」という。）（＋0.2家庭）

○　児相センター所管の委託児童数が増加。
　・20年度～22年度　３か年計 39人
　・他平均　３か年計 19.8人

○　不調措置解除児童数のうちの児相センターの
　割合は減少した。

その他

76,252

千円

千円

千円

歳入 24年度予算額 38,126

○　被虐待児をはじめ、社会的養護を必要とする児童
　の数は年々増加しており、それぞれの児童の抱える
　問題もますます深刻化している。

○　こうした児童一人ひとりの個別支援を充実するた
　めには、子供たちが家庭的な雰囲気の中で自立でき
　るよう、家庭的養護を充実させていく必要がある。

○　これまでの都の取組により里親委託の登録家庭、
　委託児童ともに年々増加している一方、委託不調に
　よる措置解除や委託家庭における事故発生など様々
　な問題も発生しており、委託家庭の的確な状況把握
　や日常的な相談支援など、里親に対する総合的な支
　援が求められている。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

（単位：人）

区　　　分 19年度 20年度 21年度 22年度

不調による措置解除児童数 17 17 24 24

　うち、児相センター不調児童数 10 3 1 2



昭和 50 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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

12,808

19,304

拡大・充実

13,304 127,52224年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

101,182

120,849

○　局案どおり予算を計上する。「親子のサポートス
　テーション」を設置することで、宿泊の対象児童を
　幼児まで拡大するとともに、施設不適応児の受入枠
　を拡大するなど、治療指導機能のより一層の充実・
　強化を図る。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

東京都児童相談所条例

○　虐待による児童の心の傷や情緒障害のケア等
　を行うため、児童相談センターにおいて次の事
　業を開始した。

【主な事業】
　・情緒障害や発達障害などの症状がある被虐待
　　児のケア
　・児童養護施設等で不適応行動を起こし、対応
　　に苦慮している被虐待児のケア
　・親子ともに心理的ケア・教育的援助を行い、
　　親子関係の改善を図る家族再統合事業

１

○　近年、重篤な愛着障害やＰＴＳＤなどの症状をもつ
  被虐待児が増加している。また、児童養護施設等にお
  いても、虐待に起因する情緒的な症状があり、対人関
  係を築くことができない施設不適応児が増加するな
  ど、対応が難しくなっている。

○　幼児期は児童の発達に重要な時期であり、虐待に適
　切な対応がなされない場合、成長とともに情緒的な症
　状が現れる場合があることから、幼児の虐待に対する
　ケア体制の強化が必要である。

○　精神病院退院後に施設や学校等での集団行動を再開
　すると、再び不適応行動を起すことがあることから、
　集団生活に対応できる体制整備が必要である。

４

３

２

事業評価票

122
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

「親子のサポートステーション」の設置
（福祉保健局少子社会対策部／一般会計）

移管・終了

○　情緒障害児・施設不適応児の受入枠を拡大するとと
　もに、受入対象を高い治療効果が見込まれる幼児まで
　拡大し、早期の集中的ケアと養育者への助言により、
  児童の健全な育成を図る。
○　家族再統合事業において、特に治療効果が期待でき
　る親子宿泊事業を導入するとともに、対象を幼児にま
　で拡大し、親子関係の改善を支援する。
○　精神科病院の退院から施設に入所するまでに、より
　社会生活に近い環境の中で児童のケアを行い、施設や
　学校等での集団生活への対応力を培う。
○　これらの取組を推進するため、平成24年度末に開設
　する「子供家庭総合センター」に合わせて「親子のサ
  ポートステーション」を設置する。

○　情緒障害児等のケア（宿泊・通所）
　　虐待による愛着障害や深刻なＰＴＳＤ（心的
  外傷後ストレス障害）等の情緒的な問題を抱え
  る児童に対し、心理療法・生活療法等を行い状
  態を改善している。
○　施設不適応児の宿泊ケア（宿泊）
　　児童養護施設や養育家庭等の施設へ措置して
　いる児童で、施設や学校でパニック、多動、ひ
　きこもりなど不適応行動のある児童に、心理療
　法・生活療法等を行い、施設等への復帰を支援
　している。
○　家族再統合のための援助（通所）
　　親子関係改善のため、援助を受け入れる家族
　を対象に、グループカウンセリングや親子一緒
　のグループ活動、虐待に関する教育等を行い、
　親子関係の改善を図るとともに、虐待の再発を
　防止する。
○　平成22年度実績：情緒障害児54人、施設不適
　応児35人、家族再統合28家族

その他

127,522

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 24年度予算額 13,304

○　近年、親・保護者からの虐待により、心の傷や非
　行など情緒的・行動的に問題のある児童が増加して
　いる。虐待を受けた児童の多くは、大人との基本的
　な信頼関係を築く最も重要な乳幼児期に、大人との
　愛着関係が十分に育まれず、心身に深い傷を抱えて
　いる。

○　これまで都は、宿泊や通所による情緒障害児等へ
　の援助や施設不適応児の宿泊治療等を実施してきた
　が、幼児に対する心理的ケア体制が不十分であった
　り、精神科病院退院後の措置先が決まらない児童へ
　の対応に苦慮するなどの課題があった。

○　平成24年度末に「子供家庭総合センター」が開設
  するに当たって、上記の課題を踏まえ、心理的・医
  療的ケアが必要な親子への援助のあり方を見直し、
  児童や保護者を取り巻く問題に的確に対応できるよ
  う、支援体制の充実・強化を図る必要がある。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 6,39324年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

7,951

8,908

○　食育活動については、これまでの取組を継続し、
　東京産水産物の更なる普及を図っていく。

○　消費拡大に向けた新たな流通促進策については、
　事業内容を精査の上、所要経費を計上する。

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

食育基本法、水産基本法

○　水産業を取り巻く状況は、近年の若年層を中
　心とした食の欧米化の進行による水産物の消費
　量の減少、安価な輸入水産物の増加による魚価
　低迷や、生産コスト増大により、厳しい状況が
　続いており、生産量も低迷している。特に、他
　県や他産業と違い、生産の主体が島しょ地域で
　ある東京の水産業は、生産の場と消費の場が乖
  離していることから、都民の正しい理解が得ら
  れていないという現実がある。
○　このため、東京の水産物・水産業を介した食
  育活動を、教育現場を始め、様々な機会を活用
  し積極的に展開することで、東京産水産物の魅
  力を都民に伝え、将来の消費拡大にもつなげて
  いく。

１

○　これまでの取組により、東京産水産物の普及は進み
　つつあるものの、学校給食では、農産物に比べ地場産
　物の導入に遅れが見られる。

○　普及事業への参加者に対するアンケートでは本事業
　の継続を希望する声が圧倒的に多い（東京の魚の食べ
　方プロデュースで91％など）。また、事業の認知度の
　高まりにつれ、計画を上回る事業実施希望も寄せられ
　ており、これらのニーズに適切に対応していく必要が
　ある。

○　現状では、東京産の水産物は市場への出荷以外の流
　通経路が確立しておらず、都民が入手する手段が限ら
　れている。今後、東京産の水産物の消費を拡大してい
　くためには、新たな販路を開拓するための流通促進策
　が必要である。

４

３

２

事業評価票

127
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

ぎょしょく普及事業
（産業労働局農林水産部／一般会計）

移管・終了

○　普及策と流通促進策の組み合わせにより東京産水産
　物の一層の消費拡大を実現する。
　【従来の普及策を効果的に実施】
　　これまでの事業で構築したネットワークやノウハウ
　を活用し、効果的に普及策を実施し、一層の消費拡大
　を図る。
　【新たな流通促進策を展開】
　　東京産水産物の流通促進が求められる社会的背景を
　踏まえ、消費地サイド（都内企業の社食への販売ルー
　トの開拓）、生産地サイド（島しょにおける地元との
　地域検討会の開催）、学校給食（栄養士を交えた商談
　会の開催）をターゲットに流通促進策を展開し、東京
　産水産物の新たな提供の場を開拓していく。

○　東京産水産物を活用した食育活動を展開し、
　30万人以上（平成21年度、22年度）の都民に東
　京産水産物の魅力を発信した。
　・東京の魚の食べ方プロデュース
　　東京の水産物を使ったメニューの料理講習会
　　を実施。2,844人が参加
　・浜のかあさんと語ろう会
　　漁村地域の女性を講師として学校へ派遣し、
　　調理講習会を実施。15校で1,324人が参加
　・職員による出前講座
　　都職員が東京の水産業や水産物の魅力を伝え
　　る講座を小中学校等で実施。20箇所1,388人
　　が参加
　・小中学生用の副教材を配布し、30万人が活用

○　これらの取組により、学校給食では都内産水
　産物の利用が増加した。
　（20年：8.6ｔ→22年：12.4ｔ 44％増）

その他

9,663

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 24年度予算額 －

○　東京産水産物は、学校給食での利用が増加するな
　ど、これまで本事業によって実施してきた料理教室
　や出前講座などの食育活動による一定の効果が認め
　られる。

○　今後は、食育活動をより効率的に進めるととも
　に、更なる消費拡大に向けた取組を進めることで、
　より多くの都民に東京産水産物を提供していくこと
　が重要である。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 57,61824年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

17,211

54,876

○　局案どおり面接会を拡充し、更なる若年者の雇用
　機会の創出を図ることとし、一部経費の見直しを行
　った上で予算を計上する。

○　今後の雇用情勢を注視しつつ、事業規模の検討を
　行っていく必要がある。

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

○　平成20年のリーマンショックに端を発した景
　気後退、雇用情勢の悪化を受け、多くの採用内
　定取消し者が発生するなど、学生等を取り巻く
　就職環境が著しく厳しいものとなった。

○　本事業は、未内定の学生等に対して合同就職
　面接会を開催することにより、若者と企業との
　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若者を支援することを
　目的としたものである。

１

○　平成24年３月大学卒業予定者の10月１日時点の就職
　内定率が前年を上回るなど、新規学卒者の雇用環境に
　はやや改善の動きも見られるものの、依然として60％
　を下回る低水準であり、来年度も新規学卒者等の就職
　環境は厳しさが続くことが見込まれる。

４

３

２

事業評価票

128
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

若者ジョブマッチング事業
（産業労働局雇用就業部／一般会計）

移管・終了

○　厳しい就職環境の中で就職活動を行う新規学卒者等
　に対し、より多くの企業とのマッチング機会を提供す
　るため、平成24年度は開催回数を増やして年４回開催
　する。

○　職業紹介を伴う事業であることから、東京労
　働局との共催により実施している。

○　平成21年度は、11月及び２月に各150社規模
  の面接会を実施し、合計4,985名の学生等が参
  加した。

○　平成22年度は、１回当たりの企業規模を200
　社に拡大し、11月及び２月に面接会を開催し、
　合計3,841名の学生等が参加した。

○　平成23年度は、実施回数を増やして年３回と
　し、７月及び11月に実施した２回の面接会では
　合計で3,611名の学生等が参加した。

その他

66,541

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 24年度予算額 －

○　厳しい雇用情勢の中、新規学卒者等の採用ミスマ
　ッチを解消するため、23年度予算において、合同就
　職面接会を拡充し、対応を図っている。

○　大学卒業予定者の就職率が過去最低となるなど、
　雇用情勢は今後も厳しいものとなることが予想され
　ることから、引き続きマッチングの機会を提供し、
　若年者雇用を促進していくことが必要である。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

1,700,000 1,700,00024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

1,500,000

○　局案どおり、対象者数の規模増を行い、未就職卒
　業者の就職支援を強化する。

○　なお、本事業は、緊急雇用創出事業臨時特例基金
　を財源として活用することを前提とし、実施するも
　のとする。

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

○　平成22年３月卒業の大卒者の就職率が91.8％
　と前年同期を3.9ポイント下回り、未就職のま
　ま卒業した「就職浪人」が多数に上り社会的な
　問題となった。

○　本事業は、企業の内定を得られないまま卒業
　した未就職卒業者等を対象に、紹介予定派遣制
　度を活用した「未就職卒業者等就職支援事業」
　を実施し、正規雇用での安定した就職につなげ
　ることを目指すものである。

１

○　平成24年３月卒業予定者の10月1日時点の就職内定
　率は、前年に比べてやや改善が見られるものの依然60
  ％を下回る低水準となっており、来春も就職先が決ま
  らないまま大学等を卒業する未就職卒業者が多数に上
  るおそれがある。

４

３

２

事業評価票

129
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

未就職卒業者緊急就職サポート事業
（産業労働局雇用就業部／一般会計）

移管・終了

○　来年度も未就職卒業者が多数に上るおそれがあるこ
  とから、事業規模を拡大し、年間1,000名の未就職卒
  業者を支援する。

○　紹介予定派遣制度を活用して正規雇用を目指
　す事業であることから、派遣業及び職業紹介事
　業の許可を有する民間事業者への委託により実
　施している。

○　平成23年度は３期に分け、750人の未就職卒
　業者を支援することとしており、参加者数は３
　期合計で884名となっている。

その他

1,700,000

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 24年度予算額 1,700,000

○　未就職卒業者と採用意欲の高い中小企業とを結び
　つけるため、平成23年度から実施している紹介予定
　派遣制度を活用した本事業については、目標を上回
　る参加実績があり、厳しい雇用情勢の中、一定のニ
  ーズが認められる。

○　24年度も雇用情勢は引き続き厳しいものとなるこ
  とが予想され、更なる未就職卒業者の就職支援が必
  要と考える。

６



平成 24 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

24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 24年度予算額 －

○　豊洲新市場の機能を十分に発揮するためには、施
　設の充実のみならず、担い手となる市場業者の円滑
　な移転が必要となることから、市場業者の不安や負
　担に対して的確な移転支援を実施していく必要があ
　る。

○　移転支援の一つである利子補給事業の事務作業を
　委託することにより、直営実施した場合と比べ、２
　年間で12,237千円の経費削減が見込まれる。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　市場業者の意見・要望等を踏まえ、以下の視点で移
　転支援策を策定し、実施する。
　・移転の準備、移転時、移転後、それぞれの段階に合
　　わせた適切な支援
　・業態ごとの異なる要望に応じたきめ細やかな支援
　・広く関係各局と連携した支援
○　移転前支援として、平成24年度より経営安定化資金
　への利子補給などの事業を実施する。
○　豊洲移転に係る情報提供については、移転事業の進
　捗状況等、市場業者が求める情報を様々な手法により
　周知し、理解促進、機運醸成並びに移転支援事業の円
　滑な推進等を目的として移転時まで実施する。

○　これまでに以下の取組を実施し、市場業者や
　業界団体の意見・要望を踏まえ、平成23年１月
　に『豊洲新市場整備に伴う市場業者への移転支
　援の基本的な考え方』を公表した。
○　上記基本的な考え方及び現在実施中の個別面
　談（第２回）を踏まえ、23年度末までに支援の
　具体策を策定・提示し、24年度から実施する。
【これまでの取組】
○  個別面談の実施（22年1～8月、23年5月～）
　　卸売業者、仲卸業者、関連事業者に対して、
　移転に係る考えや要望などを個別聴取した。
○  業界団体との意見交換（21、22年に実施）
　　売買参加者・買出人の団体と、構成員である
　各事業者の経営状況や団体としての支援要望な
　どについて意見交換した。
○  豊洲移転サポート相談室の設置（22年11月）
　　市場業者による移転への質問、意見、要望、
　相談等に常時的確に対応するため、築地市場内
　に相談室を設置した。

その他

230,669

千円

千円

千円

事業評価票

130
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

豊洲新市場移転支援事業
（中央卸売市場事業部／中央卸売市場会計）

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

○　平成26年度中の開場を予定している豊洲新市
　場は、効率的な物流や高度な品質管理などの機
　能を備え、産地・顧客・消費者のニーズに対応
　した市場づくりを目指している。
○　新市場がその機能を十分に発揮するためには
　施設の充実のみならず、その担い手となる市場
　業者の円滑な移転が不可欠である。
○　市場業者の業態、事業規模、経営実態は千差
　万別であり、それぞれに移転に向けた課題や不
　安を抱えている。
○　都は、個別面談を通して把握した市場業者の
　意見・要望等を踏まえ、的確な移転支援策を実
　施することにより、円滑な移転を着実に進めて
　いく。

１

○　個別面談や意見交換を通じて、市場業者が抱える経
　営上の課題や移転への意見・要望が寄せられており、
　これらに応えるための支援策の構築が課題である。
（主な意見・要望）
　・顧客の減少や売上の低迷による経営の悪化に加え、
    後継者の不足から事業継続に不安がある。
　・移転に要する費用確保だけでなく、移転後の顧客確
　　保や豊洲新市場での施設内容に適合した事業展開に
　　不安がある。
　・移転の準備期間や移転後の期間を含めた長期間の支
　　援をして欲しい。
　・業態により抱える課題も様々であるため、それぞれ
　　の業態に合った支援をして欲しい。
○　移転に係る情報の不足や、将来の経営、予定地の安
　全性への不安等から、移転を疑問視する事業者・団体
　があり、移転推進の障害になっている。

４

３

２

214,78224年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

○　平成26年度中の開場に向け、市場業者の豊洲新市
　場への円滑な移転を着実に進めるため、一部経費を
　精査の上、予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－

直営実施との比較（発生主義による試算） （単位：千円）

システム機器リース 242         484          

システム保守 1,260       2,520       

事務作業委託 9,418       16,145      

計 19,950   計 10,920     計 19,149      

Ｂ　直営で事務作業 31,128     31,128      

差額Ａ－Ｂ 19,950   △20,208  △11,979   

-                              

区　　分
24年度

イニシャルコスト ランニングコスト

25年度

ランニングコスト

Ａ　委託化
システム開発 19,950   



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 21,83124年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

1,905

2,106

○　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

○　震災、水害、雪害などの災害時には、被害箇
　所・被害程度を早期に把握するとともに、目的
　地までの 短の迂回路を探索し、どの路線から
　障害物除去や応急復旧を実施すれば効率的かを
　明確にして、復旧活動を迅速かつ円滑に進めて
　いくことが重要である。
○　この災害時対応を支援するためのツールとし
　て、①現場でのＧＰＳ機能付携帯電話（以下「
  レスナビ携帯」という。）を用いた道路被害情
  報の収集・送信、②災害拠点において地図上で
  被害情報の確認と 短の迂回路検索を実施する
  レスキュー・ナビゲーションシステム（以下「
  レスナビ」という。）を開発・運用している。

１

○　東日本大震災発生後、直ちに建設事務所と工区が中
　心となって道路巡回点検を行い、早期に都道の安全性
　を確認した。災害時に拠点となる事務所及び工区の重
　要性を改めて認識したところである。

○　今回の震災では、都道において重大な被害は発生し
  なかったが、東京が被災した場合は、協力業者への速
  やかな作業指示等が必要となる。しかし、工区では、
  レスナビのパソコンが配備されていないため、管内の
  被災状況を一元的に確認することが出来ず、業者への
  作業指示が遅れ、迅速な復旧活動に支障が生じるおそ
  れがある。

４

３

２

事業評価票

131
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

レスキュー・ナビゲーションシステムの配備拡大
（建設局道路管理部／一般会計）

移管・終了

○　東京が被災した場合に備え、 前線で応急復旧業務
　を行う工区に、被災状況を迅速に把握できる体制を整
　備し災害時対応の機動性を強化する。具体的には、43
　の全工区にレスナビのパソコンを配備してリアルタイ
　ムで被害情報を確認できるようにし、協力業者への作
　業指示等を迅速に行えるようにする。
○　また、工区のレスナビ携帯配備を増強し、より多く
　の被害情報を迅速に収集することで、障害物除去を優
　先的に実施すべき路線の的確な判断が可能となる。
○　さらに、本庁、建設事務所、工区等で被災状況を共
　有化して工区間の協力体制の強化を図り、ひとつの拠
  点が被害等により機能不全に陥った場合でも、代替拠
  点を確保し、迅速な復旧活動を可能とする。

○　平成19年度から、震災時の情報収集に特化し
　て開発を始め、20年度には総合防災訓練や建設
　局の初動対応訓練において道路被害情報を収集
　し、実務における運用の効果等を検証するとと
　もに、水害や事故時等の日常管理業務において
　も使用可能となるようシステムを見直した。

○　21年度には３か所の建設事務所にて試験運用
　を開始し、22年度には全事務所に配備した。

○　例えば、西多摩建設事務所では、工区の道路
  巡回者が発見した落石等の情報をレスナビ携帯
  で事務所に送信し、事務所がレスナビのパソコ
  ンで状況を確認の上、必要に応じて対応指示を
  出している。

○　このように日常の管理業務でレスナビを運用
  しながら職員の操作習熟度の向上を図ってい
  る。

その他

21,831

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 24年度予算額 －

○　災害時における迅速な障害物除去や応急復旧な
　ど、道路機能の回復を行うことは、道路管理者とし
　ての重要な責務である。

○　特に、大規模災害時に複数の箇所で被害が発生し
　た場合には、限られた資源を有効に活用して効率的
　な復旧作業を行うことが必要である。

○　レスナビ携帯を増強し、情報収集能力を高めると
  ともに、復旧業務の 前線である工区にパソコンを
  配備し、一元的な情報を集約することは、効率的な
  復旧作業の実現に当たって効果的であると考える。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

28,668

13,500

拡大・充実

－ 24,00024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

28,668

39,000

○　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

水防法

○　近年、整備水準をはるかに超える局所的な集
　中豪雨が頻発しており、水害に対する防災力の
　向上は喫緊の課題となっている。

○　その対策の一つとして、河川水位を予測し、
　洪水予報の発表を行うことで、円滑な水防活動
　の実施と速やかな避難行動の誘導を実現するた
　めの洪水予報システムを導入した。

○　洪水予報とは、気象庁の１時間先までの雨量
　予測をもとに河川の水位変動を予測し、あふれ
　るおそれのある場合に、都と気象庁が共同で発
　表する防災情報である。

１

○　河川の大規模改修や調節池の完成等があった場合
　は、水位の変動状況が大きく変わるため、水位予測モ
　デルを修正する必要性が生じる。

○　神田川については、流域河川である妙正寺川・善福
　寺川の大規模改修事業が完了したことから、平成23年
　度にモデル修正を行う。

○　水位予測の精度を上げるためには、気象庁の降雨予
　測の精度向上が必要である。

４

３

２

事業評価票

133
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

水防災総合情報システム（水位予測）
（建設局河川部／一般会計）

移管・終了

○　河川改修等に応じて適宜モデル修正を行い、水位予
　測の精度維持を図る。

○　国土交通省において試行運用中である、高性能レー
　ダー等の新技術を活用し、水位予測の更なる精度向上
　を目指す。

○　古川・渋谷川、目黒川において、平成24年度出水期
　からの運用開始に向けて、気象庁や関係区との調整を
　進めている。さらに他の河川においても、それぞれの
　河川や流域によって異なる特性を踏まえ、システム導
　入に向けた検討を進めていく。

○　平成16年度に神田川の水位予測モデル構築に
　着手し、実際の降雨によるモデル検証を経て、
　21年３月に神田川洪水予報の運用を開始した。

○　22年３月には、埼玉県と合同で都県境を流れ
　る芝川・新芝川における洪水予報の運用を開始
　した。

○　21年度に水位予測モデル構築に着手した石神
　井川については、水位上昇が極めて早く、避難
　時間を十分確保できないおそれがあった。その
　ため、23年６月に水位が一定の高さに達した時
　点で防災情報を発表する水位周知河川に指定し
　た。

○　都民への情報提供を充実させるため、テレビ
　テロップや関係区市を通じた電子メールなどに
　加えて、インターネットでの情報提供体制を整
　えた。

その他

24,000

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 24年度予算額 －

○　集中豪雨などの水害に対しては、護岸等のハード
　整備に加え、災害発生時の水防活動や避難行動に資
　するソフト的な取組も重要である。

○　洪水予測モデルについては、平成21年の運用開始
　以降、順次整備を進めている。

○　今後も精度の維持向上を図るとともに、未導入河
　川への導入に向けた検討を進めていく必要がある。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 21,17524年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

13,129

○　学習意欲を高めるための取組を行うことは重要で
　あることから、実施内容を精査した上で予算を計上
　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

○　都立高校生の約25％が日本史を履修せずに卒
　業（平成22年３月卒業生）している。こうした
　実態を踏まえ、日本人としてのアイデンティテ
　ィを育むため、高校生に日本史を学ばせること
　が重要であるとの考えから、全ての都立高等学
　校において日本史を必修化する。

○　日本史必修化に当たっては、都独自の日本史
　科目「江戸から東京へ」を設定し、その科目で
　使用する教科書『江戸から東京へ』等を作成す
　ることで、近現代史を生徒に着実に学ばせる。

１

○　教科書が未完成の段階で都独自の日本史科目の周知
　を図ったため、教科書の特色や内容を学校に十分に伝
　えることができなかった。

○　教科書『江戸から東京へ』を作成する過程で、内容
　の充実が図られ、図や写真も多く、日本史を専門とし
　ない地理歴史科教員でも指導できるものとなった。今
　後はその内容や指導方法を、広く深く学校現場に浸透
　させていく必要がある。

○　図や写真を多く掲載した教科書『江戸から東京へ』
　を、より効果的に教えることで都立高校生が着実に近
　現代史を学ぶことができるように、様々なツールの開
　発が必要である。

４

３

２

事業評価票

138
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

都立高等学校日本史必修化事業
（教育庁指導部／一般会計）

移管・終了

○　近現代史を都立高校生が着実に学ぶという目標を達
　成するため、日本史必修化事業をさらに充実させ、都
　独自の日本史科目「江戸から東京へ」を更に普及させ
　ていく。

○　生徒自らが主体的に「江戸から東京へ」の学習に取
　り組み、効果的に近現代史が学べるよう、教科書『江
　戸から東京へ』専用のワークブック及び地図帳を開発
　するなど、副教材の整備を行う。

○　平成22年度
　・都立高等学校日本史必修化検討委員会を設置
　・都独自の日本史科目「江戸から東京へ」の教
　　科書（23年度版）作成

○　23年度
　・都立高校の全教員と全生徒に平成23年度版教
　　科書を配布
　・必修化協力校を中心に全都立高校で教科書を
　　活用
　・管理職、教職員、生徒、保護者に対して教科
　　書アンケートを実施
　・都民等の意見を踏まえて教科書を改訂すると
　　ともに、指導書とデジタルコンテンツを作成

その他

43,975

千円

千円

千円

歳入 24年度予算額 －

○　都立高等学校における日本史の必修化に当たって
　は、日本史を専門としない教員を含めて、教科書の
　内容や指導方法を学校現場に浸透させていくための
　取組が必要である。

○　教科書『江戸から東京へ』を活用して生徒自らが
　主体的に近現代史を学習していくためには、学習意
　欲を高めるためのツールを検討することが不可欠で
　ある。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他



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

24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 24年度予算額 805,235

○　本事業は、放課後等における子供たちの安全・安
　心な居場所を確保するための事業であることから、
　全ての区市町の全小学校区への設置を引き続き促進
　していく必要がある。

○　子供たちの居場所づくりとともに、本事業を通し
　て様々な体験活動の機会を提供することは、子供た
　ちの更なる成長を促していくために効果的であると
　考える。

○　一方で、障害のある子供たちの参加を促進するた
　めの体制づくりを整備することが課題であることか
　ら、区市町に対して先進事例を幅広く情報提供して
　いくことも必要である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　全ての子供たちが地域の「放課後子供教室」に参加
　できるように、区市町の全小学校区に「放課後子供教
　室」の設置を促進する。

○　「学力・体力の向上」を目的とした活動プログラム
　など、特色ある「放課後子供教室」を推進し、放課後
　の体験活動の機会を豊かにする。

○　「放課後子供教室」に障害のある子供の参加を促進
　するため、安全管理員の増配置を支援する。

○　国の補助事業（間接補助）を活用し、「東京
　都教育ビジョン（第二次）」等に位置づけ、地
　域の中に子供たちの安全・安心な居場所を計画
　的に増やしている。

○　また、区市町を対象に、「放課後子供教室」
　運営スタッフ研修、先進事例の収集・提供、事
　業担当者会での情報交換、区市町訪問等の支援
　により「放課後子供教室」の設置促進、活動内
　容の充実を図っている。
【実績】 平成19年度　38区市町475教室
　　　　 平成20年度　46区市町713教室
　　　　 平成21年度　48区市町883教室
　　　　 平成22年度　50区市町958教室
【21年度「放課後子供教室」実施状況調査より】
　・　異学年での活動が増えてきた（74.6%）
　・　上級生が下級生の面倒をみるようになった
                                （67.1%）
　・　地域の大人との交流が増えた（60.6%）

その他

1,634,451

千円

千円

千円

事業評価票

140
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

放課後子供教室
（教育庁地域教育支援部／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

教育基本法、社会教育法

○　子供を取り巻く環境の変化、家庭や地域の子
　育て機能・教育力の低下が指摘される中、放課
　後等の子供たちの安全で健やかな活動場所の確
　保が必要である。
○　「放課後子供教室」は、全ての子供たちを対
　象に放課後や週末等に子供たちの安全・安心な
　活動拠点（居場所）を設け、地域の人々の協力
　を得て、子供たちに学習、スポーツ・文化活
  動、地域住民との交流の機会を提供することに
  より、子供たちが心豊かに健やかに育まれる環
  境づくりを推進することを目的とする。
○　原則として、全ての区市町の小学校区での「
　放課後子供教室」の実施を目指す。

１

○　「放課後子供教室」は、子供たちの安全・安心な居
　場所の提供と併せて活動プログラムによる様々な体験
　・経験の機会を提供しているが、その実施割合は、全
　体の活動の約30％である。
　　子供たちの放課後の活動を豊かにするための特色あ
　る活動プログラムの充実が求められている。

○　障害のある子供の受入れには、個々の状況に配慮し
　た人的体制の確保が必要であるが、安全管理員の配置
　等が十分でないため障害のある子供の参加数が少な
　い。

４

３

２

1,613,58424年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

1,239,953

1,546,676

○　局案どおりの取組を行うこととするが、区市町と
　の役割分担に見合った費用負担に見直した上で予算
　を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

619,518

772,115

拡大・充実

805,235



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

24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 24年度予算額 56,089

○　高齢者を狙った振り込め詐欺等が依然として多発
　していることから、引き続き、実態に即した防犯指
　導等を行っていく必要がある。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　平成23年４月、アドバイザー75名体制で事業開始を
　迎えたが、その後順調に増員され、23年度中に対象高
　齢者約62,000世帯の訪問を実施するために必要な160
　名のアドバイザーが確保できる見込であり、24年度は
　より充実した訪問活動が可能となる。

○　24年度においても１件でも被害を減少させるため、
　アドバイザーを増員した上で、事業を継続する。

○  高齢者被害防止アドバイザーには、元女性警
  察官を委嘱し、彼女達が有する警察上必要な知
  識や技能、勤務経験を有効に活用することで、
  高齢者への適切な防犯指導を実施している。

○　高齢者への防犯指導は、懇切丁寧に行い、形
  式的な訪問に終わらないように努めており、高
  齢者と良好なコミュニケーションが図られてい
  る。

○  こうした対応により、アドバイザーの防犯指
  導にもよく耳を傾けていただけるようになり、
  被害に遭わずに済んだという高齢者から、感謝
  の言葉が数多く寄せられている。

その他

112,179

千円

千円

千円

事業評価票

144
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

高齢者被害防止女性アドバイザーの委嘱
（警視庁生活安全部／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

○　近年、社会的弱者である60歳以上の高齢者を
　狙った犯罪（振り込め詐欺等）が増加し、現金
　等の財産を奪われるなどの事犯が多発してい
　る。

○　平成22年中の、都内の刑法犯に係る高齢者の
　被害件数は約22,000件で、約12％を占め、中で
  も振り込め詐欺被害者の86％、オレオレ詐欺被
  害者の95％が60歳以上の高齢者である。

○　こうした状況に対し、23年４月から高齢者被
  害防止アドバイザーを配置し、アドバイザーが
  高齢者宅を訪問し、実態に即した防犯指導等を
  行っている。

１

○　振り込め詐欺の対策を強化したことにより、平成21
  年に認知件数は一旦減少したが、22年以降、再び増加
　傾向にある。
○　アドバイザーの懇切丁寧な指導により、１軒当たり
  の訪問時間が長くなる傾向である。防犯指導の質を低
  下させずに、依然として多発している振り込め詐欺等
  にも対応するためには、体制の強化が必要である。

４

３

２

112,17924年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

89,442

○　局案どおり予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

44,721

拡大・充実

56,089

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代

男 -   -   1 3 21 47 15 1 88

女 -   -   1 2 25 148 278 188 13 655

○　オレオレ詐欺被害者の性別・年代別認知件数（平成23年上半期）　　　 (単位：件)

区分 合計

743オレオレ詐欺

性別
年　代

平成23年
上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期

振り込め詐欺 2,461 1,257 552 792 754 1,017 799
うちｵﾚｵﾚ詐欺 1,171 868 332 588 588 932 743

○　振り込め詐欺半期毎認知件数　　　　　　　　　　　 　　　　(単位：件)
平成20年 平成21年 平成22年

区分



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

24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

○　事業開始以来４年間で、救急搬送人員に占め
　る軽症者割合は６％減少した。

24年度見積額

歳
入

23年度予算額

24年度見積額

歳
出

○　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
　ためには、軽症者の救急搬送を低減させる必要
　がある。

○　都民が急な病気やケガをした際に、治療の緊
  急性の判断に迷う場合などにおいて、緊急受診
  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月から事業
  を開始した。

○　救急相談センターの開設以降、救急搬送における
　軽症者割合は着実に減少している。
○　一方で、相談件数の増加に伴い、取りきれない電
　話やかけ直し依頼が増加しており、こうした状況を
　改善するため、体制を強化することは妥当と考え
　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 移管・終了 その他見直し・再構築

その他

○　救急相談センターの充実強化を図るため、所要の
　予算を計上する。

拡大・充実

○　今後も増加が見込まれる相談需要に対応するため、
　相談看護師６名及び受付台１台を更に増やして相談体
　制を強化し、取りきれない電話やかけ直し依頼を減少
　させる。

○　これにより、急な病気やケガをした際に都民の不安
　をいち早く取り除き、安心を提供するとともに、真に
　救急車を必要とする都民に対して適切かつ効果的に救
　急隊が活動できる体制を整備していく。

移管・終了

６

見直し・再構築

千円

事業評価票

145
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）

千円288,607

22年度決算額 25,364 22年度決算額 222,520

30,896 23年度予算額

317,435

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

○　認知度や需要の高まりとともに、受付件数や相談件
　数が増加し、さらに、１件当たりの対応時間も増加し
  たため、取りきれない電話やかけ直し依頼が増加し、
　早急な改善が必要である。
　
○　これまで、受付員や相談看護師、受付台等を増やし
　て対応してきたが、相談体制の強化以上の電話が着信
　しているため、都民の相談に迅速に対応できない状態
　となっている。

○　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。

５

34,577 千円

歳入 24年度予算額 34,570

歳出 24年度予算額 316,254

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

268,094 292,269
310,585 295,280

60.5

59.1

57.7

55.8

54.50

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

開設前 1年目 2年目 3年目 4年目

53
54
55
56
57
58
59
60
61

受付件数（件） 軽症傷病者搬送割合（％）

     1年目…H19.6～H20.5    3年目…H21.6～H22.5

     2年目…H20.6～H21.5    4年目…H22.6～H23.5（速報値）

救急相談センターにおける相談件数と
相談看護師６名増による対応可能予測件数

26,138

42,041

60,658

69,921 69,921

87,028

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

開設1年目 開設2年目 開設3年目 開設4年目 開設5年目 増員後予測

相談件数（件） 約17,000件増

※５年目の相談件数は前年同としている



平成 7 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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 273,90024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

○　利用者の「安全・安心」の確保を図るため、本事
　業の必要性が認められるため、局案のとおり対応す
  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

○　阪神・淡路大震災（平成７年１月）以前の都
　営地下鉄の耐震対策は、関東大震災クラスの地
　震動を想定して設計・施工を行っていた。

○　阪神・淡路大震災を契機として、７年８月、
  鉄道構造物の耐震性能に関わる措置について、
  国の通達が出された。交通局においてもこの通
  達に基づき、阪神・淡路大震災と同規模の直下
  型地震にも耐えられるよう、７年度に地下鉄施
  設の耐震補強工事に着手した。

○　さらに、13年６月には、新たな通達が出さ
　れ、耐震補強の対象構造物が追加された。

１

○　東日本大震災で、仙台市営地下鉄において、国の通
  達の対象外となっている高架橋の橋脚や橋梁の桁受部
  等の施設の一部が損傷する被害が発生した。

４

３

２

事業評価票

147
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

地下鉄施設の耐震対策の強化
（交通局建設工務部／高速電車事業会計）

移管・終了

○　今回の震災における仙台市営地下鉄の被災状況を踏
　まえ、地震発生時の安全確保のため、都営地下鉄独自
　に、高架部の施設等の耐震性について改めて検証を行
　い、震災対策を強化していく。

○　早期に着手する対策として、平成24年度は、入出庫
　線高架部の柱等の耐震補強工事を実施する。

○　平成７年の国の通達において耐震補強の対象
　とされた高架橋の脚柱、開削トンネルの中柱、
　橋桁等の補強工事を15年度までに完了した。

○　その後、13年の通達で耐震補強の対象構造物
　に追加された橋梁の柱等の補強工事を実施し、
　22年度までに、同通達に基づく補強工事を完了
  した。

○　23年３月の東日本大震災では、東京都区部で
　も震度５強を観測したが、都営地下鉄の施設
　は、ほとんど被害を受けなかった。

その他

273,900

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 24年度予算額 －

○　国の通達に基づき適切な耐震補強工事を実施して
　きたことにより、東日本大震災の際にも、都営地下
  鉄の施設はほとんど被害がなかったことから、これ
  までの取組には十分な成果が認められる。

○　この度の東日本大震災による仙台市の被害状況を
　踏まえ、従来の国通達の対象外の施設についても補
　強工事を行うことにより、「安全・安心」の確保を
　図る必要がある。

６



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 千円歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 269,43724年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

247,385

250,920

○　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。

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

○　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。

１

○　学校側のカリキュラムの都合上、第１学期の５～７
　月に実施（希望）が集中している。

○　学校側の要望を踏まえるとともに、本施策を広く安
　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必
  要がある。

○　保護者層に対する事業の一層の浸透のため、授業参
　観に出席できない保護者が家庭で子供と一緒に学習で
　きるための仕組みが必要である。

４

３

２

事業評価票

148
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

水道キャラバンの実施
（水道局サービス推進部／水道事業会計）

移管・終了

○　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、24年度以降も引き続き実施していく。
○　本施策の実施に当たっては、各種アンケートや教員
  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。
○　保護者層へ向けた事業の一層の浸透に向けて、家庭
　で学習できるツールの開発など、効果的な取組を展開
　していく。
　【実施規模】
　　・22年度（実績） 　1,130校
　　・23年度（実績）　 1,168校
　　・24年度（計画）　 1,100校

○　平成23年度は、計画を上回る 1,168校の小学
　校に対して実施した。

○　水源林のはたらきに関する理解を促進するた
　め、ジオラマを活用した実験メニューを新たに
　導入した。

○　実施後のアンケートでは、多くの教員から内
　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、授業参観が行われるこ
　とが多い土曜日授業への対応について積極的に
　ＰＲを行った結果、111校で実施した。

その他

269,437

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 24年度予算額 －

○　公営企業として事業を実施していく上で、水道水
  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。

６



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

歳入 24年度予算額 －

歳出 24年度予算額24年度見積額 50,256,000 千円 50,256,000

○　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、精力的に取り組んでいく。

　【耐震継手率】
　　・22年度（決算）27％
　　・23年度（予算）30％
　　・24年度（見積）32％
　　・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

歳
入

22年度決算額 －

24年度見積額 －

歳
出

22年度決算額 28,331,688 千円

見直し・再構築 移管・終了 その他

○　震災時における断水被害を 小限に止めるため、
　局案のとおり対応する。

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22年度末で全
  体の27％まで進ちょくした。

６

拡大・充実

23年度予算額 － 23年度予算額 49,485,000 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 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。

○　平成31年度までに、耐震継手化率を48％まで
　引き上げることを目標としている。

○　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るこ
　　となど、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 小化し、安定的な供給を行う
　ために、管路の耐震化を精力的に進めていく必要が
　ある。

○　耐震化の着実な推進に向けて、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

149
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



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

24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

○　避難所などから排水を受け入れる下水道管とマンホ
　ールの接続部の耐震化をスピードアップし、対象とな
　る約2,500か所の対策完了時期を、平成27年度から25
　年度に前倒して実施する。

○　さらに、発災時に人が多く集まるターミナル駅周辺
　など、対策エリアの拡大に向けて検討する。

歳
入

22年度決算額

23年度予算額

６

870,000

24年度見積額 1,370,000

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

150
避難所等の排水を受け入れる下水道管の耐震化 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

千円

歳
出

22年度決算額 2,074,145 千円

24年度見積額

千円

3,625,000

○　阪神・淡路大震災では、下水道管とマンホー
　ルの接続部が破損するなどの被害が発生し、避
　難所のトイレの水が流れなくなるなどの問題が
　生じた。

○　このような事例を受け、首都直下型地震など
　が発生した場合でも、区部の避難所や災害拠点
　病院などの排水機能を確保するため、下水道管
　の耐震化を進めている。

○　東日本大震災では、都内において下水道機能を損な
　うような被害はなかったが、首都直下地震が起きれ
　ば、都内の下水道管にも甚大な被害が想定される。そ
　のため、避難所等からの排水を受け入れる下水道管の
　耐震化の早期実施が求められる。

○　このほか、ターミナル駅周辺などでは、発災時に多
　くの帰宅困難者が滞留するため、排水機能を確保する
　必要がある。

○　震災時にも下水道機能を維持するため、今後も耐
　震化を着実に進めていく必要がある。

○　局案のとおり優先順位をつけながら実施すること
　が重要であると考える。

拡大・充実 見直し・再構築

どのように取り組み、どのような成果があったか ４

移管・終了○　避難所など約2,500か所を対象に、これら施
  設から排水を受け入れる下水道管とマンホール
  の接続部の耐震化を進めており、これまでに約
　1,700か所で実施した。

○　技術開発した非開削の耐震化工法を採用し、
　効率的に事業を推進するとともに、工事による
　都民生活への影響を抑制している。

○　地元区と連携し、避難所などの施設の耐震化
　が具体化している箇所を優先して整備してい
　る。

799,134

23年度予算額

○　下水道管の耐震化を着実に推進していくために
  も、局案のとおり対応する。

その他

2,947,000

その他移管・終了拡大・充実 見直し・再構築

歳入 24年度予算額 1,370,000

歳出 24年度予算額 3,625,000



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

24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 24年度予算額 229,500

歳出 24年度予算額 1,147,000

千円135,000

22年度決算額 － 22年度決算額 －

1,147,000

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

○　近年は、１時間50㎜を上回る局所的集中豪雨が増加
　し、地下街や地下鉄などでは、浸水による人命被害や
　都市機能への重大な影響などが危惧される。

○　下水道施設の整備には、長い年月がかかるため、浸
　水被害の危険性が高い流域を重点化し、早期に整備す
　る必要がある。

５

東京都豪雨対策基本方針

229,500 千円

その他

○　緊急豪雨対策の推進に向け、局案のとおり対応す
  る。

拡大・充実

○　地下街対策として、５地区のうち、渋谷駅東口につ
  いては、街区基盤整備事業の中で貯留施設の整備を23
  年度中に着手する。その他の地区においても、関係機
  関等と密接に連携を図りながら、早期の工事着手に向
  け調整を進める。

○　神田川、石神井川及び白子川の３河川流域において
　は、新たな幹線や貯留管等の調査設計に23年度に着手
　し、24年度から順次、整備を進めていく。

移管・終了

６

見直し・再構築

千円

事業評価票

151
緊急豪雨対策における下水道事業の取組 事 業 開 始

（下水道局計画調整部／下水道事業会計）

○　地下街対策として、これまでに新宿駅周辺な
  ど４地区で下水道施設（貯留管）を整備してき
  た。

○　これら４地区の貯留施設などの整備が完了
　し、１時間75mmの降雨に対応できるようになっ
　た。

24年度見積額

歳
入

23年度予算額

24年度見積額

歳
出

22,500 23年度予算額

○　近年の頻発する局所的集中豪雨を踏まえ、都
  では、平成22年に緊急豪雨対策を取りまとめ、
  浸水被害の危険性が高い地域に対して、迅速か
  つ集中的に実施すべき施策に取り組むこととし
  た。
○  下水道局では、地下街対策として、これまで
  に新宿駅周辺など４地区で下水道施設（貯留
　管）を整備してきたが、新たに渋谷駅東口、東
　京駅丸の内口、新橋・汐留駅、銀座駅、上野・
　浅草駅の５地区を加え、前倒しして整備する。
○　また、神田川、石神井川及び白子川の３河川
　流域において、下水道施設（貯留管等）を前倒
　しして整備する。

○　緊急豪雨により発生する浸水リスク等に対応して
　いくためにも、関係機関との調整により今後も対策
　を着実に進めていく必要がある。

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 移管・終了 その他見直し・再構築



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

910

2,506

拡大・充実

2,506 2,50624年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

910

2,506

○　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

東京都アジア人材育成基金条例

○　「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。

１

○　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。

○　行政職員・専門家研修の実施や留学生の受入れに伴
　い、アジアの多様な人材を810名 (平成22年度末現
  在）登録するに至ったものの、将来的な人材活用のた
  めの情報基盤として整備することが必要である。

○　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。

４

３

２

事業評価票

152
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

アジア人材バンク
（知事本局外務部／一般会計）

移管・終了

○  将来に向けた人的ネットワークの維持・発展のため
　に、高度研究留学生の間の情報交換や研究成果発表会
　を開催する等、東京滞在中の人的ネットワークの強化
　を図る。
○　平成23年度に高度研究留学生から初の卒業生が出る
　ことから、留学生の研究成果や卒業後の活動を広く紹
　介するために、人材バンクホームページを改良するな
　ど、アジアと東京の架け橋となる人材の情報基盤とし
　て発展させていく。
○　「アジア通信」において、各都市の政策や留学生の
　活動など多様なトピックを取り入れ、全登録者に配信
　することにより、アジア人材バンクの存在をアピール
　していく。

○　人材の登録（平成21年１月末開設）
　・登録者は、20年度末の516名から、22年度末
　　には810名まで増加
　・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(590名）
　・アジアから首都大学東京への留学生・教授等
　　（220名）
○　情報共有、交流の場の提供
　・「アジア通信」（ウェブマガジン）の隔月（
　　年６回程度）発行による継続的な情報発信
　・メーリングリストによる情報提供・情報交流
　　５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146）
　　研修事業７（23年３月31日現在）
　・高度研究留学生のポータルサイト
　　全30名の高度研究留学生の情報発信

その他

2,506

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 24年度予算額 2,506

○　登録者は順調に推移しており、引き続き事業の周
　知を図りつつ、将来の人的交流推進の発展に寄与す
　るための仕組みづくりを行っていくことは重要であ
　る。

○　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必要があると考え
　る。

６



平成 7 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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

5,994,463

4,461,606

拡大・充実

4,216,334 7,064,00024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

9,293,570

7,480,000

○　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

都市計画法

○　ＪＲ中央本線（三鷹駅～立川駅間）の約13.1
　Kmでは、事業実施前は18か所の踏切が存在し、
　そのほとんどの踏切でピーク時の踏切遮断時間
  が１時間のうち、50分を超えるなど、慢性的な
  交通渋滞が発生していた。
○　また、ＪＲ中央本線と交差する南北道路の渋
　滞が影響し、五日市街道などの東西道路も最大
  で数百ｍの交通渋滞が発生していた。
○　さらに、踏切のくぐり抜けによる事故などの
　発生や、地域分断の要因ともなっていた。
○　これらの課題を解決するため、鉄道の連続立
　体交差化により踏切を除却し、交通渋滞や地域
　分断を解消するとともに、道路ネットワークの
　形成促進を目指した。

１

○　円滑かつ効率的な事業推進を図るためには、沿線６
　市や鉄道事業者との連携や調整が不可欠であり、これ
　ら関係者で構成する連続立体交差事業協議会を設置し
　た。

○　連続立体交差事業により新たに創出される高架下空
　間については、地域のまちづくりの観点からも有効に
　活用することが重要である。このため、沿線６市や鉄
　道事業者と高架下利用検討会を設置し、まちづくりと
　の整合や地元要望を総合的に勘案し、調整を進めてい
　る。

○　連続立体交差事業の効果を高めるには、併せて行う
　駅周辺のまちづくりが必要であるため、交通広場整備
　や市街地再開発事業などを行う沿線市と調整を進めて
　いる。

４

３

２

事業評価票

156
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

ＪＲ中央本線（三鷹駅～立川駅間）連続立体交差事業
（建設局道路建設部／一般会計）

移管・終了

○　ＪＲ中央本線の連続立体交差事業では、高架化に引
  き続き、駅舎工事やＪＲ中央本線北側に並行する関連
  側道の整備などを推進していく。
○　都内には、未だ約1,130か所もの踏切が残されてお
　り（平成23年12月現在）、交通渋滞や市街地の分断と
　いった都市の活力の低下を招く要因となるほか、震災
　時には、列車の緊急停止などに伴う幹線道路の踏切閉
  鎖により、緊急・救急活動の妨げとなるおそれがあ
　る。都民の生命、財産を守るためには、道路ネットワ
　ークの整備を促進するとともに、震災時に支障となる
　踏切を除却する必要があるため、必要な財源の確保に
　努め、区市や鉄道事業者と連携しながら、連続立体交
　差事業を着実に推進していく。

○　平成７年11月に都市計画事業認可を取得し、
　用地買収を進め、11年３月に工事着手した。
○　21年12月には、東側区間（三鷹駅～国分寺駅
　間）を高架化し、13か所の踏切を除却した。
○　22年11月には、西側区間（西国分寺駅～立川
　駅間）を高架化し、５か所の踏切を除却し、す
  べての踏切の除却が完了した。

【事業効果】
○　東側区間の高架化により、最大530ｍ（13年
  度調査）あった旧小金井街道踏切付近の交通渋
  滞が解消し、平均旅行速度が約４割向上した。
    また、武蔵小金井駅南口で駅前広場の整備や
  再開発事業が進むなど、連立事業を契機とした
  安全で賑わいのあるまちづくりが進んでいる。
○　西側区間の高架化後に行ったアンケート調査
  では、沿線消防署員の約８割が「目的地へ到着
  しやすくなった」と回答するなど、円滑な消防
  ・救急活動にも大きく寄与した。

その他

7,064,000

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 24年度予算額 4,216,334

○　踏切の除却により、渋滞が解消されるなど、本事
　業は確実に成果を上げている。

○　本路線は、事業の完了に向けて、沿道環境の保全
  や地域の円滑な交通を確保するための側道整備など
  の工事を着実に進めて行く必要がある。

○　また、他路線の連続立体交差事業の推進に際して
　は、事業期間が長期にわたることから、全体事業費
　を含めたプロジェクト全体の管理を適切に行うとと
　もに、事業効果の検証を確実に行っていく必要があ
　る。

６



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

24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 24年度予算額 －

○　都は地域の植物保全の拠点として、他の拠点園等
　とも連携しながら植物多様性保全を推進していく必
　要がある。

○　その役割の一つとして、絶滅危惧植物の保全・増
　殖は重要な取組であり、特に、他の拠点園での保全
　活動が行われていない、伊豆諸島及び都内本土部に
　ついては、都が果たす役割も大きいことから、都庁
　内外の各主体との役割分担と連携による積極的な取
　組が必要である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○  公益財団法人東京都公園協会に業務を委託し、以下
  の取組を行っていく。

○　本土部の保全計画策定に引き続き、島しょ部におけ
　る優先保全対象種の保全計画を進めていく。

○　絶滅危惧植物の保護・増殖に当たっては、策定した
　保全計画に基づき、平成24年度に神代植物公園に開設
　する植物多様性センターで保護増殖し、将来的に自生
  地への植戻し及び播種を行っていく。

○　地域で活動をしている植物保護団体や専門家
　と定期的な情報連絡会を開催することで情報の
　共有を図り、最新の絶滅危惧植物の生育状況を
　把握した。

○　他の地域野生植物保全拠点園や学識経験者、
  環境局から得た情報やノウハウを参考に、早急
　に保護増殖等の保全を図るべき優先保全対象種
　118種の選定を行った。

○　また、東京都レッドリストの改訂に当たり、
　以上の取組で得た情報を環境局に提供した。

○　公益財団法人東京都公園協会に業務を委託
  し、優先保全対象種のうち本土部43種につい
  て、保護増殖種の優先順位づけ、保護増殖や自
  生地への植戻しの手法等の保全計画策定を行っ
  ている。

その他

15,000

千円

千円

千円

事業評価票

158
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

都内絶滅危惧植物保全計画策定
（建設局公園緑地部／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

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律

○　絶滅のおそれのある野生植物の保全が課題と
　なる中、神代植物公園は、平成18年に社団法人
  日本植物園協会より関東地域の「地域野生植物
  保全拠点園」として指定された。
○　「地域野生植物保全拠点園」とは、全国各地
　の代表的な植物園を、地域の植物保全の拠点と
　なって活動すべき園として認定したものであ
  る。地域の気候・専門分野等の特色を生かしな
　がら、他の拠点園と連携して植物多様性保全を
　推進している。
○　神代植物公園では、他の拠点園による保全活
　動が行われていない伊豆諸島及び都内本土部の
　絶滅危惧種の保護増殖を積極的に行っていく。

１

○　1,134種の絶滅危惧植物の中から、優先保全対象種
　の絞り込みを行う際の選定基準の設定が課題であった
　ことから、有識者を交えて検討を行い、平均余命と推
　定個体数の２つを主たる指標として選定を行った。

○　自生地での減少要因や減少速度、生育個体数や分布
　から、自生地保全と域外保全のどちらが絶滅回避に有
　効な手段であるかを見極める必要がある。

○　域外保全を行う場合には、増殖後の種子保存や植え
　戻し・播種についても検討する必要がある。

４

３

２

15,00024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

15,000

○　局案どおり予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 12,00824年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

1,565

6,856

○　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

○　平成14年度公園審議会答申「区部霊園の管理
　のあり方」では、区部４霊園を「霊園と公園が
　共存し相乗的に機能を発揮する空間として再生
　する」こととし、これまでに青山霊園、谷中霊
　園において霊園再生事業を開始した。
○　染井霊園は、寺社仏閣や住宅地からなる閑静
　な環境に立地する一方で、知名度の高い商店街
　など賑わいのある町並みにも近い。またソメイ
　ヨシノ発祥の地に立地するなど、独自の地域性
　を有している。
○　このため、青山霊園、谷中霊園における取組
　みを踏まえながら、染井霊園の特色を活かした
　霊園再生事業を実施する。

１

○　霊園使用者への墓所移転・返還の意向調査を踏まえ
　て施設整備を計画しているが、実際には、意向の変化
　や条件が折り合わないことによる不調等もあり、数年
　ごとに計画を修正しながら事業を実施している。

○　事業の収支は、青山霊園では墓所の再貸付による収
　入が支出を上回っており、費用対効果の高い事業とな
　っている。谷中霊園では土地価格の下落の影響で歳入
  の減少が見込まれているが、施設整備の内容、再貸付
  規模等の見直しを行い収支の改善を図っていく。

○  上記を踏まえ、染井霊園再生に当たっては、事業を
  効率的に進めるため、墓所移転協力者の意向に沿った
  移転先の早期確保に努める。

４

３

２

事業評価票

159
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

染井霊園の再生
（建設局公園緑地部／一般会計）

移管・終了

○  平成23年11月公園審議会に諮問した「染井霊園再生
  のあり方」について答申を得て、これに基づき事業を
  開始する。
○  染井霊園は、寺社仏閣や住宅地からなる閑静な環境
  に立地する一方で、知名度の高い商店街など賑わいの
  ある町並みにも近い。またソメイヨシノ発祥の地に立
  地するなど、独自の地域性を有している。これらの特
  性を活かし、周囲と調和した再生を行う。
○  また、公園面積が狭小な地域であることから、霊園
  再生事業に対する期待も大きいため、地元との調整を
  十分に図りながら、霊園利用者だけでなく広く都民が
  利用しやすい空間として再生していく。

○　平成14年度公園審議会答申に基づき、16年度
　より青山霊園再生に着手した。また、17年度答
　申「谷中霊園再生のあり方について」を踏ま
　え、20年度より谷中霊園再生に着手した。

○　青山霊園、谷中霊園においては、霊園再生に
　当たって無縁墓所の整理や墓所移転への補償、
　返還の際の現状回復義務の免除などにより空間
　を確保し、広場、園路改修、立体式墓所等の整
　備を進めるとともに、一般墓所及び立体式墓所
　の貸付を行っている。また、自然及び歴史的人
　文資源を都民共有の財産と捉え、活用を進めて
　いる。

その他

12,008

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 24年度予算額 －

○　都民の墓所需要に応えていくためには、限られた
　都立霊園の敷地を効率的に活用していくことが不可
　欠である。

○　そのためには、染井霊園においても引き続き墓所
　移転や無縁墳墓処理により空き地を確保し、再生計
　画に基づき、計画的に再整備を行っていくとする局
　案は妥当である。

○　その際、青山霊園・谷中霊園の実績を踏まえ、収
　支面にも十分留意することが必要である。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 369,44024年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

1,911

9,800

○　計画に基づき、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

○　都民の墓所需要が依然として高く、また核家
　族化など家族構成の変化により墓所に対する需
　要が多様化する中、「安心して利用できる墓所
　を多くの都民に提供すること」が求められてい
　る。

○　そのため、既存霊園を有効活用し、集合墓地
　の供給に取り組んでいくこととした。

○　公園審議会答申に基づき、都民の墓地需要に
　応えるため、集合墓地の一つである合葬式墓地
　の整備事業に着手した。

１

○　整備する霊園の選定に当たり、既存の合葬式墓地３
　基が多摩地域で供給されていることから、区部東部の
　都民が利用しやすいように配慮した。

○　既存合葬式墓地と合わせ、４基で切れ目なく供給し
　ていくため、既存合葬式墓地での応募状況等を踏まえ
　必要規模を決定した。

○　合葬式墓地は、一つの墓所を大勢の人が利用するこ
　とから、常時参拝者が絶えず、施設も大きくなる。
    そのため、霊園内の設置箇所の選定に当たっては、
  十分な面積を確保でき、樹木に囲まれ静かで明るい場
  所であるなど、墓地にふさわしい環境であることや、
  周辺景観への影響にも配慮した。

４

３

２

事業評価票

160
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

合葬式墓地の整備
（建設局公園緑地部／一般会計）

移管・終了

○　計画に基づき、新たに八柱霊園に合葬式墓地を供給
　する。

○　合葬式墓地の応募状況や、今後の墓地需要全体の動
　向を十分に吟味したうえ、他の霊園への増設等の必要
　性について検討していく。

○　審議会答申の具現化のため、現在３基（多磨
　霊園１基、小平霊園２基）ある合葬式墓地を、
　更に１基を増設し、合計４基とする。

○　合葬式墓地の募集期間は１基につき５年間で
　あり、遺骨を20年間保管した後、共同埋蔵を行
　うことで20年経過後に再貸付が可能となる。

○　４基目の合葬式墓地を整備し、20年間を１ク
　ールとした切れ目のない安定供給を行うこと
　で、都民の墓所需要に応えることが可能となっ
　た。

その他

369,440

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 24年度予算額 －

○　核家族化などの家族構成の変化や、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、都民の墓所に対する多様な需要に的
　確に応えていく必要がある。

○　合葬式墓地は、敷地面積当たりの供給量が多く、
　限られた敷地を有効に活用できることから、安定的
　な墓所供給に適した手法である。

○　収容数から算定される歳入についても、既設の３
　基については、整備等による歳出を上回っており、
　４基目についても、十分な費用対効果も期待でき
　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

24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 24年度予算額 －

○　既に全ての都立学校に本システムが導入されてい
　ることから、引き続き適切な運用に努めていくこと
　で、児童・生徒の安全確保に寄与するものと考え
　る。

○　導入済みのシステムをさらに有効に活用していく
　ため、特にろう学校において、ＩＴと連携した上で
　情報の見える化を図ることが必要である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　平成25年度のシステム更新に合わせ、ろう学校の廊
  下や教室内に設置したディスプレイによる緊急地震速
  報の見える化を一層推進するなど、リアルタイムでの
  情報提供を行う。

○　平成20年度に全ての都立学校に導入(23年11
  月現在、247校）

○　各都立学校における避難訓練実施の際に緊急
　地震速報システムを活用することにより、より
　実効性のある訓練とするとともに、システムの
  運用状況を確認した。

○　東日本大震災において都立学校の生徒等に地
  震速報を提供し、児童・生徒の安全確保に寄与
  した。

その他

10,049

千円

千円

千円

事業評価票

162
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

緊急地震速報システムの活用
（教育庁総務部／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

○　気象庁が配信する緊急地震速報を全ての都立
　学校で受信・活用し、地震発生時にいち早い危
　険回避行動を促すことにより、児童・生徒の被
  害の防止・軽減を図る。

１

○　緊急地震速報システムは、受信した緊急地震速報を
　非常放送等を通じて校内に知らせる仕組みであるが、
  ろう学校においては、校内放送を聞いた教員等が児童
  ・生徒を誘導することとしており、教員が不在となる
  授業時間以外の休み時間等の運用に課題がある。

４

３

２

10,04924年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

10,650

10,238

○　局案どおり予算を計上する。

歳出

見直し・再構築

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 1,57424年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

1,455

○　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

○　教員の大量退職・大量採用の今日、即戦力と
　して働ける教員の育成が喫緊の課題となってい
　る。特に、小学校の新規採用教員は、１年目か
　ら学級担任を務めることとなるため、採用直後
　からの重点的・具体的な指導により、教員とし
　ての計画的な育成を図ることが求められてい
　る。そのため、教員に求められる「学習指導
　力」「生活指導・進路指導力」「外部連携・折
　衝力」「組織貢献力・組織運営力」の４つの力
  を迅速かつ確実に身に付けさせる必要がある。
○　そのため、小学校の学級担任を務める、新卒
　の新規採用教員に対して、重点的に学級経営研
　修を実施し、学級担任としての能力向上を図
　る。

１

○　研修生の増加に比例して、育成教員の需要も増加す
　る。育成教員には、新規採用教員を確実に育成できる
　力量が求められる。力量のある教員を育成教員として
　確保していくことが大きな課題となっている。

４

３

２

事業評価票

163
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

学級経営研修の充実
（教育庁人事部／一般会計）

移管・終了

○　平成26年度までに、 500人程度を研修生とする育成
　体制の構築を目指す。そのため、各地区教育委員会に
　事業の内容やその効果等を説明していくとともに、退
　職準備説明会においても育成教員募集の周知を徹底し
　ていく。

○　研修生の確かな育成が図られるよう、これまでの研
　修の成果や課題を踏まえ、育成教員を対象とした研修
　会の内容の充実を図る。

〔研修方法〕
　　学校経営研修生（以下「研修生」という。）
  と新人育成教員（以下「育成教員」という。）
  がペアで１つの学級を担任し、日常業務を通し
  て研修生を育成する。

〔研修内容〕
○　校内実務研修（育成教員と研修生が１つの学
　級を担任し、教科指導、生活指導、保護者対応
　等の実務を通して実践的な研修を実施）
○　校内特別研修（研修生の実態に応じ、育成教
　員が年間30時間程度の研修を実施）
○　集合研修（年３回程度）

〔成果〕
  　研修生は、平成22年度の業績評価において、
　高い評価を受けている。また、研修終了後も、
　身に付けた４つの力を活用し、学級経営に当た
　っている。

その他

1,574

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 24年度予算額 －

○　採用直後から学級担任を務める新規採用の小学校
　教員は、教員に求められる力を早急に身に付ける必
　要がある。そのため、育成教員とのペア制によって
　研修を実施することは効果的であると考える。

○　研修生の増加に見合った育成教員数が必要である
　が、より効果的な研修を実施するためには、指導力
　のある育成教員を確実に確保していく必要がある。

６



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

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 22,64724年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

2,444

29,886

○　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

○　若者の働く意識の希薄化、早期離職の解消を
　図るため、生徒の勤労観・職業観を培い、体験
　的学習による実践的な技術・技能を身に付け即
　戦力となる人材の育成を目指し、平成16年度に
　六郷工科高校デュアルシステム科を新設した。
○　「ものづくり教育推進検討委員会（最終報
　告）」（19年８月）において、雇用のミスマッ
　チの解消や地域企業の後継者育成として評価の
　高いデュアルシステムを更に推進していくこと
　とした。
※  東京版デュアルシステムとは
　　企業が求める技術・技能を身に付けるため、
　高校の実習として企業で長期の就業訓練を行う
　仕組みで、企業と生徒の合意による就職も可能

１

○　六郷工科高校でのインターンシップ及び長期就業訓
  練を行う生徒数は、30名と規模が小さく、現行の受入
  企業だけでは、他校においてデュアルシステムを導入
  していくことが難しい。

○　他校においては、２学年で行うインターンシップの
  生徒数が 175名と規模が大きい。さらに、受入先の開
  拓に当たっては、教員が通常の学校活動の合間を縫っ
  て行うため、人的・時間的な制約があり、受入企業の
  確保が十分とは言えない状況にある。

４

３

２

事業評価票

164
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

ものづくり人材育成システムの整備
（教育庁都立学校教育部／一般会計）

移管・終了

○　より多くの協力企業を確保し、多くの生徒の参加を
  促進し、効果的なインターンシップや長期就業訓練を
  実施することにより、即戦力となる「ものづくり人
  材」を育成し、就職に結びつけていく。

○　平成24年度に新たにデュアルシステムを導入する北
  豊島工業高校及び田無工業高校のインターンシップ等
  の受入先を確保するため、業務委託による企業開拓を
  実施し、受入可能な企業と具体的な調整を図り、効率
  的な就業訓練先の確保を図る。

○　導入校の成果を検証し、生徒及び企業のニーズに合
  った取組を実施していく。

○　六郷工科高校において、デュアルシステムの
  導入により就職者の約半数が協力企業に就職す
  るなど、成果を上げている。また、導入後７年
  が経過し、参加企業も増え、企業との良好な関
  係を築くことができている。

○　平成23年度に葛西工業高校及び多摩工業高校
  にデュアルシステムを拡大した。

その他

22,647

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 24年度予算額 －

○　先行して東京版デュアルシステムを導入している
　六郷工科高校において一定の成果を上げていること
　から、本システム導入校を拡大していくことは妥当
　である。

○　本システム導入校の拡大に当たっては、必要十分
　な受入企業数を確保することが不可欠であり、企業
　開拓を効率的に実施するとともに、協力企業との具
　体的な調整が必要である。

６



平成 11 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

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

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

24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

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

－

－

拡大・充実

－ 254,41724年度予算額

歳
入

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

24年度見積額

230,381

216,950

○　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

○　移動型交通情報提供装置（サインカー）は、
　交通渋滞が予想される行事等の事前情報や交通
　管制センターからの情報または現場において直
　接収集した渋滞情報、規制情報、突発事案発生
　情報等を表示画面及びマイク広報により、道路
　利用者に対して直接提供し、交通の安全と円滑
　を図るものである。

１

○　平成11年度からリース契約により導入していたが、
　保守込みによるリース契約は、経費全体でみると割高
　であった。

○  また、リース契約は、サインカーの所有権がリース
  会社にあるため、自動車整備士の資格を有する警視庁
  職員が修理できる軽微な故障等でも、リース会社に対
  応を依頼せざるを得ない。
    そのため、年末年始などサインカーの出動が多くな
  る時期に故障し、リース会社の修理対応が遅れた場
  合、道路利用者への情報提供に支障を来たすおそれが
  ある。

４

３

２

事業評価票

166
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

移動型交通情報提供装置（サインカー）の整備
（警視庁交通部／一般会計）

移管・終了

○　経年に伴う更新時に、リース契約から備品購入に見
　直し、経費節減を図った。
　
○　残りの装置についても、更新時に備品購入に変更
　し、全体として経費の縮減を図っていく。

○　平成11年度から、交通機動隊及び高速道路交
  通警察隊に配備している。
　
○　平成22年中は、警衛・警護・警備や、マラソ
　ン大会、花火大会、祭礼などで、998回出動す
　るなど、その活用方法は多岐にわたっている。
　　また、阪神・淡路大震災、東日本大震災の際
　には、被災地に派遣し、被災時の避難誘導、滅
　灯交差点対策、地域住民に対する交通情報等、
　各種交通対策に使用している。

○　東日本大震災を踏まえた緊急対策において、
　未配備の４交通機動隊に各１台導入し、すべて
　の交通機動隊に配備が完了した。

その他

254,417

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 24年度予算額 －

○　移動型交通情報提供装置(サインカー)の更新に当
　たり、これまでの使用実態を踏まえ、公会計の視点
　から経費を改めて検証を行い、備品購入に変更する
  とした局案は妥当であると考える。

６

賃借料 15,930千円 減価償却費 10,880千円

（保守料込み） 修 　繕 　料 530千円

公 租 公 課 60千円

合　　　　　計 15,930千円 合　　　　　計 11,470千円

※　１台１年当たり

リース契約 備品購入

《リース契約と備品購入のコスト比較（発生主義による試算）》
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