
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 －

○　東日本大震災の被災地復興支援に役立てるため、
　区市町村が撤去・整備点検した放置自転車を都が被
　災地へ搬送したことは非常に有効であったと考えら
　れる。

○　引き続き、区市町村と連携を図りながら、ニーズ
  に応じて提供を行っていくことは妥当と考えられ
  る。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　被災地では、避難所から仮設住宅等への転居が進ん
　でおり、今後は、実生活を送る上で様々な支援が必要
　となるため、引き続きニーズに応じた提供を行ってい
　く。

○　都内区市町村の多くは、放置自転車を被災地
　へ輸送する経費や手段がなかったため、被災地
　の自治体からの要請に基づき、再生自転車を被
　災地へ提供するための仕組みを構築した。

○　平成23年10月末現在、都内15区、６市から
　2,266台の提供を受け、岩手県へ450台、宮城県
　へ1,150台、福島県へ666台搬送した。提供した
　自転車は、高校生の通学用など、被災地の足と
　して幅広く利用されている。

その他

10,157

千円

千円

千円

事業評価票

3
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

再生自転車による被災地支援
（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

○　東日本大震災の被災地の復興支援を行うた
　め、平成23年６月に策定した「東京都緊急対策
　2011」において、被災地のニーズに応じた再生
　自転車の提供を区市町村と連携して優先的に取
　り組んでいくこととした。

１

○  再生自転車については、被災地のニースに応じて区
　市町村から提供してもらうが、計画的な確保が困難で
　ある。

４

３

２

10,15724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

5,666

6,959

○　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 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

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

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 －

○　犯罪被害者やその家族は、犯罪等による直接的な
　被害にとどまらず、様々な副次的な被害に苦しんで
　おり、犯罪被害者等の状況に応じたきめ細かな支援
　を行うため、相談窓口を充実させていくことは必要
　である。

○　相談件数が増加傾向であることを踏まえ、相談員
　の増員による都相談窓口の充実や、都相談員による
　区市町村窓口の訪問・助言など、区市町村窓口との
　連携強化を図ることが有効である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　被害者のニーズに的確に対応するとともに、区市町
　村への支援体制を強化するため、都相談員を１人増員
　し、３名体制とする。

○　区市町村における相談窓口の設置をさらに推進する
　とともに、都相談員による区市町村窓口の訪問・助
　言、区市町村職員の研修生受入れなどを通じて、区市
　町村との連携を強化し、犯罪被害者等支援事業の底上
　げを図る。

○　平成20年４月、公益社団法人被害者支援都民
　センター内に東京都総合相談窓口を設置し、同
　窓口において、電話等相談、精神科医等による
　カウンセリング、裁判所等への付添いなどの支
　援を開始した。

〔過去３年間の相談・支援実績〕
　・平成20年度　2,812件
　・平成21年度　3,342件
　・平成22年度　4,791件

〔区市町村における相談窓口の設置状況〕
　・平成21年４月１日現在　 33/62区市町村
　・平成22年４月１日現在　 40/62区市町村
　・平成23年４月１日現在　 44/62区市町村

その他

9,794

千円

千円

千円

事業評価票

10
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

犯罪被害者等支援総合相談窓口における相談・支援の強化
（総務局人権部／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

犯罪被害者等基本法

○　犯罪被害者やその家族は、犯罪による直接的
　な被害のみならず、精神的苦痛など被害後に生
　じる様々な副次的な被害にも苦しめられ、その
　権利が尊重されてきたとは言いがたい状況にあ
  った。こうした状況に関する被害者団体等の声
  を受け、犯罪被害者等基本法が制定された。
○　同法において、地方公共団体による施策の策
　定、実施責務が明記されたことから、平成20年
  １月に「東京都犯罪被害者等支援推進計画」を
  策定し、本事業を開始した。
○　区市町村、民間団体その他支援機関と連携
  し、被害者等が被害を受けたときから再び平穏
  な生活を営むことができるようになるまでの
  間、必要な支援を提供する。

１

○　都相談窓口の周知に努めた結果、相談件数が毎年増
　加し、その役割が高まっているが、都相談員は２名体
　制であり、被害者等の様々なニーズに対応するのは困
　難である。

○　区市町村相談窓口の設置数は増加してきているが、
　犯罪被害者等への対応が不慣れであったり、十分な支
　援策を提供できていない窓口もある。

４

３

２

9,79424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

6,680

6,574

○　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 －

○　中長期的に工事品質の確保を図るためには、工事
　成績などに対するインセンティブを強化し、優良な
　事業者の受注機会を拡大していくことが重要であ
　り、総合評価方式の適用を拡大していく必要があ
　る。

○　適用を拡大するため、アウトソーシングが可能な
　業務を整理し、外部委託を行うことで、効率的な体
  制を整える局案は妥当と考える。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　現在、全庁的に総合評価方式の適用拡大が求められ
　ており、契約制度を所管する財務局として、より積極
　的に総合評価方式の適用拡大に取り組む必要がある。

○　そのため、業務内容を改めて精査し、定型的な業務
  などの一部を委託化することで、総合評価型方式の適
  用拡大を進める。

○　平成13年度から総合評価方式の適用に取り組
　み、中小規模工事を対象とし、企業の施工能力
　を審査する「施工能力審査型」については、一
  定の実績を残してきている。
    一方、技術的課題がある中小規模以上の工事
  を対象とし、企業の施工能力の審査と技術的所
  見を求める「技術力評価型」については、19年
  度の導入以来２件の実施にとどまっている。

その他

2,594

千円

千円

千円

事業評価票

11
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

発注者支援業務委託
（財務局建築保全部／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

公共工事の品質確保の促進に関する法律

○　都は、公共工事の品質確保の促進に関する法
　律により、平成17年度から総合評価方式の運用
　を開始した。

○　総合評価方式は、「技術提案型」、「技術力
  評価型」、「技術実績評価型」、「施工能力審
  査型」の４種類あり、価格以外の多様な要素を
  も考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容
  の契約を締結することを目的としている。

１

○　総合評価型方式は、価格や品質に優れた調達が可能
　となるとともに、業者の技術力向上に対する意欲が高
　まることにより、業者の育成にも資するものである。

○　そのため、総合評価方式、とりわけ技術力評価型を
  積極的に進める必要があるが、複数回の審査会を経る
  必要があるなど、通常の入札案件と比べて業務量が増
  大するため、実績が低迷している。

４

３

２

2,59424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 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

歳入 24年度予算額 －

○　消費電力の増加を抑えるとともに、来庁者及び職
  員の健康維持を図る必要がある。

○　設備が老朽化した都税事務所では、ゾーンごとの
　温度設定などができないことから、室温の上昇を抑
　制する効果のある断熱フィルムの貼付は節電対策に
　有効な手段の一つであると考える。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　２階以上の日差しの強い方角の窓ガラスに断熱フィ
　ルムを貼付することで空調効率を向上させ、執務環境
　の維持を図るとともに、納税者等来庁者の健康を確保
　する。

○　各都税事務所において「平成23年度主税局節
　電実行基本方針」に基づく行動計画を定め、節
　電対策に取り組んでいる。

○　天候等に応じた空調運転の調整や照明器具の
　間引きの強化、ＯＡ機器の省エネモード設定の
　徹底などにより、主税局の全事務所合計で、都
　庁目標である昨夏比25％のピーク電力削減を達
　成した。

その他

14,606

千円

千円

千円

事業評価票

14
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

窓ガラス断熱フィルム貼付
（主税局総務部／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

○　平成23年５月に公表された、政府の電力需給
　対策において、大口需要家・小口需要家・家庭
　のそれぞれで昨夏比15％減の消費電力削減目標
　が設定された。

○　都では、「東京都電力対策緊急プログラム」
　を策定し、都庁舎など主として職員が利用する
　施設については、政府の目標を上回る昨夏比25
　％のピーク電力削減を目標とした。

○　消費電力を増やすことなく、来庁者の健康と
  執務環境の維持を図る必要がある。

１

○　平成24年度の電力需給の見通しは、依然として不透
　明であり、引き続き消費電力を増やすことなく、来庁
　者の健康と執務環境の維持を図る必要がある。
　
○　設備が老朽化した都税事務所では、庁舎内のエリア
　をきめ細かく分けた空調制御ができないため、窓に近
　いエリアとそれ以外でのエリアでの一定した温度管理
　が難しい。

４

３

２

14,60624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が、断熱フィルムの貼
　付による室温の抑制効果などを検証する必要があ
　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 9 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

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

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

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 －

○　平成23年のＮＰＯ法改正を踏まえ、現在、国税庁
  が行っている認定事務についても円滑に行うととも
　に、ＮＰＯ法人の運営体制の適正化を図っていくこ
　とが必要である。

○　所轄庁としてＮＰＯ法人の指導・監督事務をより
　効率的に行っていくため、未提出の書類の督促方法
　を見直すとともに経費縮減を図ることは妥当と考え
　る。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　平成23年６月にＮＰＯ法が改正され、現在国税庁が
　行っている認定ＮＰＯ法人に係る認定事務を24年４月
　から都道府県が行うこととなったこと等を踏まえ、Ｎ
　ＰＯ法人の運営体制の適正化を図っていく。

○　報告書未提出団体への督促に係る経費等を精査しつ
　つ、電話等を効果的に用いて、より効率的な法人指導
　監督業務を行う。

○　所轄庁による法人の指導・監督等について、
　３年以上事業報告書を未提出の法人には、督促
　から過料処分、聴聞の実施、認証の取消に至る
　事務を行っている。

○　また、設立登記完了届未提出の法人や、市民
　から苦情等が寄せられた法人については、市民
　等へ説明を行うよう要請している。

○　その他、郵便物が届かないなど、事務所の所
　在が不明な法人についても、法人の役員に対し
　て住所確認を行うなどの監督事務を行ってい
　る。

その他

21,355

千円

千円

千円

事業評価票

24
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

ＮＰＯ法に基づく法人認証
（生活文化局都民生活部／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

特定非営利活動促進法、特定非営利活動
促進法の施行に関する条例

○　ボランティア活動などの市民が行う社会貢献
　活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与
　することを目的とする特定非営利活動促進法（
　以下、「ＮＰＯ法」という。）に基づき、特定
　非営利活動を行う団体に法人格を付与する法人
　認証制度を行っている。

○　提出が義務付けられている事業報告書等を提
　出していない休眠法人や法令違反法人に対して
　は、ＮＰＯ法に基づく報告徴収や改善命令、設
　立の認証の取消等を行うとともに、当該法人名
　を公表するなど、所轄庁としてＮＰＯ法人の適
　正な運営を支援する取組を強化している。

１

○　事業報告書や役員変更届を提出していない法人や定
　款に定めていない事業を行っている法人など、ＮＰＯ
　法の規定に反する運営を行っている法人が存在してお
　り、効率的なＮＰＯ法人指導・監督事務を行う必要が
　ある。

４

３

２

21,35524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

20,026

23,963

○　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

453

－

拡大・充実

－



平成 9 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

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

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

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

－ 72,03524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

62,334

74,965

○　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

消費者基本法、東京都消費生活条例

○　消費生活センターにおいては、創設時より都
　民が自立した消費者として主体的で合理的な消
　費生活を営むことができるよう、必要な情報提
　供を行うとともに、学習機会を提供している。

１

○　架空・不当請求については、相談件数は減少してい
　るものの、インターネット上などで、消費者が気がつ
　かないうちに悪質なサイトへ誘い込まれる等、その手
　口はますます巧妙になってきており、引き続き対策が
　必要である。

４

３

２

事業評価票

25
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

情報提供及び被害防止啓発事業（消費生活総合センター）
（生活文化局東京都消費生活総合センター／一般会計）

移管・終了

○　架空・不当請求については、これまでの普及・啓発
　事業により相談件数の減少など一定の成果が見られた
　が、今後は対象を限定し、各世代に応じた事業展開を
　図ることが効果的であると考える。

○　そこで、高齢者や若者の被害防止キャンペーン時に
　合わせて周知することにより、経費縮減を図りなが
　ら、普及啓発の効果を向上させていく。

○　また、今後はインターネットにおける各種契約トラ
　ブル防止の啓発について検討していく。

○　消費者被害の未然拡大防止を図るため、学習
　講座の開催や、各世代を対象とした教育教材の
　制作、ポスター・リーフレットの発行、交通広
　告等を実施している。特に被害が多い高齢者と
　若年層に対しては、キャンペーンを展開し、啓
　発事業に取り組んでいる。

○　平成16年度に相談件数が急増した架空・不当
　請求による被害を防止するため、17年3月より
  「架空請求110番」で相談受付を行うととも
　に、チラシや車内広告などの広報・啓発事業を
　実施してきた。これらの取組により、架空・不
　当請求の被害実態やその手口が周知され、相談
　件数も17年度の16,071件をピークに、22年度に
　は6,535件まで減少している。

その他

72,035

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 －

○　架空・不当請求の被害防止について、相談件数は
　減少したものの、犯罪手口が巧妙となっていること
　等を踏まえ、ターゲットを絞った広報は、経費縮減
　とともに被害防止に寄与するため、本見直しは妥当
　と考えられる。

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

－ 70524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

301

623

○　局案は養成規模の拡大を図る一方で、これまでの
　実施状況を踏まえ、経費の精査を行っていることか
　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

東京都被災宅地危険度判定実施要綱

○　阪神・淡路大震災で被災した宅地の危険度を
　判定した際に、人員不足や技術水準の差などに
　より、判定活動が困難を極めたことから、平成
　９年度に全国統一の制度が創設された。
○　地震や豪雨等により宅地が大規模かつ広範囲
　に被災した場合、被災宅地危険度判定士（以下
　「宅地判定士」という。）が被害の発生状況を
　迅速かつ的確に把握して、被災した宅地の危険
　度を判定することにより、二次災害を軽減防止
　し、住民の安全を図ることを目的としている。
○　大規模な災害が発生した場合は、被災県等の
　要請に基づき他県等の宅地判定士が判定を行
　う。

１

○　東日本大震災を踏まえ、都は首都圏直下型地震等の
　災害時に、被災自治体の実施本部設置に伴う要員の派
　遣等に応じるため、都内の宅地判定士を更に増員して
　いく必要がある。

○　地震の発生には地域により偏りがみられるため、都
　道府県レベルで判定技術に差が生じつつある状況を鑑
　み、技術レベルの維持についても考慮していく必要が
　ある。

４

３

２

事業評価票

32
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

被災宅地危険度判定士
（都市整備局市街地整備部／一般会計）

移管・終了

○　宅地判定士の登録人数を増加させ、その技術水準を
　維持するため、テキスト代等の消耗品費の縮減によ
　り、全体経費の一層の圧縮を図った上で宅地判定士養
　成講習会の開催回数を年２回に増やす。

○　都道府県と政令指定都市等で全国規模の連絡
　協議会を構成し、その傘下に区市町村を会員と
　する都道府県連絡協議会を設置して、判定方法
　の改善や会員相互の支援に関する調整、判定に
　おける実施体制の整備などを推進している。

○　都は毎年300人規模の宅地判定士養成講習会
　を開催し、平成22年度末現在で、約1,300人の
　宅地判定士を登録している。

○　東日本大震災では、東北関東甲信越の９県50
  市町村が約3,700宅地を判定した。

○　うち、都は28日間にわたり延べ82人の宅地判
　定士を派遣し、228宅地の危険度判定を行って
　いる。

その他

705

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 －

○　東日本大震災では、被災自治体からの要請を受
　け、都から宅地判定士を派遣して判定業務を行う
　など、これまでの取組の成果があったと考えられ
　る。

○　被災時の二次災害を防止し、都民の安全を確保す
　るとともに、他の被災自治体からの派遣要請にも対
　応できるよう、引き続き判定士の養成規模を拡大し
　ていくことが求められている。

６



平成 8 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

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

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

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 －

○　当該調査は、汚染源事業場を推定し、汚染原因の
　究明と汚染回復対策に役立てる有益な調査である。

○　今後とも、都民の健康被害と汚染拡大を未然に防
　止していくためにも、直近の状況を踏まえながら適
　正規模で調査・分析を実施していく必要がある。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　地下水汚染発生時に対応できる体制を確保しつつ
　も、近年の立入調査実施状況を考慮し、調査の規模の
　見直しを行う。

○　今後とも、都民の健康被害の未然防止に向け、地下
　水汚染対策が適切に実施できる体制を確保し、地下水
　汚染に的確に対応していく。

○　人的な汚染においては、汚染源の推定後、原
　因である事業場を推定した後、立入調査を行
　い、浄化指導等を実施している。

○　なお、汚染井戸については、原因が人的・自
　然由来にかかわらず、継続的に地下水の監視を
　実施している。

○　地下水汚染発見数　　○　立入調査実施数
　　19年度　　７件　　　　  19年度　　１件
　　20年度　　６件　　　　  20年度　　０件
　　21年度　　６件　　　　  21年度　　０件
　　22年度　　３件　　　　  22年度　　０件

その他

10,570

千円

千円

千円

事業評価票

35
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

地下水汚染対策
（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

水質汚濁防止法等

○　地下水汚染が発見された場合、その汚染状況
　の確認と汚染原因を究明し、汚染原因者に浄化
　指導を行うことにより、都民の健康被害を未然
　に防止するとともに、地下水汚染の拡大を防止
　することを目的としている。

１

○　近年の地下水汚染では、立入調査まで行う地下水汚
　染は発生していない。

４

３

２

10,57024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

2,447

12,686

○　過去の実績から調査規模の見直しを行っており、
　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 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

－ 19,27424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

7,004

7,004

○　ＣＭＳの更新を行うことで、上記の課題へ対応す
　ることが可能になるとともに、今後の年間維持管経
　費の削減にもつながることから、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

○　福祉保健医療に関する情報提供の推進及び情
　報化へ対応するため、平成11年からホームペー
　ジを開設している。

○　20年１月に、局ホームページのアクセシビリ
　ティ、ユーザビリティの向上及び職員のホーム
　ページ更新作業の効率化を図るため、ホームペ
　ージ作成支援ツール（コンテンツマネジメント
　システム。以下「ＣＭＳ」という。）を導入
　し、ホームページの全面リニューアルを実施し
　た。

１

○　重要事項の迅速発信
　・現行ＣＭＳにおけるホームページの更新時間（イン
　　ターネット上へのアップロード）は最短でも45分を
　　要している。
　・震災関連情報（放射線量測定結果）や新型インフル
　　エンザ、食中毒等、都民の生命に係る情報を緊急時
　　に迅速に発信する責務を負う中、更新時間を短縮し
　　タイムリーに情報発信することが求められている。
○　更なるアクセシビリティ及びユーザビリティの向上
　・総務省作成「みんなの公共サイト運用モデル」（以
　　下「公共サイト運用モデル」という。）における最
　　新のＪＩＳ規格に基づく対応が求められている。
○　現行ＣＭＳの更新
　・現行ＣＭＳのサポート期限は平成26年２月までのた
　　め、早急な対応が必要である。

４

３

２

事業評価票

40
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

局事業の広報（福祉保健局ホームページの向上）
（福祉保健局総務部／一般会計）

移管・終了

　ＣＭＳのバージョンアップにより以下の点を改善し、
都民サービスの向上を図る。
○　ホームページ更新時間を45分から５分に大幅短縮
　・緊急プレス情報などをタイムリーかつ迅速に情報発
　　信することが可能になる。
○　利便性の更なる向上
　・「公共サイト運用モデル」において平成26年度まで
　　に対応することとされている格付ＡＡを取得予定。
○　業務の効率化と費用対効果の向上
　・更新のための操作性の更なる向上を図る。
　・年間維持管理経費の削減を図る。

○　都民サービスの向上
　・ホームページの開設により局内情報提供ツー
　　ルを増強した。

○　障害者・高齢者等への対応
　・日本工業規格（以下「ＪＩＳ規格」とい
    う。）に対応したページ作成により誰もが閲
　　覧可能になった。
　・アクセシビリティーサポートツールの導入に
    より、音声読み上げ・文字拡大・ルビ振り等
　　の閲覧支援機能を提供した。

○　ホームページ更新作業の効率化
　・更新のための操作性が向上するとともに、完
    成ページを確認する機能によりページの信頼
    性が向上した。
　・専門知識なしでＪＩＳ規格に対応したページ
　　作成が可能になった。

その他

19,274

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 －

○　福祉保健局のホームページは、都の福祉・保健・
　医療施策に関する情報を発信しており、年間4,500万
　件を超えるアクセスがある。特に、東日本大震災発
　生時は、更新回数とアクセス数が増加している。

○　現状、ホームページの更新に最短でも45分程度要
　しており、即時に更新できないことや、高齢者や障
　害者がより簡単に情報取得・利用できるよう、更な
　る利便性の向上が課題となっている。

○　ＣＭＳの更新により、情報更新に要する時間を５
　分程度に短縮して迅速な情報発信が可能になるとと
　もに、より一層分かりやすいホームページを都民に
　提供できるなど、広報事業の一層の効率化が可能と
　なる。

６



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

歳入 24年度予算額 －

○　東日本大震災や新たな施策展開などを踏まえて、
　災害時医療救護活動に関する各種マニュアルを更新
　し、研修に活用していくことは重要である。

○　更新に当たっては、マニュアルの内容以外にも、
　統一性や実際の利便性を考慮した見直しが必要であ
　る。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　現状の課題を踏まえ、各種マニュアルを更新し、災
　害時医療救護活動研修において活用する。
○　更新に当たっては、東京都地域防災計画の見直しに
　合わせ、見直し予定の医療救護活動や、地域における
　災害時医療の体制作りなど、必要な情報を適切に反映
　する。
○　同時に、マニュアルの体系を整理し、内容の重複す
　るマニュアルについては統合を行って簡素化を図ると
　ともに、印刷経費などを縮減する。
○　また、各種マニュアルに関する今後の更新・改訂の
　方法、期間等について定めていく。

○　年間20回前後、約1,400人に対する研修を実
　施している。

○　災害時において、限られた医療資源を活用
　し、迅速かつ確実に多数の傷病者を診療できる
　体制を確保している。

○　具体的な活動指針や行動計画については、テ
　ーマごとにマニュアルを整備し、統一的な対応
　を行っている。

その他

2,106

千円

千円

千円

事業評価票

41
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

災害時医療救護活動研修
（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

○　医療救護班等の医師・看護師等に対して、災
　害時における医療救護活動に関する研修を実施
　し、災害時医療救護活動を円滑に行うために万
　全を期すことを目的としている。

１

○　平成８年から13年にかけて16種類整備してきた各種
  マニュアルに、新たな施策（東京ＤＭＡＴ（災害医療
　派遣チーム）の編成、東京都災害拠点病院拡充など）
　の反映ができていない。

○　東日本大震災などを踏まえ、被害想定の見直しや、
　新たな施策展開についての反映が必要となっている。

○　記載内容が重複するマニュアルが存在し、利便性の
　向上が必要になっている。

４

３

２

2,10624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

1,669

1,134

○　災害時に円滑な医療救護活動を実施していくた
　め、各種マニュアルの更新及び研修の実施に必要な
　予算を局案どおり計上する。

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 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 1,659

○　高齢化社会が進行する中、介護サービスの需要も
　多様化しており、区市町村を中心とした適切な介護
　サービスを提供する体制の確保が求められている。

○　本事業は、介護認定審査会の適正な運営、離島等
　の特性に応じた介護保険サービス提供体制の充実、
　介護予防事業の推進を目的として実施しており、介
　護サービスの適切な提供に対して一定の成果が認め
　られる。

○　日程調整が困難であることなどにより、十分な成
　果を上げることができていない事業について、研修
　や会議の開催形式の見直しを通じて、より効率的な
　事業実施体制を確保していることは妥当である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　介護認定審査会運営適正化研修のブロック研修を、
　講義形式の全体研修と同日に実施すること、討議の進
　行役を外部講師ではなく参加者である介護認定審査会
　事務局職員が行うこととし、研修調整事務の効率化及
　び講師経費の削減を図る。
○　サービス確保対策検討委員会については、他の委員
　会の開催に併せて実施することで、島しょ職員の参加
　を促し、重複している参加者の旅費の削減を図る。
○　介護予防推進会議を、専門家から区市町村の実務担
　当者を中心とした会議体に再編成し、専門家をアドバ
　イザーとする形式とすることで、地域の実情を反映さ
　せた効果検証を可能にし、介護予防事業の一層の推進
　を図る。

○　「介護認定審査会運営適正化委員会」の設置
　及び「介護認定審査会運営適正化研修」の実施
　により、要介護認定の適正化を推進している。

○　「サービス確保対策検討委員会」において離
　島等の特性に応じた施策等を検討し、介護保険
　サービス提供体制の充実を図っている。

○　「東京都介護予防推進会議」において介護予
　防事業の普及・定着を促進するとともに、区市
　町村への技術的支援等を実施し、介護予防事業
　の推進を図っている。

その他

2,904

千円

千円

千円

事業評価票

46
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

介護保険制度の運営等
（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

介護認定審査会運営適正化研修実施要綱
等

○　介護認定審査会の運営状況等について有識者
　らによる分析検討を行う委員会を設置するとと
　もに、検討結果を踏まえた「介護認定審査会運
　営適正化研修」を行うことにより、区市町村に
　おける要介護認定適正化の取組を支援する。
○　介護保険サービスの確保が困難な離島や山間
　等の過疎地域における「サービス確保対策検討
　委員会」を設置し、地域の特性に応じた施策等
　について検討し、介護保険サービス提供体制の
　充実を支援する。
○　区市町村が、より効率的・効果的に介護予防
　事業を実施できるよう「東京都介護予防推進会
　議」を設置し、都として技術的支援・助言を行
　い、介護予防事業の推進を図る。

１

○　介護認定審査会運営適正化研修のうち、討議形式の
　ブロック研修について、10ブロックごとに開催日を調
　整する必要があり、外部講師及び対象者である介護認
　定審査会事務局職員の調整が困難であったため、開催
　できない場合があった。

○　サービス確保対策検討委員会については、島しょ職
　員が本庁に出張する必要があるが、日程によって参加
　できない島しょがあった。

○　介護予防推進会議について、制度の定着により、近
　年は専門家による施策の方向性を検討・決定する事項
　がなく、実務に関する連絡・調整等を実施している状
　況であった。

４

３

２

2,90424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

1,586

5,362

○　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

940

3,177

拡大・充実

1,659



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

12,011

21,371

拡大・充実

20,213 37,37824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

29,318

39,407

○　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

感染症法、性感染症に関する特定感染症
予防指針

○　感染症対策については、平成11年度に性病予
　防法が廃止されて、感染症予防法に統合され、
　集団予防・発生後の防疫措置を中心に据えた事
　後対応型行政から、個々の国民の予防及び良質
　かつ適切な医療の積み重ねにより社会全体の感
　染症の予防を推進する事前対応型行政へと転換
　したことに伴い、都の性感染症対策も事前対応
　型へと転換を図ってきた。

○　性感染症には無自覚・無症状に近いものが多
　いため、疾病についての知識の普及を図るとと
　もに匿名無料の検査の実施により早期発見を促
　すことを目的とし、11年度から実施している。

１

○　母乳を介した母子感染（６割以上を占める）及び性
　行為感染を主な感染ルートとしているＨＴＬＶ－１（
　ヒトＴ細胞白血病ウィルスⅠ型）への対策として、国
　が平成22年12月に「ＨＴＬＶ－１総合対策」をまと
　め、重点対策として、感染予防対策の実施を掲げた。

○　既に国庫補助対象であった妊婦健康診査（母子感染
　対策）に加え、平成23年度から性行為感染に係る検査
　事業及び相談事業についても国庫補助の対象となった
　ことから、国の動きを踏まえて対応していく必要があ
　る。

４

３

２

事業評価票

52
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

性感染症対策
（福祉保健局健康安全部／一般会計）

移管・終了

○　都保健所における従来の性感染症検査にＨＴＬＶ－
　１のスクリーニング検査を追加するとともに、保健所
　職員を対象としたＨＴＬＶ－１相談に関する研修を実
　施し、専門知識の付与等を図ることにより、感染予防
　対策を充実する。

○　都保健所においてＨＩＶ検査を受診する者の
　中で希望者に対し、クラミジア・梅毒・淋菌感
　染症を対象として、無料・匿名でスクリーニン
　グ検査を実施している。

○　都保健所における検査実績は、平成21年度は
　6,547件、22年度は5,623件、23年度は9月末時
　点で2,780件である。

○　ＨＩＶ検査前カウンセリング時に「性感染症
　ってどんな病気？」のパンフレットを配布する
　など、性感染症に対する予防等、正しい知識の
　普及を図るとともに、受診者が予防行動を取れ
　るよう実情に応じた相談を行っている。

その他

37,378

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 20,213

○　ＨＴＬＶ－１への感染は、成人Ｔ細胞白血病やＨ
　ＴＬＶ－１関連脊髄症の発症原因となり、感染予防
　に向けた早急な対策が必要となっている。

○　国が「ＨＴＬＶ－１総合対策」をまとめ、新たに
　ＨＴＬＶ－１に係る検査事業や相談事業を国庫補助
　対象としたことから、都においても速やかに実施に
　向けた対応を図っていく必要がある。

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

－

1

拡大・充実

1 9,12924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

5,305

9,129

○　経費の見直しを行った上で、事業ＰＲの拡大を図
　っていることから、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

中小企業の新たな事業活動の促進に関す
る法律

○  平成11年３月、中小企業の経営革新を支援す
　ることを目的に「中小企業経営革新支援法」が
　施行された。17年には、創業・中小企業の新た
　な事業活動を総合的に支援し、その促進を図る
　ことを目的に「中小企業の新たな事業活動の促
　進に関する法律」として、改正が行われた。

○  本法のもと、都では、産業活力の源泉である
　中小企業から提出される、経営革新計画の承認
　申請を受け付け、その計画が適当であるかを審
　議し、法の要件に適合するものと認めた計画を
　承認し、中小企業の経営革新の支援に取り組ん
　でいる。

１

○  平成22年度の経営革新計画の承認実績は372件で、
  21年度の523件から151件減少した。

○　これは、景気低迷の影響を受け、中小企業の中長期
　的かつ計画的な新規分野への取組が低迷するととも
　に、金融円滑化法やセーフティネット保証等の中小企
　業金融施策の充実等による資金繰り環境が変化したこ
　とが影響していると考える。
　

４

３

２

事業評価票

54
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

中小企業事業革新支援事業
（産業労働局商工部／一般会計）

移管・終了

○  中小企業が成長していくには、新たな取組を通じた
  経営基盤の強化が重要であり、その取組に対する支援
　ニーズは高い。
○  経営革新への取組の促進は、都内経済・産業の活性
　化に寄与するため引き続き多くの企業が「経営革新」
　に取り組むよう、事業の周知に努めていく必要があ
　る。
○  事業実績も踏まえ、事業ＰＲ内容を見直すととも
　に、事業パンフレットを1,200部から5,000部に増刷
　し、経営革新に取り組む利点や重要性の周知を強化し
　ていく。
○  今後も経営革新計画の承認を行い、中小企業の意欲
　的な取組を支援していく。

○  事業開始当初の平成11年度から外部の専門家
　を含めた経営革新計画の承認審査会を毎月開催
　し、延べ5,448件(22年度末現在)の計画を承認
　している。
○  経営革新への取組の促進に向け、ホームペー
　ジの開設とともに、冊子（承認申請書の記載要
　領とパンフレット）を作成し、中小企業支援機
　関に配布した。
○  法に基づき、経営革新計画承認後１年以上２
　年未満の企業を対象に、全国共通のアンケート
　を実施し、事業の遂行状況を確認し、意見・要
  望等の把握に努めている。
○  経営革新計画により、経済環境の変化に即応
　した新たな取組による経営の革新を実現すると
　ともに、計画の実施により「計画策定～実施～
　検証～改善（ＰＤＣＡ）」の経営改善活動のサ
　イクルが定着し、持続的な革新を可能とする経
　営体質の構築に寄与した。

その他

9,129

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

○　円高や震災といった影響による景気の不透明感か
　ら、中長期的視点に立った新たな取組を伴う経営革
　新計画の策定を行う都内中小企業が減少している。

○　計画策定により、中小企業の経営革新が促進され
　るだけでなく、経営目標や経営面の問題点が明確化
　できる、経営目標の社内での共有化が図れるなど、
　中小企業にとって様々なメリットが見込まれるた
　め、計画策定を促進していく必要がある。

６



昭和 58 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

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

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

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

41,321

61,083

拡大・充実

54,293 84,46324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

81,979

84,598

○　貸金業者の信頼性向上のための更新時研修や研修
　教材の作成、広域連携推進に係る所要経費を計上す
　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

貸金業法、同施行令、同施行規則

○　昭和58年５月から、貸金業法に基づき、貸金
　業を営む者について新規・更新等の登録を実施
　している。
○　必要な規制を行うことにより貸金業者の指導
　監督を実施するとともに、資金需要者からの苦
　情相談等により、貸金業者の業務の適正化と資
　金需要者等の利益の保護を図っている。
○　平成22年６月18日に改正貸金業法（以下「
  法」という。）が完全施行され、資金需要者の
　環境や貸金業者に対する行政の指導・監督内容
　が大きく変わった。総量規制や登録要件の厳格
　化といった新たな状況を踏まえ、事業者及び都
　民に対して、適切な対応を行っていく。

１

○　法改正により貸金業者には、業務運営の適正化や資
　金需要者の保護が強く求められるようになったが、都
　知事登録業者は零細な事業者が多く、自主的に法令等
　の知識を習得したり、内部管理体制を整備することが
　難しい状況である。

○　法改正による総量規制の導入により、借りられなく
　なった利用者がヤミ金融業者から借入れを行い、被害
　が拡大するとの懸念がある。そのため、関係機関一丸
　となって、ヤミ金融被害防止の啓発活動を一層強化す
　る必要がある。

４

３

２

事業評価票

56
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

貸金業の指導監督
（産業労働局金融部／一般会計）

移管・終了

○　都知事登録業者数は、全国の約３分の１を占め、登
　録行政庁として都が果たす役割は大きいことから、新
　たに更新時講習を実施し、都の登録業者のレベルアッ
　プを図り、貸金業界全体の底上げにつなげる。また、
　日本貸金業協会と連携して、研修教材を作成し、登録
　申請時に貸与し、内部管理体制の整備を促すなど、登
　録業者の資質向上を図る。
○　法改正に伴う状況の変化に対応するため、都と隣県
　が一体となって広域的に貸金業法等に関する知識の啓
　発と被害の未然防止に取り組んで行く必要がある。こ
　のため、神奈川県、千葉県、埼玉県と連携して「合同
　街頭啓発宣伝事業」を実施するほか、国・三県と合同
　でシンポジウムを開催する。

○　改正法の完全施行から１年が経過し、さら
　に、法の内容を周知するため、イベントの中で
　広くＰＲ活動を行うとともに、更新登録業者を
　対象として説明会を行った。

○　また、法の完全施行により法定要件が厳格化
　され、要件を充足しない登録業者が増加するこ
　とが想定されたことから、登録審査や現地調査
　を一層適切に行うとともに、立入検査及び行政
　指導を強化することで、不正な貸金業者を排除
　してきた。

○　さらに、貸金業管理システムの改修・整備に
　より、登録及びみなし貸金業者のより正確な状
　況把握と管理を行い、苦情相談や資金需要者か
　らの問合せに迅速に対応してきた。

その他

84,554

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 54,292

○　法改正による事業者数の減少等に伴い、これまで
　に事業規模・経費内容を見直しを行うなど、適切な
　対応が行われている。

○　今後は、引き続き個別業者に対する検査・指導を
　適切に実施するとともに、登録業者の信頼性向上
　や、近県と連携するなど、広域的な取組を推進し、
　貸金業者に対する指導・監督体制を強化する必要が
　ある。

６



平成 9 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

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

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

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

2

2

拡大・充実

2 19,65424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

20,178

26,841

○　局案どおり、従来の対策に係る経費に加え、研修
　会の開催経費を計上し、新たな課題への対応を図
　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

鳥獣保護法、外来生物法、第３次東京都
獣害対策基本計画

○　都には、多摩地域の丘陵地、山地や渓谷、伊
　豆諸島・小笠原諸島に豊かな自然が残ってお
　り、多くの野生動物が生息している。
○　野生獣の個体数が増加する一方で、自然破壊
　による生息環境の悪化や農林業の衰退による過
　疎化が進行したことにより、昭和50年代後半か
　ら、ニホンザル・シカが里山周辺に出現し、農
　林業被害が報告されるようになった。
○　その後、ハクビシンやアライグマなど移入種
　による被害も顕著になってきた。
○　野生獣は自然生態系の重要な要素であること
　から、生物多様性の維持や生態系の保全を図り
　つつ、効果的な獣害対策を行い、農林業被害を
　抑制していくことを目的とする。

１

○　これまでの取組により、農作物の被害は、ピーク時
　からは減少しているが、年によって増減があり、依然
　として被害は続いている。
○　近年の農作物被害は、加害獣が多様化し被害地域が
　拡大する傾向にあるため、多様な獣種による被害への
　対応や、地域の実情に応じた防除対策が求められてい
　る。
○　区市町村からは、これまでの取組の継続や、捕獲技
　術や新しい防除対策等の研修の実施について要望が出
　されている。
○　東京都鳥獣害対策委員会において、以下の指摘がな
　されている。
　・対策を講じているから現状維持できているが、止め
　　ると被害は増加する。被害対策を継続すること。
　・区市町村の広域的な取組を支援すること。
　・獣害対策専門家等を育成すること。

４

３

２

事業評価票

57
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

農作物獣害防止対策事業
（産業労働局農林水産部／一般会計）

移管・終了

○　第３次東京都獣害対策基本計画（平成23年度～27年
　度）に基づき、成果を上げてきた従来の獣害対策を継
　続するとともに、地域の実情に応じた効果的な防除対
　策を24年度から新たに実施する。
○　引き続き、野生獣による農作物被害の防止・軽減を
　図るために、鳥獣害対策委員会の開催、防除施設整備
　への助成、追い払い及び有害鳥獣捕獲への支援など、
　これまでの獣害対策を着実に実施していく。
○　新たな取組として、地域の実情に応じた獣害防止対
　策を実施するため、区市町村職員や農業者等を対象
　に、野生獣対策の専門家による研修会を開催し、現地
　の被害状況を踏まえた指導や効果的な防除対策の検討
　等を行う。

○　加害獣の農地への侵入を防止するための電気
　柵等の整備、農地から遠ざけるための侵入警戒
　システムの構築、罠等で捕獲するための経費の
　一部を区市町村等に対して補助している。
○　加害獣の生息実態を把握し、有効な防除対策
　を実行するため、生息状況を調査している。
○　被害面積及び被害金額は減少傾向にある。

その他

19,654

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

○　これまでの獣害対策（電気柵整備や追払い等）に
　より、加害獣による被害は減少傾向にあり、本事業
　による一定の効果が確認される。

○　近年では、加害獣の多様化や、加害獣の移動によ
　る被害地域の広域化が課題となっており、東京都鳥
　獣害対策委員会からの指摘や地域の実情を踏まえ、
　専門人材の育成など、新たな取組が必要である。

６

被害面積と金額（千円）

2.5ha 0.1ha
31,008 1,018
19.5ha 0.8ha
36,169 3,037
8.9ha 2.8ha

20,700 7,165
121.4a 112.4a
9,872 8,154
19.9a 2.1a
1,610 55

H18

H18

H22

H22

H22

H22

H22

ハクビシン

アライグマ

区　分
上段：被害面積
下段：被害金額

H8

H8

H13

シカ

サル

イノシシ



昭和 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 －

○　これまでに労働教育パンフレットを発行するな
　ど、労働法や労働問題に係る知識の普及啓発を進め
　てきた。

○　雇用形態の多様化や依然として厳しい雇用情勢な
　どを背景として、今後も労使間トラブルが増加する
　可能性が高い。このため、引き続き、労働者自身の
　法や労働問題に関する知識の向上を図る取組を進め
　ていくことが重要である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　より早い段階から労働関係法制度の周知を図るた
　め、現在、大学生向けに作成している小冊子を増刷
　し、就職やアルバイトなどで新社会人として出発する
　高校３年生に対して、新たに配布し、労使間トラブル
　の防止を図る。

○　「ポケット労働法」や「使用者のための労働
　法」などの啓発冊子を作成し、労働関係法令の
　普及・啓発に努めているほか、パート、派遣、
　契約社員など、就業形態別の資料や労働保険、
　就業規則作成に係る実務手引資料の作成・配布
　を通じて、労働問題に関する情報や知識を提供
　している。
○　作成した冊子については、全文をホームペー
　ジに掲載し、公表している。
○　また、労働関係法制度に関する知識が広く認
　知されるためには、社会に出る前に学校教育の
　場で提供されることが有効と考えられることか
　ら、実際に働き始める前の段階において必要な
　知識を付与するため、平成22年度から、働くと
　きのルールやトラブルが発生したときの相談機
　関等の情報を掲載した小冊子を作成し、都内大
　学・短期大学の就職希望者を対象に配布してい
　る。

その他

13,606

千円

千円

千円

事業評価票

61
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

雇用関連資料の発行・整備
（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

○　労使双方に対して、労働関係法令や労働問題
　に関する時宜的な情報や知識を提供することに
　より、労働に係るトラブルの未然防止及び適切
　な労働環境の確保を図ることを目的としてい
　る。

１

○　労使間のトラブルが増加する中で、労働者自身が自
　らの権利を守っていく必要性が高まっており、引き続
　き労働関係法制度の普及・啓発を図っていく必要が
　ある。

○　また、労使間トラブルの未然防止に向けて、労働関
　係法制度に関する知識が付与されていない若年者に対
　して、より一層の周知啓発を図る必要がある。

４

３

２

13,60624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

9,170

13,906

○　経費の精査を行った上で、事業の拡充を図ってお
　り、妥当である。

○　労働関係法制度の知識の早期周知は、労使間トラ
　ブルの未然防止につながる取組であると考えられる
　ことから、局案どおり予算を計上する。

歳出

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

－



昭和 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

－

15

拡大・充実

15 28,95824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

25,154

28,964

○　研修の成果については、職場内でフィードバック
　するなど、効率的な活用を図ることとし、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

○　労働問題全般について中小企業労使及び都民
　の相談に応じ、適切な示唆、助言を行うととも
　に、公正な立場に立って問題解決についての労
　使間のあっせんを行い、健全な労使関係の確立
　に寄与することを目的とする。

１

○　人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等を背景
　に、個々の労働者と事業主との間の紛争が増加してお
　り、こうした変化に即した適切かつ迅速な紛争解決が
　求められている。

○　また、今後の労働相談を中核として担っていく、中
　堅以上の相談担当職員に対して、より実践的な相談対
　応能力のレベルアップを図ることが急務となってい
　る。

４

３

２

事業評価票

62
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

労働相談
（産業労働局雇用就業部／一般会計）

移管・終了

○　相談員のより実践的な個別労働紛争解決能力の向上
　を図るため、新たに「個別労働紛争解決研修（主催：
　日本労使関係研究協会）」に中堅以上の相談職員を派
　遣し、相談対応力の一層のレベルアップを図る。

○　電話相談や出張相談をはじめ、パートや派遣
　社員等の就業形態に応じた相談など、労使双方
　のニーズに応じた様々な相談を実施しており、
　平成22年度は52,000件を超える相談を受けてい
　る。

○　また、相談担当職員一人ひとりの実践的な職
　務能力のレベルアップを図るため、法律知識を
　はじめタイムリーな課題等を取り上げた相談担
　当職員研修（集合研修・職場研修）及び派遣研
　修（労働法学研修会）を実施している。

その他

28,964

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 15

○　雇用形態の多様化や、雇用情勢の悪化等を受け、
　労働相談の内容も多様化・複雑化しており、個々の
　ケースに合わせた対応が重要となっている。

○　このため、労働相談における法律知識等について
　も、より専門性が求められており、職員の知識や能
　力向上を図る取組が必要である。

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

8,980

9,183

拡大・充実

9,183 40,45324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

27,117

39,509

○　局案どおり予算を計上する。

○　応募率や就職率等を勘案し、今後も科目の見直し
　と並行し、事業の周知を進めていく必要がある。

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

東京都立職業能力開発センター条例

○　職業能力開発事業に関する認識を都民、事業
　主に広め、職業訓練の充実・発展を図ることを
　目的に、各種広報媒体を活用した広報等を実施
　している。

１

○　若年者を対象とした広報強化により、一定の効果が
　得られたものの、依然として普通課程（概ね30歳以下
　対象）の科目で、応募率が１倍未満の科目が相当数あ
　り、更なる広報対象の見直し、広報手法の検討が必要
　である。

○　なお、応募率は低いが就職率は高い科目が存在して
　いることにも留意が必要である。

４

３

２

事業評価票

64
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

職業能力開発事業の広報
（産業労働局雇用就業部／一般会計）

移管・終了

○　求人情報誌への広告掲載は、ターゲットを絞った媒
　体を追加することで、応募者数の増加を目指す。

○　従来から実施している公共職業安定所等を対象とし
　たパンフレット・ポスター等による訓練生募集の広報
　については、配布場所にコンビニエンスストアも加
　え、これまで接点の少なかった層へのＰＲ効果を狙
　う。

○　ニーズや状況に合わせて、視覚的に効果が高いＰＲ
　動画を活用していく。

○　職業能力開発事業の普及啓発を継続的に行う
　ため、公共職業安定所を主な対象として、パン
　フレット、ポスター等の媒体を利用した広報を
　実施している。

○　若年者向け科目については、主に産業の基盤
　技能を支える人材を育成するため訓練を実施し
　ているが、応募率は低迷している。

○　このため、平成22年度は、若年者向け雑誌へ
　の広告掲載、ネットカフェへの若年者向けパン
　フレット掲出により、職業訓練と接点のない若
　年者に、訓練生募集の周知を図った。

○　若年者に対する広報強化の取組により、23年
　４月生募集においては、全課程の応募率が前年
　度より低下する中、普通課程（概ね30歳以下対
　象）の応募率は前年度より微増となっている。

その他

40,453

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 9,183

○　若年者向け科目への応募者数は、26科目のうち12
　科目が応募率１倍未満となるなど、募集状況が十分
　であるとは言い難い状況である。

○　応募率向上のため、これまでも、紙媒体やインタ
　ーネットを通じて広報を実施しているところである
　が、効果的な広報の実施に向けて、更なる工夫が必
　要である。

６



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 888,740

○　看板の許可率は、目標としている85％を達成する
　など、不法看板適正化の取組は一定の成果を挙げて
　きた。

○　しかしながら、看板については、新設・撤去等の
　入れ替わりがあることから、継続的に状況を把握
　し、指導等を行っていくことが重要である。

○　その際、地域ごとの看板の入れ替わりの頻度等も
　踏まえて、効率的に状況把握を行っていく必要があ
　る。

○　また、小規模看板への減免制度は許可率向上に向
　けた暫定の措置であり、目標を達成した以上、本来
　は安定的に収束していくべきと考える。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　引き続き道路交通の安全を確保し、かつ震災等の災
　害時においても落下等を防ぎ、緊急輸送道路及び避難
  路としての機能を確保するためには、不適合看板の是
  正指導による適合看板の許可率維持が不可欠である。

○　そのため、適合看板設置意識の定着のインセンティ
　ブとなっている３～５㎡看板の暫定減免措置を継続
　し、許可率の維持を図っていくことが必要である。

○　平成24年度、25年度は繁華街を中心とした実態調査
　を実施し、看板の付替わりや設置状況の傾向を把握す
　ることにより、今後の指導方法に反映させ適正化を強
　化していく。

○　平成16年度からの４年間で、都道全路線の看
　板全件について実態調査を行い、その後、付替
　わりが激しい繁華街を中心とした実態調査や全
　件調査で把握した不法看板の現存確認調査によ
　り、事業推進のための有効な情報を収集した。
○　実態調査結果をもとにした不法看板所有者に
　対する適正化文書の一斉発送や、戸別訪問指
　導、看板業者への指導、さらに広域的に多くの
　看板を所有するチェーン店等への指導など、本
　庁・事務所が一体となり指導を強化した。
○　16年度より、有料看板所有者に許可申請を促
　すインセンティブとして、特に許可率が低い３
　～５㎡看板について２㎡分の占用料免除の暫定
　減免措置を導入した。
○　粘り強く上記の指導や減免措置のＰＲ等を行
　った結果、看板全体の許可率は、22年度末で目
　標値である85％を達成した。特に３～５㎡の看
　板許可率は平成15年度に対し約２倍にまで向上
　した。（H15:31.7％⇒H22:62.7％）

その他

9,304

千円

千円

千円

事業評価票

65
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

不法看板適正化事業
（建設局道路管理部／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

道路法、東京都道路占用料等徴収条例

○　道路管理者として、適正な道路占用状態を確
　保するため、通常の道路監察業務の中で、許可
　基準に合致しない不適合看板について、付替
　え、撤去等の指導を行っている。
○　申請は出されていないが、許可基準に適合す
　る看板については、パンフレットの配布や戸別
　訪問など、占用許可申請の促進を図ってきた
　が、平成14年度末の許可率は49.8％にとどまっ
　ていた。
○　そこで、道路占用制度について所有者に周知
　することにより、許可基準に適合するものは占
　用申請を促進し、不適合なものは、付替え、ま
　たは撤去指導を行うことを目的として不法看板
　適正化事業を開始した。

１

○　繁華街などでは、看板の新設・撤去等の入れ替わり
　が特に激しく、設置状況の確認・把握と、新設者への
　制度周知などに苦慮している。
○　都道は他の道路管理者より、占用料が比較的高額と
　なっている点や、取り締まりが厳しい点について、看
　板所有者から戸別訪問時等に不公平感を強く訴えられ
　ている。
○　３～５㎡看板の主たる所有者である中小企業者にと
　っては、占用料の負担感が強い。また、３～５㎡の看
　板に対する減免が平成23年度までの暫定措置であり、
　その終了が許可率の低下につながる懸念がある。
○　東日本大震災では、看板の落下等の被害が発生して
　いる。不法看板は落下等の危険性がより高いことか
  ら、防災上の観点からも、不法看板の適正化の重要性
  が高まっている。

４

３

２

9,30424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

6,825

9,887

○　局案どおり予算を計上する。

○　また、小規模看板への減免制度は、中小企業への
　負担などに考慮する必要があるため、継続を認める
　が、今後、より効率的な看板許可率維持の方法につ
　いて検討する必要がある。

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

938,454

928,988

拡大・充実

888,740



昭和 39 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

179,438

179,848

拡大・充実

229,908 170,54124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

148,481

164,179

○　港内の航行安全が確保に必要な対策であることか
　ら局案どおり予算を計上する。

５どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

どのように取り組み、どのような成果があったか

港湾法、港則法

○　東京港は、世界の船舶が直接寄港する国際貿
　易港であり、都民を始めとする首都圏4,000万
　人の生活と経済活動に必要な物資を、国内外か
　ら迅速かつ安定的に供給する一大物流拠点とし
　て、重要な役割を担っている。

○　東京港の航路は、第一航路、第二航路及び第
　三航路からなっており、大型の船舶が頻繁に往
　来しているため、航行安全を確保するために船
　舶の動静を把握し、水域の利用調整を図ること
　が必要である。

１

○　港内管制基準の変更に伴い、管制対象外船が増加し
  た。航路の自由度が高まる一方、的確な水域利用調整
　が必要となっている。

○　複数の船が航行する水域では、１隻にフォーカスす
　る現行の監視カメラのみでは安全確保が困難となって
　きている。また、監視範囲外の水域については、突然
　船舶が接近することがあり危険性が高い。

４

３

２

事業評価票

68
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

船舶航行管理業務
（港湾局東京港管理事務所／一般会計）

移管・終了

○　監視レーダーは複数同時監視が必要となる航路に配
　備し、的確に水域利用調整を行う。

○　監視カメラは監視範囲外となっている岸壁に設置
　し、離着岸の動向を確認することで船舶の急な飛び出
　しを防ぎ、水域の安全性を向上させる。

○　目視や監視カメラにより航行する船舶を監視
　し、係留場所の指示や注意喚起を行うことで、
　水域の安全かつ有効な利用を確保している。

○　管制業務を担当している東京海上保安部との
　連携を密にすることで、船舶の入出港情報を常
　に把握し、円滑な水域利用調整に役立ててい
　る。

その他

170,541

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 229,908

○　港内管制基準の変更に伴う管制対象外船の増加に
　より、港内の危険性が高まっている。

○　監視レーダー（主に航路で使用）及び監視カメラ
　（主に岸壁で使用）を設置することで港内の航行安
　全を確保することができる。

６

単位：隻

区　分 平成22年5月 平成23年5月 増減

管制対象外船 294 901 607



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

歳入 24年度予算額 －

○　本事業は、公職選挙法に基づき、有権者が政治や
　選挙に関心を持ち、有権者としての意識向上を図る
　ため、各区市町村と連携して実施することが求めら
　れている。

○　若年層の投票率は全世代の中でも最も低い投票率
　となっている。今後は教育機関とも一層連携し、将
　来の有権者である児童・生徒等に対する普及啓発を
　重点的に実施する必要がある。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

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

○　投票率の低下が懸念される若年層対策としては、
  中・長期的な視野に立ち、様々な機会を通じて、将来
　の有権者である児童・生徒等に対する啓発に努めてい
　く。

平成22年度に実施した主な常時啓発事業
○明るい選挙推進大会の開催
　・各区市町村明るい選挙推進委員等 約1,100名
　　参加
　・永年功労者表彰（20年表彰91名、10年表彰
　　317名)、講演等実施
○禁止される政治家の寄附行為の周知・徹底
　・夏期及び冬期、寄附禁止ＰＲ強化期間を設定
　・ポスター約38,700部、リーフレット約
　　225,000部作成・配布
○ポスターコンクールの開催
　・小中高生による応募作品 計17,621点
○選挙学習冊子「Let'sすたでぃ選挙」の作成
　・都内全中学３年生を対象に約116,400部配布
○交通広告ポスターの作成　4,000部

その他

29,204

千円

千円

千円

事業評価票

88
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

選挙常時啓発普及事務
（選挙管理委員会事務局総務課／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

公職選挙法

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

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

１

【若年層の投票率低下への対応】
○　過去５か年に実施された選挙における若年層（21～
　24歳）の投票率は、全年代の中で最も低い投票率とな
　っている。
（平成22年７月実施参議院選挙投票率　全体：58.7%、
　若年層：35.0%）

４

３

２

29,20424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

18,540

29,685

○　有権者の政治への関心や意識の向上を図ること及
　び、将来の有権者である若年層への普及啓発を図る
　ことは重要であり、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

－



昭和 59 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

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

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

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

2,037

2,611

拡大・充実

2,817 250,90624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

224,322

242,432

○　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

○　東京都教育委員会は、国際理解教育を一層推
　進する一環として、英語教育の改善・充実を図
　ることを目指し、昭和59年から都立高等学校に
　英語を母語とする在京の外国人を「外国人英語
　教育指導員」として配置してきた。
○　61年度からは、英語のほかに中国語、ドイツ
  語、フランス語等を母語とする在京の外国人も
  導入し、「外国人英語等教育指導員」として拡
　充を図った。（平成16年度から、名称は「外国
　人英語等教育補助員」としている。）
○　62年８月から、語学指導等を行う外国青年招
　致事業（文部科学省、総務省、外務省主催）に
　より招致された外国青年を英語等指導助手とし
　て配置している。

１

○　新学習指導要領では、高等学校において指導する標
　準的な単語数が増えるなど（1,300語→1,800語）、英
　語教育で教えるべき内容が増加しているとともに、英
　語の授業は基本的に英語で行うことが盛り込まれてお
　り、より効果的な指導が求められている。

○　海外留学する日本人が減少するなど、いわゆる「内
　向き志向」が指摘されている。また、国際比較調査結
　果から、世界各国と比較して、英語力が低迷している
　現状がある。

４

３

２

事業評価票

94
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

国際理解教育の推進
（教育庁指導部／一般会計）

移管・終了

○　世界から信頼と尊敬の得られる日本人の育成を目指
　し、次のことに留意しながら事業の拡充を図る。
　・国際社会に生きる日本人としての自覚を促し、進ん
    で国際社会に参加、協力できる能力と態度を養う。
　・我が国の風土、生活様式、人々の生き方などの学習
　　を通し、文化や伝統についての理解を深めていく。
　・コミュニケーション能力の育成を図り、世界の人々
  　の生活や文化を理解し尊重する態度を育てる。

○　生徒が実践的な英語を学ぶ際に、外国人英語等教育
　補助員を活用することは、極めて有用であるため、そ
　の配置時数を拡大し、これまで以上に授業中の英語の
　使用場面を拡大していく。

○　生徒が外国人英語等教育補助員及び英語等指
　導助手との直接的な交流を通して外国語の学習
　に意欲をもち、外国語への積極的な態度と力を
　身に付けている。

○　外国人と接することで、外国の文化や生活に
　対する生徒の興味・関心が高まり、我が国と異
　なる文化に対する理解を深めることに大きな効
　果を上げている。

○　教職員と外国人英語等教育補助員や英語等指
　導助手との交流が深まり、連携して授業を行う
　（チームティーチング）ことで、教職員の国際
　理解への関心が深まり、授業研究や研修意欲が
　向上するなど、学校全体の活性化にも大きな影
　響を与えている。

その他

250,906

千円

千円

千円

歳入 24年度予算額 2,817

○　新学習指導要領において、高等学校における英語
　の授業は基本的に英語で行うことが盛り込まれたこ
　とから、それに対応するための取組が必要である。

○　外国人英語等教育補助員等を活用することは、外
　国語への学習意欲やコミュニケーション能力を向上
　させるとともに、外国の文化や生活などへの理解を
　深めるための国際理解教育にも有効である。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他



平成 14 年度

平成 － 年度

【局評価】 【財務局評価】

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

根拠法令等

局として、事業をどうしていきたいか

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 3,391

○　都指定の有形文化財であることから、一義的には
　必要に応じた修繕など、適切な保存管理に努めるこ
　とが不可欠である。

○　一方で、文化財活用の観点から、来館者の増加に
　向けた取組を継続的に検討するとともに、利用者の
　ニーズを的確に捉えた上で便益を図っていく必要が
　ある。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　本施設に係る用途地域及び法令等の規制を踏まえつ
　つ、今後とも一般公開や貸出しなどの活用を継続して
　いく。
○　本施設では、文化財に親しみ、理解を深めてもらう
　ため、コンサートや講演会を実施しているが、一層の
　文化財保護思想の普及に向け、従来からの撮影使用に
　加えて、文化財建造物にふさわしい活動を希望する都
　民を対象に、平成23年度から有償貸出を行っている。
○　利用者からの要望に応え、営業を希望する団体に対
　し使用許可を行った上で喫茶スペースを設け、来館者
　の便益を図っている。
○　必要に応じ修繕等を行い適切な保存に努めていく。

○　平成14年の博物館廃止後、活用策として、土
　・日・祝日は一般公開を行い、公園の休園日で
　ある月曜日を除く平日は、東京ロケーションボ
　ックスの趣旨を踏まえ、撮影使用を許可するこ
　ととした（17年１月から撮影有償化）。
○　21年７月には、一般公開日を水～日及び祝日
　に拡大するととともに、撮影の使用許可につい
　ては、火曜日のみとした。撮影使用が週１日に
　なったため、従来認めていた昼を挟んだ半日利
　用区分を廃し、１日あるいは午前又は午後の半
　日いずれかの区分で許可することにより、多く
　の利用を確保し、収入の安定を図った。
○　その結果、見学者数は20年度約58,000人から
　21年度約88,000人と増加した。また、撮影使用
　許可の件数及び収入額は、20年度74件約4,165
　千円から21年度66件約3,039千円となり、利用
　日の制約等を考慮すると収入の減少幅を抑制す
　ることができたと考える。

その他

23,490

千円

千円

千円

事業評価票

96
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

旧前田侯爵邸建物維持管理
（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

文化財保護法、東京都文化財保護条例

○　目黒区立駒場公園内に所在する旧前田侯爵邸
　洋館は、昭和39年に都が買収し、42年から東京
　都近代文学博物館として使用し、平成３年３月
　には、都指定有形文化財（建造物）となってい
  る。

○　12年度の行政評価（二次評価）及び都庁改革
　アクションプランを受け、入館者の実績や都が
　近代文学に限定した小規模な施設を運営する意
　義の見直しなどを踏まえ、博物館は14年３月に
　廃止となったが、旧前田邸については、文化財
　の保護と活用を両立させる当面の活用策を実施
　している。

１

○　本施設の活用に当たり、以下のような制約がある。
　・　本施設の立地上、用途地域や都市公園法上の制限
　　を受け、商業施設等への変更ができない。
　・　都指定文化財であることから、現状変更に当たっ
　　ては、文化財的価値を損なわないようにする必要が
　　ある。
　・　目黒区立駒場公園の開園時間が午前９時から午後
　　４時30分までであり、利用時間に制約がある。

○　多くの都民が訪れる施設とするためには、今後とも
　コンサートの開催等、文化財である本施設の価値を生
　かした活用が有効と考えるが、それには都民の自主的
　活動団体の利用も増やしていく必要がある。

○　施設の老朽化に伴う冷房設備の故障や雨漏り等への
　対応が必要である。

４

３

２

23,49024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

19,961

25,811

○　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

2,307

2,242

拡大・充実

3,391



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

－ 6,38224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

4,008

5,243

○　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

社会教育法、図書館法

○　平成18年度、東京都教育委員会は「都立図書
　館改革の具体的方策」を策定し、都立図書館の
　豊富な所蔵資料やサービスが十分に活用される
　よう、都立図書館を利用したことがない都民等
　に積極的な情報発信を行うため、都の施策に関
　連したタイムリーな企画展や、館外での大規模
　な企画展等を実施することとした。

○　22年度からは、サービスの一層の充実を目指
　して、利用者の知的好奇心に働きかける満足度
　の高い企画展示を行うほか、コレクションを活
　用した講演会を開催し都民の自己啓発を支援し
　ている。

１

○　企画展の来場者からは、より多くの資料を見たいと
　いう要望があるが、鑑賞に時間を要する研究資料及び
　歴史資料、小さな絵図が連続する資料なども多いた
　め、鑑賞に適する展示方法とする必要がある。

○　来場者からは、貴重資料を鑑賞できる点が評価され
　ているが、さらに、都立図書館ではレファレンスサー
　ビスを活用して都民が自ら様々な調査・研究を行うこ
　とができる点についても、イベントを通じて来場者が
　実感できる機会とする必要がある。

○　マガジンバンクは他に例がない図書館であるため、
　今後も活用方法をＰＲする機会の拡大が必要である。

○　図書館のデジタル化を推進する中で、展示資料及び
　解説のデータについて二次利用を進める必要がある。

４

３

２

事業評価票

97
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

都立図書館におけるタイムリーな企画展等の実施
（教育庁中央図書館／一般会計）

移管・終了

○　従来の大規模企画展と連携企画展とを統合して、展
　示内容を充実させるとともに、来場者数の計測及びア
　ンケート等の定型的業務の外部委託化を進めることに
　より、司書職員による展示資料の解説や図書館の利用
　方法の説明などを十分に行える体制を整える。

○　マガジンバンクのコレクションを活用した多様なテ
　ーマで企画展を実施し、都民のニーズに応えるための
　新たな資料の活用方法を提案する。

○　展示資料及び解説のデータをホームページに掲載
　し、広く都民に対して情報提供を行う。

○　平成19年度から21年度までは関係局と連携し
　て都の施策に関連するテーマで企画展示を実施
　し、22年度以降は来場者等の意見も踏まえて、
　都立図書館が所蔵する貴重資料を中心とした企
　画展を実施することとした。
○　21年度以降は全国初の雑誌専門図書館である
　マガジンバンクのコレクションを活用した企画
　展も開始した。
○　また、企画展と連動して著名人による講演会
　等を実施し、都民の関心に応える情報発信を充
　実している。
○　23年度実績（10月現在）
　　企画展来場者　13,342人
　　講演会参加者　　 782人
○　23年度大規模企画展アンケート結果
　・「大変良かった」と「良かった」の合計が94
    ％と、来場者の満足度は非常に高い。
　・都立図書館の利用経験がない来場者の約６割
　　が「今後都立図書館を利用したい」と回答。

その他

6,382

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 －

○　来場者のニーズを踏まえ、企画展の展示方法など
　を改善することで、企画展に対する満足度を更に高
  めていく必要がある。

○　全国初となるマガジンバンクの強みを活かし、コ
　レクションを活用した企画展の中で資料の活用方法
　を積極的に提案すべきである。

○　企画展を通じて都立図書館に興味を持った来場者
　に対して、図書館利用の更なる拡大に結び付けてい
　くための取組を検討することが必要である。

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

－ 6,17024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

○　警察の責務は、個人の生命、身体及び財産の
　保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑
　者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序
　の維持に当たることである。
○　東日本大震災においても、当庁では、地震発
　生直後から被災地に部隊を派遣し、被災者の避
　難誘導や救出救助、行方不明者の捜索、遺体の
　検視及び身元確認、緊急交通路の確保、被災地
　における安全・安心の確保のための諸活動に取
　り組んでいる。
○　災害警備活動の着実な遂行には大型自動車の
　運用は必要不可欠なものであり、大型自動車運
　転免許保有者の運転技術の維持を図り、有事の
　際の警察力を確保する必要がある。

１

○　機動隊の在隊期間は平均３年であり、その後警察署
　等に異動となるが、警察署では、大型自動車を運転す
　る機会が減少するため、運転技能の維持が困難であ
　る。そのため、災害発生等有事の際の活動に支障を来
　すおそれがある。

４

３

２

事業評価票

100
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

大型自動車運転免許取得者委託研修
（警視庁警務部／一般会計）

移管・終了

○　大型自動車運転免許取得者に対し、島しょを除く97
　署、各３名に対し１日３時間の研修を、期間をあけて
　２回実施することにより、車両感覚及び法規運転技能
　の維持向上を図る。

○　人事異動に伴い研修受講者も異動するため、各所属
　における大型自動車運転適任者を調査し、所属格差が
　生じないようにするとともに、訓練内容を初級、中級
　等に区分し、よりレベルアップを図っていく。

○　現在、機動隊において、部隊活動で活用する
　輸送用車両や災害活動用車両の運転のため、隊
　員に大型自動車運転免許を委託契約により取得
　させている。

その他

6,170

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 －

○　東日本大震災を踏まえ、各種災害警備事象に的確
　に対応できる機動力を確保するために、各署におい
　て、大型自動車運転免許保有者の運転技能の維持向
　上を図る必要がある。

６

機動隊員の大型運転免許取得実績

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度

免許取得者 146人 216人 250人



平成 5 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

歳入 24年度予算額 －

○　民間等の駐車場案内システムに役割を移行させ、
　警視庁が実施する駐車誘導システムの運用を終了す
　ることは妥当と考える。
　　機器の撤去により、回線使用料等のランニングコ
　ストが不要となる。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他

移管・終了

○　現在、駐車誘導システムに参加している31駐車場
　は、平成24年４月末までに公益財団法人東京都道路整
  備保全公社の駐車場案内サイトを通じて満空情報の提
  供等を行うこととなったため、駐車誘導システムを撤
  去し、運用を終了する。

○　平成５年度から新宿地区において運用を開始
　し、周辺地域の路上駐車の減少、旅行速度の向
　上、駐車場探しの車両や入庫待ちの車両に起因
　する交通障害の防止といった成果があった。

その他

96,810

千円

千円

千円

事業評価票

101
事 業 開 始

事 業 終 了 予 定

駐車誘導システムの撤去
(警視庁交通部／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

○　駐車誘導システムは、駐車場の位置、満空情
　報、経路等の情報をドライバーに提供し、車両
　を空き駐車場に誘導することにより、路上駐車
　等を起因とする交通渋滞を防止し、安全で円滑
　な道路交通を確保するために運用を開始した。

１

○　運用開始から18年が経過し、機器の老朽化による更
　新時期を迎えている。更新に当たって検討した結果、
　当時の部品がなく全て新しい物に替えなければならな
　いことが判明した。

○　平成５年のシステム導入当時に比べ、現在は公益財
  団法人東京都道路整備保全公社が運営する駐車場案内
  サイト（約4,000駐車場を提供）が供用されるなど、
  民間等の取組も進んでいる。

４

３

２

96,81024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

51,276

60,395

○　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

５

移管・終了

23年度予算額

22年度決算額

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

千円

６

24年度見積額

○　東京消防庁が実施する政策を都民に対し、正
　しく伝え、理解と協力を求めるとともに、都民
　生活における安心・安全に直結する情報を提供
　するには、より多くの都民に分かりやすい広報
　を展開する必要がある。

○　従来の広報手段やホームページ等のデジタル
　広報媒体に加え、よりきめ細かい広報手段、都
　民の手元に残る広報媒体として、平成22年度よ
　り年２回、広報紙「広報とうきょう消防」を都
　内全域（稲城市、島しょを除く）の主要６新聞
　社の新聞に折り込むと同時に、公共施設や都内
　病院などで配布している。

歳
入

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

－

－

見直し・再構築拡大・充実

○　現行の４頁版２回の発行に加え、２頁版２回の発行
  を追加発行し、年４回の発行とすることでタイムリー
  な話題を中心に有益な情報の発信を図っていく。

○　発行回数の増加に伴い、紙面量も1.5倍となること
　から、より多くの情報の発信、紙面構成の改善を行っ
　ていく。

24年度見積額

61,923

50,075 千円

事業評価票

103
広報紙「広報とうきょう消防」の発行 事 業 開 始

（東京消防庁企画調整部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

３１

95,909 95,90924年度予算額

○　局案どおり予算を計上する。

移管・終了

千円

その他見直し・再構築拡大・充実

東京消防庁広聴広報規程

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

○　都民の安全安心を確保するために、タイムリーで
　効果的な情報発信を行う必要性は認められる。
　
○　本広報誌は、平成23年に実施した消防に関する世
　論調査の結果によれば、最も効果的な広報媒体であ
　り、現行の４頁版２回の発行に加え、２頁版２回の
  発行を追加し、年４回の発行とする局案は妥当であ
  ると考える。

その他

○　現在、１年間に４頁版を２回発行しているが、現時
　点でも紙面量に対する情報量が多いことから、紙面の
　分かりやすさという点でも課題が生じていた。さら
　に、東日本大震災等により新たな課題が浮き彫りにな
　ったことや周知するべき情報が増えたことから、紙面
　量の不足が一層生じている。

○　東日本大震災の発生後に地震防災に関連する記事を
　掲載して発行したのが、発生から概ね４か月が経過し
　た時点となるなど、年２回の発行ではタイムリー性に
　欠けているという問題がある。

○　本広報紙の発行に当たり、都民の意見を随時
　募集し、都民が知りたい情報を分かりやすく、
　見やすく、紙面に掲載している。
○　この紙面に関する意見が、創刊号では約
　1,000件、第３号においては約8,000件も寄せら
　れており、本広報紙への反応は、号を重ねるご
　とに増加している。
○　平成23年に実施した消防に関する世論調査の
　結果では、東京消防庁が行っている事業や施策
　を知る経路・媒体として、テレビ（33％）を抜
　き、広報紙「広報とうきょう消防」（39％）と
　答えた都民が最も多く、効果的な広報媒体とし
　て成果をあげている。

【発行実績】
　平成22年度
　　410万部×２回（10月、２月発行）
　平成23年度
　　410万部×２回（６月、11月発行）

－

歳入 24年度予算額 －

歳出



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
入

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

－

移管・終了

23年度予算額

22年度決算額

事業評価票

104
消防活動時における太陽光発電システムの危険性に関する検証 事 業 開 始

（東京消防庁消防技術安全所／一般会計） 事 業 終 了 予 定

見直し・再構築拡大・充実

－

６

－ 千円

○　局案どおり予算を計上する。

移管・終了

千円

その他

24年度見積額 － 24年度見積額

○　太陽光発電システムに対する消防活動時の感電及び
　再燃危険について、現有資器材等を用いた防止方策等
　を検証し、消防活動要領等の資料として活用するとと
　もに、消防活動時の安全管理、再出火防止に万全を期
　す。

－

千円4,744

歳
出

22年度決算額

23年度予算額

５

○　太陽光発電システムは、他の代替エネルギー
　とともに、今後、普及の拡大が見込まれる。
○　昨年、東京消防庁管内において、残火処理活
　動中に太陽光発電システムに起因する感電事案
　が発生した。また、がれきとなった太陽電池パ
　ネルが通電している事例があり、火災鎮火後の
　再燃危険も懸念される。
○　太陽光発電システムに対する消防活動時の感
　電及び再燃危険について、現有資器材等を用い
　た防止方策等を検証し、消防活動要領等の資料
　として活用するとともに、消防活動時の安全管
　理、再出火防止に万全を期することを目的とし
　ている。

○　残火処理活動中に太陽光発電システムに起因する感
　電事案が発生した。また、がれきとなった太陽電池パ
　ネルが通電している事例があり、火災鎮火後の再燃危
　険も懸念されている。

○　これまで、他の機関も含め、太陽光発電システムに
　対する消防活動について、検証した機関はなく、今後
　の太陽光発電システムの普及拡大に備え、早期の検証
　が求められている。

○　太陽光発電システムを起因とした事故について
　は、太陽光発電への需要の高まりから、今後さら
　に、事故発生の増加が懸念される。

○　消防活動時における太陽光発電システムの危険性
　については、これまでの消防活動においても指摘さ
　れており、早急に検証を行い、消防活動要領等の資
　料として活用し、消防活動時の安全管理、再出火防
　止を図る必要がある。

１

その他見直し・再構築拡大・充実

３

○　太陽光発電システムに対する現在の活動は、
　現有資器材を活用して、考えうる安全策を講じ
　て活動しているが、裏付けとなる明確な根拠が
　無く、隊員の経験に基づくものとなっている。

消防技術の改良及び消防活動等の安全対
策等のための業務に関する規程

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

歳入 24年度予算額 －

歳出 4,74424年度予算額



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

歳入 24年度予算額 －

歳出 24年度予算額 23,240

千円－

22年度決算額 － 22年度決算額 －

23,240

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

○　放水のためには、天井部分を大規模に破壊する必要
　があるが、天井パネルが強化されていることなどによ
　り、とび口等を用いた天井の破壊に時間を要した。

○　開放部に身体を入れての放水活動は、火炎の吹き返
　し等による活動上の危険があり、床から天井に向かっ
　ての放水では、燃焼実体に直接注水できないため、消
　火効率が低い。

○　天井部分を大規模に破壊する必要があることや、効
　率的な放水が行えないことから、消火に要した水によ
　る損害が生じるなど、副次的な被害が発生した。

５

－ 千円

その他

○　局案どおり予算を計上する。

拡大・充実

○　長さが調整可能（2.55ｍ～0.85ｍ）でミスト状の放
　水も可能な改良型アプリケーター消火ノズルを全特別
　消火中隊（83隊）に配置する。
○　天井裏等における火災に対しては、最小限の天井の
　破壊を行い、その開放部から延長した改良型アプリケ
　ーター消火ノズルを挿入し効率的な放水を行うこと
　で、水損に配慮した迅速的確な消防活動を実現する。

移管・終了

６

見直し・再構築

千円

事業評価票

109
改良型消火ノズルの整備 事 業 開 始

（東京消防庁警防部／一般会計）

○　既存の資器材（ガンタイプノズル、とび口
　等）を活用した天井裏の火災に対する消火活動
　では、天井をとび口等の破壊器具で大きく破壊
　し、その開放部に向かっての放水活動あるいは
　開放部に身体を入れての放水活動を行ってい
　る。

○　天井裏における消防活動上の課題を抽出する
　ため、既存の資器材による放水効果の検証を行
　った。

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

○　近年、住宅等において断熱対策により気密性
  が向上しており、これに合わせて天井裏等に設
　置された換気システムが普及してきている。

○　このような換気システム等を延焼経路とする
　火災においては、火災初期には建物外観から天
　井裏が延焼していることに気付かず、延焼が拡
　大する危険性がある。

○　今後も天井裏を延焼の経路とする火災の増加
　が予想されることから、これに対応する新たな
　消防戦術、資器材の導入が求められている。

○　改良型消火ノズルは、天井裏を延焼の経路とする
　火災の増加に対して、天井を破壊する時間の短縮や
　水損の低減等、効果的で効率的な放水活動を行うこ
　とができるため、整備は妥当である。

○　また、震災時には、がれき等で進入困難な箇所へ
　の注水や、限られた水量の中での消火、延焼防止を
　行う必要があるが、その際に、迅速かつ適切に消火
　活動を遂行するための資器材としても有効性がある
　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

＜ガンタイプノズル＞ ＜とび口＞



平成 14 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

事業評価票

110
総合指令室映像機器の更新 事 業 開 始

（東京消防庁総務部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

２

○　局案どおり予算を計上する。

歳
出

○　年間約140万件の119番通報を受け付けてお
　り、24時間365日の安定稼動を維持できるよう
　努めている。

○　複数の指令台が同時に119番通報を受け付け
　ており、集中豪雨など通報が輻輳した状況で
　も、的確な部隊運用が行える情報共有体制を構
　築している。

24年度見積額

どのように取り組み、どのような成果があったか ４

歳
入

千円－

千円

134,441

５

○　大型ディスプレイについては、新規リースを行わず
　に平成26年度までの再リース契約とし、経費の縮減を
　図りつつ、情報共有体制を維持する。

○　指令管制システムは平成14年度末に構築しており、
　機器の耐用年数及び費用対効果を考慮し、12年間使用
　し、26年度に更新を予定している。

○　情報共有のために必要不可欠な大型ディスプレイ
　も、指令管制システムの一部として、14年度末に８年
  間のリース契約で導入しており、23年度でリース契約
  が満了する予定である。

○　しかし、指令管制システムの更新が26年度に控えて
　いるため、大型ディスプレイを新規リース契約とする
　と３年間のみの賃借となり、経費が増加する。

○　指令管制システムは都民の安全確保のために、24
　時間365日の安定稼動が求められており、機能維持に
　万全を期する必要がある。

○　一方で、本システムは、平成26年度に更新を予定
　しているため、現行システムに係る経費について
　は、最小限に抑えることが必要である。

○　現在使用している機器については、リース期間の
　満了を迎えるが、継続して安定的な使用が可能であ
　ることから、リース期間を延長し、システム更新に
　備えるとする局案は妥当であると考える。

拡大・充実

拡大・充実

23年度予算額

69,88724年度見積額－

23年度予算額

見直し・再構築

その他移管・終了

22年度決算額 －

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３

○　都民からの119番通報を受け、必要な部隊の
　選定、出場指令、部隊運用等を行うために、特
　別区及び多摩地区の２か所に総合指令室を設置
  している。

○　指令室員全員が視認できる大型ディスプレイ
　等を設置し、特異事案や出場不能部隊の確認
  等、情報共有体制を構築している。

６

見直し・再構築

移管・終了 その他

22年度決算額 134,441 千円

歳入 24年度予算額 －

歳出 24年度予算額 69,887



昭和 48 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24年度見積額

どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか

○　各消防署に設置されている固定無線機は、消
　防署と災害出場部隊との無線通信回線を確保す
　るために整備したものである。

○　震災が発生し電話回線等の有線が途絶した場
　合でも、無線により本庁・方面本部・消防署間
　の通信手段が確保でき、防災機関として必要不
　可欠な機器である。

○　本無線機で使用しているアナログ150Mhz帯の電波
　は、消防無線のデジタル化に伴い、平成28年５月末を
　もって停波される。そのため、今後、無線波のデジタ
　ル化に対応した無線機の整備が必要である。

３

見直し・再構築 移管・終了

－

－

拡大・充実 その他

○　固定無線機は、消防活動を行うに当たって、必要
　な機器であり、定期的に更新が必要である。

○　一方で、平成28年５月末をもって、アナログ無線
　波が停波(デジタル化)されるため、これに対応する
　無線機を今後整備する必要があり、現行の固定無線
　機の経費は最小限に抑える必要がある。

○　現在使用している機器については、整備後10年間
　を経過しているが、継続して安定的な使用が可能で
　あることから、アナログ無線波の停波までの間は、
　修繕対応とする局案は妥当であると考える。

電波法

２

１

４どのように取り組み、どのような成果があったか

○　火災等が発生した場合には、出場した消防隊
　に対して管内消防署から災害情報の提供等を行
　い、円滑な消防活動を可能にした。

○　機器については耐用年数を考慮し、10年で更
　新を行ってきた。

3,775

22年度決算額 千円

事業評価票

111
固定無線機の更新 事 業 開 始

（東京消防庁総務部／一般会計） 事 業 終 了 予 定

－ 24年度見積額

歳
出

見直し・再構築

13,319 千円

13,092

○　アナログ無線波が停波されるまでの間は固定無線機
　を継続使用する。しかし、耐用年数を超過した機器に
　ついては、更新せずに修繕対応とする。

６

23年度予算額

５

○　局案どおり予算を計上する。

歳
入

22年度決算額

23年度予算額

その他

千円

拡大・充実 移管・終了

歳入 24年度予算額 －

歳出 24年度予算額 3,775

H28.5末→

年度 23 24 25 26 27 28 29

無線波

固　定
無線機

更新
終了

運用停止更新停止・修繕対応

あアナログ デジタル
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