
　　　　　　　　　　　

令和２年度　指定事務事業　（　５５事業、　１１２事務事業）

重点施
策の柱

整理番
号

指　定　事　業　名 課　　　名 事務事業
評価表番号

（事務事業名）

重点1 1 省エネルギー化の推進（あびこエコ・プロジェクトの推進） 手賀沼課 271 あびこエコ・プロジェクトの推進

2 手賀沼・手賀川の活用 企画課 1840 手賀沼・手賀川活用推進協議会

3 新クリーンセンターの整備 クリーンセンター 319 新クリーンセンターの整備事業

重点2 4 シティプロモーションの推進 秘書広報課 1822 シティプロモーションの推進

5 手賀沼親水広場を中心とした交流人口の拡大と地域の活性化（高野山新田地区の活性化） 企画課 2220
高野山新田地区活性化事業の推
進

農政課 232
手賀沼沿い農地の保全活用と農
業者支援

234 農業拠点施設整備事業

6 手賀沼公園の魅力向上（遊具の整備、オープンカフェの整備） 公園緑地課 816 公園施設維持管理

1726 公園の整備

7 農業への支援 農政課 215 植物防疫業務

2264
農業用ハウス強靭化緊急対策事
業

8 商業への支援 商業観光課 184 商業活性化策の推進

9 生涯学習センターアビスタ駐車場の民間運営 生涯学習課 1184 施設管理事務

10 文化財の保存と活用 文化・スポーツ課 1839 旧井上家住宅の保存と活用

2250 文化財保存活用地域計画の推進

11 企業が進出・操業しやすい環境づくり 企業立地推進課 1861
企業が進出・操業しやすい環境
づくり（住工混在の解消、企業
が進出しやすい環境整備）

12 我孫子新田エリアの活用（農産物直売所アンテナショップ跡地の利活用） 商業観光課 1864 観光振興策の推進

13 地域コミュニティの活性化 市民活動支援課 172
まちづくり協議会への近隣セン
ター施設運営業務委託

（コミュニティ整備計画報告書の見直し検討、市民公益活動支援指針の見直し） 2261
市民公益活動支援指針の進行管
理

14 東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み 秘書広報課 2251
東京オリンピック・パラリン
ピック・聖火リレー推進事業

文化・スポーツ課 2235
東京2020オリンピック・パラリ
ンピックに向けた取組み

重点3 15 防災・防犯体制の強化 市民安全課 333 災害予防・初動対策事業

（ハザードマップの更新、国土強靭化地域計画の策定、備蓄倉庫の整備、 340
防災用施設及び非常用備蓄品整
備事業

避難所への無料ＷｉＦｉの設置、宅地カルテの作成） 市民活動支援課 176
市民・近隣センター等施設維持
管理

市街地整備課 2253 宅地耐震化推進事業

16 災害体制の強化（災害時の医療救護） 健康づくり支援課 651 第二次救急医療整備事業

17 消防体制の強化 消防総務課 918 消防庁舎・装備の維持管理

（東消防署湖北分署及び総合訓練施設の整備、東消防署庁舎設備の更新、消防車両等の更新、 927 消防車両等の維持管理

千葉北西部１０市消防通信指令業務の共同運用） 1909 消防施設等整備事業

警防課 952
救急・救助活動車両・資機材の
整備・管理

2237
千葉北西部１０市消防通信指令
業務の共同運用

18 水害対策 治水課 746 布佐排水区の整備

（布佐排水区、若松地区、天王台６丁目地区、柴崎排水区（柴崎幹線整備）） 治水課 750 若松第1～第5排水区の整備

治水課 1781
天王台地区の整備（天王台6丁目
地区浸水対策事業）

治水課 2162
柴崎排水区の整備（柴崎幹線整
備事業）

重点4 19 若い世代の定住化と少子化対策 秘書広報課 1822
シティプロモーションの推進
【再掲】

（あびこの魅力発信、住宅取得補助、子ども医療費助成制度の拡充、婚活支援、 建築住宅課 2091 若い世代の住宅取得支援

産後ケア、特定不妊治療費の助成） 子ども支援課 1341 子ども医療費助成事業

2134
我孫子市結婚相談事業の充実（少
子化対策検討プロジェクト）

健康づくり支援課 652 産後ケア事業

1999 特定不妊治療費の助成

20 保育環境の整備 保育課 568
幼稚園における子育て支援事業
の実施

（幼稚園の認定こども園及び施設型給付園への移行（湖北白ばら）、 保育課 592 私立幼稚園の運営支援

若草幼稚園の整備、双葉保育園の建替え整備に対する補助） 保育課 1935 私立保育園等施設整備への補助

21 放課後対策（あびっ子クラブと学童保育室の運営） 子ども支援課 1081 子どもの居場所づくり

1350 学童保育室の運営
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22 小中学校の教育環境の整備（プールの民間活用、給食施設整備方針の策定、給食民間委託） 1035 小中学校管理運営事業

1040
小中学校給食調理業務の民間委
託事業

1819 学校給食施設設備整備事業

23 平和事業の取り組み（戦後７５年平和事業） 企画課 8 平和事業の実施

24 公共交通機関の利便性向上 交通課 716
駅構内バリアフリー施設等の整備・
支援

（我孫子駅構内エレベータの整備、仮称シャトルバスの検討、運転免許返納者優遇制度） 1829
我孫子市地域公共交通協議会運
営（仮称シャトルバスの運行、
運転免許返納）

25 ＩＣＴ教育の推進 指導課 1415
小中学校コンピューター教育の推
進

重点5 26 市独自の予防接種への補助（風しん予防接種） 健康づくり支援課 2080
小児等任意予防接種費用助成事
業

27 胃がん検診の充実 健康づくり支援課 627 胃がん検診

28 障害者への支援（自立訓練事業所「あおぞら」の開設） 障害者福祉センター 2257 自立訓練（生活訓練）事業

29 高齢者への支援 高齢者支援課 511 緊急通報システムの充実

（緊急通報システムの運用、介護老人保健施設の整備、高齢者見守りシール、 520 社会福祉施設の整備

生活支援体制の整備） 1902 認知症地域支援推進事業

2188 生活支援体制整備事業の推進

30 成年後見制度利用の支援（市民後見人の育成） 社会福祉課 357 成年後見制度利用の支援

31 自殺対策 社会福祉課 1645 自殺対策事業の進行管理

32 いじめ対策 子ども相談課 2109
いじめ問題対策連絡協議会等の運
営

指導課 2096 いじめ防止対策事業

教育研究所 1991
小中学生のためのいじめ・悩み相
談ホットライン

33 ＤＶ等被害者への支援（配偶者暴力相談支援センターの設置） 社会福祉課 1400 ＤＶ相談

都市整
備

34 下ヶ戸・中里線外１線の整備 交通課 2016 下ヶ戸・中里線外１線の整備

35 手賀沼公園・久寺家線の整備 交通課 699 手賀沼公園・久寺家線の整備

36 下新木踏切道の改良 交通課 701 下新木踏切道の改良

37 下水道の整備 下水道課 2061 下ヶ戸西側地区の整備

（下ヶ戸西側地区、布佐駅東側地区、湖北駅北口西側地区 2166 布佐駅東側地区の整備

、湖北駅北口東側地区、久寺家１・２丁目不明水対策） 1689 湖北駅北口西側地区の整備

2170 湖北駅北口東側地区の整備

2208
久寺家１・２丁目地区不明水対
策事業

38 土谷津地区の道路整備 道路課 2157 土谷津地区の道路整備

39 橋梁の長寿命化対策（白山跨線人道橋の修繕） 道路課 1550 橋梁長寿命化修繕事業

40 我孫子駅前土地区画整理事業（国道３５６号・我孫子駅停車場道路補修、清算事務） 市街地整備課 876
我孫子駅前土地区画整理事業の
推進

41 市道２４－００３号線（妻子原地先）の改良 道路課 662
市道24-003号線等（妻子原地
先）の改良

行財政
改革

42 歳入の確保（ふるさと納税返礼品の追加） 財政課 2132 ふるさと納税の推進

43 行政改革の推進 総務課 63 行政改革推進プランの推進

（行政改革推進プラン、事業仕分け、デジタル・ガバメントの推進、RPAの活用） 情報政策課 113 電算システムの運用

2244 デジタル・ガバメントの推進

44 提案型公共サービス民営化制度の見直し 総務課 62
提案型公共サービス民営化制度
の推進

45 ファシリティマネジメントの推進（個別施設計画策定・公共施設のあり方検討の支援） 資産経営課 2099 ファシリティマネジメントの推進

46 公共施設の老朽化対策 施設管理課 102 庁舎維持管理

（本庁舎、近隣センター、あらき園、湖北台保育園、小学校、 市民活動支援課 176
市民・近隣センター等施設維持
管理

白樺文学館、市民体育館） あらき園 2194 あらき園の維持管理

保育課 1950 湖北台保育園の再整備

教育総務課 1007 小中学校施設の維持管理

文化・スポーツ課 1139 白樺文学館の運営
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2059 市民体育館維持補修

47 下水道事業の公営企業会計による運営 下水道課 2179
下水道ストックマネジメント事
業

治水課 2222
下水道ストックマネジメント事
業（雨水）

その他 48 新たな文化交流拠点施設整備の検討 企画課 1978
新たな文化交流拠点施設整備の
検討

生涯学習課 1089
新たな文化交流拠点施設整備の
検討

49 第四次総合計画の策定 企画課 16 総合計画の策定と進行管理

50 市制施行５０周年記念事業 秘書広報課 2241 市制施行５０周年記念事業

企画課 9 常磐線の利便性向上

生涯学習課 1165 生涯学習普及啓発事業

文化・スポーツ課 1139 白樺文学館の運営【再掲】

鳥の博物館 1438 企画展の実施

51 マイナンバー制度の普及 市民課 2112 個人番号カードの交付業務

52 土木センターの移転 道路課 682
道路の維持管理作業（土木セン
ター）

53 放射能対策 手賀沼課 1857
福島第一原発事故に伴う放射能
問題への対応

（測定や除染等放射能対策全般及び東電への賠償請求、ホールボディカウンタ測定及び 健康づくり支援課 1961
ホールボディカウンタ測定及び
甲状腺検査費用助成事業

甲状腺エコー検査費用の助成、震災廃棄物の放射線測定） クリーンセンター 1938 震災廃棄物の放射線測定事業

54 令和元年台風１５号・１９号による災害復旧 農政課 222 農業用排水施設維持管理

建築住宅課 2266
災害支援補助事業（台風、地震
等）

クリーンセンター 318 廃棄物最終処分事業

55 新型コロナウイルス感染症への対応 社会福祉課 2269 特別定額給付金事業

企業立地推進課 1747 就労支援事業

商業観光課 2272
新型コロナウイルス感染症の影響
を受けた事業者への支援

子ども支援課 1334 児童扶養手当支給事業

2270
子育て世帯への臨時特別給付金支
給事業

市民安全課 340
防災用施設及び非常用備蓄品整
備事業【再掲】


