
【施策№１　妊娠・出産・乳幼児支援】 単位：千円

平成29年度 559 千円 559 千円

平成30年度 568 千円 568 千円

平成31年度 568 千円 932 千円

平成32年度 568 千円 933 千円

総事業費 2,263 千円 2,992 千円

平成29年度 7,346 千円 7,346 千円

平成30年度 8,038 千円 8,038 千円

平成31年度 8,038 千円 8,627 千円

平成32年度 8,038 千円 8,697 千円

総事業費 31,460 千円 32,708 千円

平成29年度 1,406 千円 1,406 千円

平成30年度 1,457 千円 1,457 千円

平成31年度 1,457 千円 1,455 千円

平成32年度 1,457 千円 1,455 千円

総事業費 5,777 千円 5,773 千円

平成29年度 171 千円 171 千円

平成30年度 186 千円 186 千円

平成31年度 186 千円 186 千円

平成32年度 186 千円 186 千円

総事業費 729 千円 729 千円

小計 40,229 千円 42,202 千円 差引 千円

【施策№２　子育て環境整備】

平成29年度 441,428 千円 441,428 千円

平成30年度 828,777 千円 828,777 千円

平成31年度 39,910 千円 490,232 千円

平成32年度 33,636 千円 53,781 千円

総事業費 1,343,751 千円 1,814,218 千円

平成29年度 22,067 千円 22,067 千円

平成30年度 24,033 千円 24,033 千円

平成31年度 24,033 千円 25,083 千円

平成32年度 24,033 千円 25,083 千円

総事業費 94,166 千円 96,266 千円

平成29年度 11,329 千円 11,329 千円

平成30年度 116,983 千円 116,983 千円

平成31年度 26,052 千円 35,615 千円

平成32年度 0 千円 131,020 千円

総事業費 154,364 千円 294,947 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 14,600 千円 2,456 千円

平成32年度 14,600 千円 2,456 千円

総事業費 29,200 千円 4,912 千円

小計 1,621,481 千円 2,210,343 千円 差引 千円

健康推進課

子ども若者
計画課

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

子育て環
境整備

① 保育施設整備事業
子ども若者
計画課

子育て環
境整備

③ 学童保育所整備事業

子ども若者
計画課
子ども子育
て事業課

子育て環
境整備

② 基幹型保育所システム事業

子育て環
境整備

④
子育て世代包括支援セン
ター整備事業

施策名
中心事業

№ 備　考中心事業名
中心事業
担当課

588,862

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※国分寺市子ども・子育て支援事業計画（平成27年度～平成31年
度）において，平成32年4月1日に待機児童０とすることを目指して
いるため，平成32年度事業費は賃借料のみ記載する。

事業費

見直し前 見直し後

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※民設民営学童保育所の整備については，国分寺市子ども・子育
て支援事業計画の計画期間が平成27年度～平成31年度であり，
平成32年度以降の計画に基づく放課後児童健全育成事業の確保
策が策定されていないが，現計画の実績及び申込児童数の増加
を踏まえ，，市の上位計画である総合ビジョンに位置付け，引き続
き整備していくこととする。また，平成31年４月の登録児童数が公
立学童保育所の中で，最も狭隘な施設となる可能性が出てきたこ
とから，第５小学校内に公立学童保育所を整備していく。

妊娠・出
産・乳幼
児支援

② 母子訪問指導事業 健康推進課

妊娠・出
産・乳幼
児支援

妊娠・出
産・乳幼
児支援

④ 親と子の相談事業 健康推進課

妊娠・出
産・乳幼
児支援

③ 乳幼児母性健康相談事業 健康推進課

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

① 両親学級事業 健康推進課

1,973

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

備　考

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

事業費

見直し前 見直し後

①子ども・学び・文化



【施策№３　子育て支援サービス】

平成29年度 10,373 千円 10,373 千円

平成30年度 11,616 千円 11,616 千円

平成31年度 11,616 千円 13,119 千円

平成32年度 11,616 千円 13,120 千円

総事業費 45,221 千円 48,228 千円

平成29年度 16,253 千円 16,253 千円

平成30年度 20,901 千円 20,901 千円

平成31年度 20,901 千円 23,294 千円

平成32年度 20,901 千円 23,294 千円

総事業費 78,956 千円 83,742 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 0 千円 0 千円

平成29年度 36,672 千円 36,672 千円

平成30年度 38,796 千円 38,796 千円

平成31年度 38,796 千円 40,878 千円

平成32年度 51,096 千円 51,096 千円

総事業費 165,360 千円 167,442 千円

小計 289,537 千円 299,412 千円 差引 千円

【施策№４　子ども若者支援】

平成29年度 47 千円 47 千円

平成30年度 271 千円 271 千円

平成31年度 271 千円 390 千円

平成32年度 271 千円 397 千円

総事業費 860 千円 1,105 千円

平成29年度 22,486 千円 22,486 千円

平成30年度 24,895 千円 24,895 千円

平成31年度 24,895 千円 24,609 千円

平成32年度 24,895 千円 24,657 千円

総事業費 97,171 千円 96,647 千円

平成29年度 11,694 千円 11,694 千円

平成30年度 16,229 千円 16,229 千円

平成31年度 16,229 千円 15,721 千円

平成32年度 16,229 千円 15,733 千円

総事業費 60,381 千円 59,377 千円

平成29年度 1,711 千円 1,711 千円

平成30年度 2,299 千円 2,299 千円

平成31年度 2,592 千円 2,348 千円

平成32年度 2,592 千円 2,348 千円

総事業費 9,194 千円 8,706 千円

小計 167,606 千円 165,835 千円 差引 千円

子ども若
者支援

② 親子ひろば事業
子育て相談
室

子ども若
者支援

①
子ども家庭支援センター相談
事業

子育て相談
室

-1,771

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

備　考

備　考

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

変更なし。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

9,875

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

子ども若
者支援

③

子ども若
者支援

④ 若者支援ネットワーク事業
子ども若者
計画課

こどもの発達センターつくし
んぼの療育事業

子育て相談
室

事業費

見直し前

子ども子育
てサービス
課

③ 保育コンシェルジュ事業

子育て支
援サービ
ス

④ 病児・病後児保育事業
子ども子育
てサービス
課

子育て支
援サービ
ス

見直し後

子育て支
援サービ
ス

①

義務教育就学児医療費助成
拡大事業

放課後子ども教室事業 社会教育課

事業費

見直し前 見直し後
施策名

中心事業
№

中心事業名

子ども子育
てサービス
課

中心事業
担当課

子育て支
援サービ
ス

②



③保険・福祉

【施策№５　文化芸術】

平成29年度 5,242 千円 5,242 千円

平成30年度 5,400 千円 5,400 千円

平成31年度 5,400 千円 5,450 千円

平成32年度 5,400 千円 5,500 千円

総事業費 21,442 千円 21,592 千円

平成29年度 1,099 千円 1,099 千円

平成30年度 1,127 千円 1,127 千円

平成31年度 1,200 千円 1,200 千円

平成32年度 1,200 千円 1,200 千円

総事業費 4,626 千円 4,626 千円

平成29年度 452 千円 452 千円

平成30年度 500 千円 500 千円

平成31年度 500 千円 500 千円

平成32年度 500 千円 500 千円

総事業費 1,952 千円 1,952 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 30 千円 30 千円

平成31年度 30 千円 30 千円

平成32年度 30 千円 30 千円

総事業費 90 千円 90 千円

小計 28,110 千円 28,260 千円 差引 千円

【施策№６　学校教育】

平成29年度 403 千円 403 千円

平成30年度 483 千円 483 千円

平成31年度 483 千円 443 千円

平成32年度 483 千円 743 千円

総事業費 1,852 千円 2,072 千円

平成29年度 387 千円 387 千円

平成30年度 1,694 千円 1,694 千円

平成31年度 150 千円 439 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 2,231 千円 2,520 千円

平成29年度 20,242 千円 20,242 千円

平成30年度 27,791 千円 27,791 千円

平成31年度 28,319 千円 31,094 千円

平成32年度 28,847 千円 31,094 千円

総事業費 105,199 千円 110,221 千円

平成29年度 4,180 千円 4,180 千円

平成30年度 5,196 千円 5,196 千円

平成31年度 5,196 千円 5,133 千円

平成32年度 5,238 千円 5,198 千円

総事業費 19,810 千円 19,707 千円

小計 129,092 千円 134,520 千円 差引 千円

文化芸術

文化振興課

150

5,428

備　考

中心事業
№

中心事業名
中心事業
担当課

大学生の協力を得る仕組み
づくり

文化振興課

② 市民文化祭

備　考

平成31年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
購入する教師用指導書の変更に伴う単価の変更による増額。

平成31･32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
平成31・32年度は，特別支援教育支援員の配置について，小学校
全校での実施及び中学校での時間数増により増額。

平成31･32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

変更なし。

変更なし。

変更なし。

平成31･32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
平成32年度は外部講師に対する謝礼額の見直しによる増額。

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

①
ホール施設における鑑賞・体
験機会の提供（いずみホー
ル主催事業）

文化振興課

見直し後

事業費

見直し前

学校教育 ①
学校全体での人権教育の取
組の充実

学校指導課

異世代交流事業の推進 公民館課

施策名

文化芸術 ④

文化芸術 ③

事業費

見直し前 見直し後

文化芸術

学校教育 ③
学校生活支援シートの活用
の推進

学校指導課

学校教育 ②
道徳教育に関する実践的研
究や研修の充実

学校指導課

学校教育 ④
習熟度別指導の「基礎コー
ス」の工夫改善

学校指導課



③保険・福祉

【施策№７　教育環境整備】

平成29年度 21,584 千円 21,584 千円

平成30年度 21,530 千円 21,530 千円

平成31年度 21,530 千円 21,543 千円

平成32年度 21,530 千円 21,543 千円

総事業費 86,174 千円 86,200 千円

平成29年度 181,347 千円 181,347 千円

平成30年度 257,059 千円 257,059 千円

平成31年度 179,513 千円 247,343 千円

平成32年度 715,748 千円 1,036,599 千円

総事業費 1,333,667 千円 1,722,348 千円

平成29年度 260,032 千円 260,032 千円

平成30年度 6,807 千円 6,807 千円

平成31年度 124,066 千円 171,487 千円

平成32年度 195,996 千円 210,851 千円

総事業費 586,901 千円 649,177 千円

平成29年度 433,072 千円 433,072 千円

平成30年度 477,775 千円 477,775 千円

平成31年度 477,775 千円 530,305 千円

平成32年度 477,775 千円 562,854 千円

総事業費 1,866,397 千円 2,004,006 千円

小計 3,873,139 千円 4,461,731 千円 差引 千円

【施策№８　社会教育】

平成29年度 15,694 千円 15,694 千円

平成30年度 16,161 千円 16,161 千円

平成31年度 16,161 千円 16,998 千円

平成32年度 16,161 千円 16,998 千円

総事業費 64,177 千円 65,851 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 2,074 千円 703 千円

平成32年度 1,117 千円 3,053 千円

総事業費 3,191 千円 3,756 千円

平成29年度 300 千円 300 千円

平成30年度 300 千円 300 千円

平成31年度 300 千円 350 千円

平成32年度 300 千円 350 千円

総事業費 1,200 千円 1,300 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 7,677 千円 0 千円

平成32年度 3,934 千円 9,610 千円

総事業費 11,611 千円 9,610 千円

小計 80,179 千円 80,517 千円 差引 千円

中心事業
担当課

施策名
中心事業

№
中心事業名

588,592

備　考

平成31･32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

公民館課

備　考

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31･32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※平成31年度事業費の主な増額要因
①第四中学校トイレ工事改修工事費等の資材高騰・消費増税等
（19,861千円増），②第五中学校工事費等の資材高騰・消費増税
等（26,244千円増）
※平成32年度事業費の主な増額要因
第三中学校トイレ改修工事費等が資材高騰，消費税等に伴う増
（19,408千円増）

平成31･32年度事業費について，平成31年度予算及び『小学校給
食調理業務に係るアウトソーシング実施計画その２』を踏まえ更
新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31･32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※平成31年度事業費の主な増額要因
①第四小学校増築工事費前払金等（56,312千円増），②第二中学校大規模改造工事費
等の資材高騰・消費増税等（6,086千円増）
※平成32年度事業費の主な増額要因
①第二小学校増築工事費等の資材高騰・消費増税等（17,874千円増)，②第四小学校工
事費等（78,598千円増），③第二小学校校舎及び屋体大規模改造工事実施設計費
（16,110千円増），④第七小学校屋体大規模改造工事実施設計費（9,402千円増），⑤第
九小学校大規模改造工事実施設計費（5,099千円増），⑥第七小学校及び第六小学校校
舎大規模改造工事費が資材高騰・消費増税等（136,536千円増），⑦第二中学校屋体大
規模改造工事実施設計費（8,839千円増），⑧第一中学校大規模改造工事費の資材高
騰・消費増税等（42,030千円増）

教育環境
整備

①
外部人材との連携による教
育活動の推進

学校指導課

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

事業費

見直し前 見直し後

教育環境
整備

②
市立小・中学校校舎及び屋
内運動場の大規模改修の推
進

教育総務課

社会教育 ②
図書館における情報収集の
支援の推進

図書館課

社会教育 ①
公民館における学習機会の
充実

事業費

見直し前 見直し後

④
自校式による小学校給食の
充実

学務課

社会教育 ③ 相互学習の支援の推進 公民館課

教育環境
整備

教育環境
整備

③
トイレ及びプールの改修の推
進

教育総務課

社会教育 ④
ＩＣＴを活用した環境整備の推
進

図書館課

338

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
資料デジタル化事業について，導入時期を精査し，平成31年度は
仕様の見直し等，円滑な事業開始に向けた準備を行い，平成32年
度から実施することとしたため，見直しを行う。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
Ｗｉ－Ｆｉの設置時期を見直したことにより平成31年度は減額。セ
キュリティ及び保守について検討を行い，平成32年度より安定した
Ｗｉ－Ｆｉ環境の提供に向け準備を進める。



【施策№９　歴史】

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 0 千円 0 千円

平成29年度 42 千円 42 千円

平成30年度 35 千円 35 千円

平成31年度 61 千円 7 千円

平成32年度 61 千円 61 千円

総事業費 199 千円 145 千円

平成29年度 83,694 千円 83,694 千円

平成30年度 23,116 千円 23,116 千円

平成31年度 23,116 千円 31,645 千円

平成32年度 23,116 千円 23,116 千円

総事業費 153,042 千円 161,571 千円

平成29年度 514,025 千円 514,025 千円

平成30年度 428,306 千円 428,306 千円

平成31年度 355,315 千円 336,936 千円

平成32年度 287,533 千円 253,879 千円

総事業費 1,585,179 千円 1,533,146 千円

小計 1,738,420 千円 1,694,862 千円 差引 千円

【施策№10　人権・男女平等・平和】

平成29年度 57 千円 57 千円

平成30年度 72 千円 72 千円

平成31年度 220 千円 51 千円

平成32年度 220 千円 220 千円

総事業費 569 千円 400 千円

平成29年度 37 千円 37 千円

平成30年度 45 千円 45 千円

平成31年度 45 千円 46 千円

平成32年度 45 千円 47 千円

総事業費 172 千円 175 千円

平成29年度 1,999 千円 1,999 千円

平成30年度 3,012 千円 3,012 千円

平成31年度 3,012 千円 2,255 千円

平成32年度 3,012 千円 2,262 千円

総事業費 11,035 千円 9,528 千円

平成29年度 215 千円 215 千円

平成30年度 215 千円 215 千円

平成31年度 215 千円 216 千円

平成32年度 215 千円 217 千円

総事業費 860 千円 863 千円

小計 12,636 千円 10,966 千円 差引 千円

② 人権平和課

① 人権のつどい

備　考

備　考

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※委託事業費の精査により減額。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

学校教育としての文化財活
用の推進

ふるさと文化
財課

犯罪被害者等支援講座・講
演会

人権平和課

平成31年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
平成31年度は湧水園内の池の修繕を行うことによる増額。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

変更なし。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※平成31年度事業費は，報償費の精査により減額。

歴史 ①

歴史 ④
史跡武蔵国分寺跡保存整備
事業（僧寺地区）の推進

ふるさと文化
財課

歴史 ③
出土した埋蔵文化財（出土
品）の公開活用，及び保存再
整理の推進

ふるさと文化
財課

施策名
中心事業

№
中心事業名

歴史
ふるさと文化
財課

施策名

中心事業
担当課

中心事業
№

中心事業名
中心事業
担当課

② ボランティア活動者数の拡大

人権・男
女平等・
平和

人権・男
女平等・
平和

人権・男
女平等・
平和

③ 男女平等推進センター事業 人権平和課

人権・男
女平等・
平和

④ 平和祈念式・平和祈念行事 人権平和課

-43,558

-1,670

平成31年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
ベスト購入の延伸，消耗品費の削減等により減額。

事業費

見直し前 見直し後

事業費

見直し前 見直し後



【施策№11　国分寺の魅力】

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 3,500 千円 0 千円

平成32年度 100 千円 4,483 千円

総事業費 3,600 千円 4,483 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 1,931 千円 1,931 千円

平成31年度 1,931 千円 2,129 千円

平成32年度 1,931 千円 2,129 千円

総事業費 5,793 千円 6,189 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 2,160 千円 0 千円

平成32年度 100 千円 2,160 千円

総事業費 2,260 千円 2,160 千円

平成29年度 3,614 千円 3,614 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 3,614 千円 3,614 千円

小計 15,267 千円 16,446 千円 差引 千円

【施策№12　地域づくり】

平成29年度 43 千円 43 千円

平成30年度 50 千円 50 千円

平成31年度 50 千円 145 千円

平成32年度 50 千円 145 千円

総事業費 193 千円 383 千円

平成29年度 8,958 千円 8,958 千円

平成30年度 1,859 千円 1,859 千円

平成31年度 7,056 千円 2,804 千円

平成32年度 5,367 千円 6,384 千円

総事業費 23,240 千円 20,005 千円

平成29年度 527 千円 527 千円

平成30年度 1,100 千円 1,100 千円

平成31年度 1,100 千円 1,532 千円

平成32年度 1,100 千円 1,562 千円

総事業費 3,827 千円 4,721 千円

平成29年度 1,000 千円 1,000 千円

平成30年度 1,000 千円 1,000 千円

平成31年度 1,000 千円 1,000 千円

平成32年度 1,000 千円 1,000 千円

総事業費 4,000 千円 4,000 千円

小計 31,260 千円 29,109 千円 差引 千円

①

国分寺の魅力発信につなが
る撮影・取材の誘致推進事
業

市政戦略室

地域福祉推進協議会の開催
地域共生推
進課

事業費

見直し前 見直し後

事業費

見直し前 見直し後
備　考

変更なし。

備　考

本事業について，平成31年度は，ロケーションボックスの受入体制
や支援内容の庁内検討・整理を進め，平成32年度以降にロケー
ションボックスの再構築を図ることとしたため，事業費の見直しをす
る。

② 「国分寺×宇宙」推進事業 文化振興課

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

国分寺の
魅力

中心事業
担当課

①

国分寺の
魅力

④ 観光案内板設置事業 市政戦略室

国分寺の
魅力

③
国分寺の魅力情報共有推進
事業

市政戦略室

施策名
中心事業

№
中心事業名

国分寺の
魅力

地域づく
り

② 地域イベント支援事業
協働コミュニ
ティ課

地域づく
り

地域づく
り

④ ボランティア活動推進事業
地域共生推
進課

地域づく
り

③ 自治会・町内会支援事業
協働コミュニ
ティ課

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

本事業については，民間のポータルサイトやスマホアプリを活用す
ることで特設サイトを新設せずとも事業目的を達成できる可能性が
あるため，平成31年度は，民間サービスの調査研究・活用の検討
を行うこととし，事業費の見直しをする。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

変更なし。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※Ｗｉ－Ｆｉの設置時期を見直したことにより平成31年度は減額。セ
キュリティ及び保守について検討を行い，平成32年度より安定した
Ｗｉ－Ｆｉ環境の提供に向け準備を進める。

参加委員の増加に伴う消耗品費等の見直しによる増。

②地域振興

1,179

-2,151



【施策№13　多文化共生】

平成29年度 5,325 千円 5,325 千円

平成30年度 5,325 千円 5,325 千円

平成31年度 5,385 千円 5,325 千円

平成32年度 5,385 千円 5,325 千円

総事業費 21,420 千円 21,300 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 0 千円 0 千円

平成29年度 230 千円 230 千円

平成30年度 230 千円 230 千円

平成31年度 230 千円 230 千円

平成32年度 230 千円 230 千円

総事業費 920 千円 920 千円

平成29年度 443 千円 443 千円

平成30年度 1,998 千円 1,998 千円

平成31年度 843 千円 654 千円

平成32年度 843 千円 843 千円

総事業費 4,127 千円 3,938 千円

小計 26,467 千円 26,158 千円 差引 千円

【施策№14　商工振興・創業】

平成29年度 1,172 千円 1,172 千円

平成30年度 1,278 千円 1,278 千円

平成31年度 1,494 千円 1,467 千円

平成32年度 1,494 千円 1,467 千円

総事業費 5,438 千円 5,384 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 1,200 千円 1,200 千円

平成31年度 1,200 千円 1,200 千円

平成32年度 1,200 千円 1,200 千円

総事業費 3,600 千円 3,600 千円

平成29年度 11,956 千円 11,956 千円

平成30年度 13,148 千円 13,148 千円

平成31年度 15,251 千円 12,715 千円

平成32年度 15,902 千円 12,715 千円

総事業費 56,257 千円 50,534 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 1,067 千円 0 千円

平成32年度 176 千円 0 千円

総事業費 1,243 千円 0 千円

小計 66,538 千円 59,518 千円 差引 千円

中心事業名

中心事業
№

中心事業名
中心事業
担当課

多文化共
生

施策名
中心事業

№

施策名

多文化共
生

② 外国人来訪者への対応事業 人権平和課

備　考

備　考

-7,020

中心事業
担当課

多文化共
生

④ 姉妹都市等交流事業 人権平和課

多文化共
生

③ 国際化推進施策事業 人権平和課

事業費

見直し前 見直し後

① 外国人相談窓口事業 人権平和課

商工振
興・創業

商工振
興・創業

④
就労支援情報提供拠点設置
事業

経済課

商工振
興・創業

①
創業セミナー・個別相談等実
施事業

経済課

③
小口事業資金融資あっせん
事業

経済課

商工振
興・創業

② 魅力ある個店表彰事業 経済課

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

変更なし。

変更なし。

平成31年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

変更なし。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

-309

東京しごとセンター多摩の今後の立川市への移転等諸般の状況
を勘案し，設置事業時期を検討するため，平成31・32年度の事業
費を変更する。これに代わる措置として，市ホームページ上にリン
クしたハローワークインターネットサービスのページの情報提供を
行い，利用を案内する。

事業費

見直し前 見直し後



【施策№15　農業振興】

平成29年度 1,969 千円 1,969 千円

平成30年度 2,000 千円 2,000 千円

平成31年度 2,000 千円 2,000 千円

平成32年度 2,000 千円 2,000 千円

総事業費 7,969 千円 7,969 千円

平成29年度 300 千円 300 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 300 千円 0 千円

平成32年度 2,300 千円 2,300 千円

総事業費 2,900 千円 2,600 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 0 千円 0 千円

平成29年度 9,828 千円 9,828 千円

平成30年度 5,000 千円 5,000 千円

平成31年度 0 千円 800 千円

平成32年度 0 千円 800 千円

総事業費 14,828 千円 16,428 千円

小計 25,697 千円 26,997 千円 差引 千円

【施策№16　スポーツ振興】

平成29年度 630 千円 630 千円

平成30年度 2,987 千円 2,987 千円

平成31年度 2,207 千円 8,359 千円

平成32年度 2,207 千円 12,240 千円

総事業費 8,031 千円 24,216 千円

平成29年度 3,775 千円 3,775 千円

平成30年度 155,193 千円 155,193 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 158,968 千円 158,968 千円

平成29年度 4,203 千円 4,203 千円

平成30年度 6,756 千円 6,756 千円

平成31年度 6,756 千円 6,566 千円

平成32年度 6,756 千円 6,566 千円

総事業費 24,471 千円 24,091 千円

平成29年度 1,492 千円 1,492 千円

平成30年度 1,520 千円 1,520 千円

平成31年度 1,500 千円 1,704 千円

平成32年度 1,500 千円 1,704 千円

総事業費 6,012 千円 6,420 千円

小計 197,482 千円 213,695 千円 差引 千円

農業体験農園や観光農園等
の開園支援事業

経済課②

経済課

農業振興 ④
飲食店等における地産地消
の促進支援事業

市政戦略室

農業振興

中心事業
№

中心事業名
中心事業
担当課

③
市内産農畜産物の新たな販
売場所の拡大事業

① 農業経営改善計画推進事業 経済課

備　考

備　考

平成31年度予算額は，予算編成時に実施予定農家がいなかった
ため０円とする。引き続き，農園主募集を周知し，応募があった時
点で補正予算等で対応を予定する。

変更なし。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
国の補助金が終了する平成31年度からは，JA，商工会，観光協
会及び市の４団体の協働によって事業を推進していくこととし，事
業推進主体を立ち上げる。

東京2020大会及びラグビーワールドカップ2019を盛り上げるため
の気運醸成イベントの充実，ホストタウン交流事業費の計上に伴う
増額。

変更なし。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新

1,300

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

農業振興

スポーツ
振興

②
市民スポーツセンターバリア
フリー化事業

スポーツ振
興課

スポーツ
振興

①
オリンピック・パラリンピック
推進事業

スポーツ振
興課

施策名

農業振興

スポーツ
振興

③ 史跡駅伝事業
スポーツ振
興課

スポーツ
振興

④ 秋のスポーツイベント事業
スポーツ振
興課

16,213

変更なし。

見直し前 見直し後

事業費

見直し前 見直し後

事業費



【施策№17　高齢者福祉】

平成29年度 3,000 千円 3,035 千円

平成30年度 6,000 千円 6,000 千円

平成31年度 6,000 千円 0 千円

平成32年度 6,000 千円 0 千円

総事業費 21,000 千円 9,035 千円

平成29年度 18,000 千円 18,000 千円

平成30年度 36,000 千円 36,000 千円

平成31年度 36,000 千円 36,000 千円

平成32年度 36,000 千円 36,000 千円

総事業費 126,000 千円 126,000 千円

平成29年度 4,454 千円 4,454 千円

平成30年度 4,790 千円 4,790 千円

平成31年度 4,667 千円 2,723 千円

平成32年度 3,640 千円 2,571 千円

総事業費 17,551 千円 14,538 千円

平成29年度 51,004 千円 51,004 千円

平成30年度 250 千円 250 千円

平成31年度 170,704 千円 185,787 千円

平成32年度 15,970 千円 15,970 千円

総事業費 237,928 千円 253,011 千円

小計 402,479 千円 402,584 千円 差引 千円

【施策№18　障害者福祉】

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 5,931 千円 5,931 千円

平成31年度 5,931 千円 6,705 千円

平成32年度 5,931 千円 6,705 千円

総事業費 17,793 千円 19,341 千円

平成29年度 759 千円 759 千円

平成30年度 991 千円 991 千円

平成31年度 991 千円 936 千円

平成32年度 991 千円 942 千円

総事業費 3,732 千円 3,628 千円

平成29年度 356,829 千円 356,829 千円

平成30年度 402,800 千円 402,800 千円

平成31年度 431,024 千円 420,294 千円

平成32年度 462,464 千円 462,346 千円

総事業費 1,653,117 千円 1,642,269 千円

平成29年度 561 千円 561 千円

平成30年度 825 千円 825 千円

平成31年度 422 千円 1,297 千円

平成32年度 422 千円 1,297 千円

総事業費 2,230 千円 3,980 千円

小計 1,676,872 千円 1,669,218 千円 差引 千円

障害福祉課

③

施策名
中心事業

№

障害者福
祉

一般就労への移行・定着支
援事業

障害福祉課
障害者福
祉

③

④ 障害への理解促進啓発事業

障害者福
祉

事業費

見直し前 見直し後

障害者福
祉

障害者地域自立支援協議会
運営事業

障害福祉課②

① 地域生活支援拠点整備事業 障害福祉課

中心事業名
中心事業
担当課

高齢者福
祉

高齢者福
祉

高齢者福
祉

高齢者福
祉

施策名

① 在宅医療と介護の連携事業 高齢福祉課

高齢福祉課

中心事業
№

事業費

見直し前 見直し後

-7,654

H31年度より市直営業務とするため，事業費を皆減。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

105

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

備　考

変更なし。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

備　考

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

担い手の発掘・育成・支援事
業

④
介護保険事業計画に基づく
地域密着型サービス事業所
の整備事業

②
高齢者の見守り体制整備事
業

高齢福祉課

高齢福祉課

中心事業名
中心事業
担当課

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

③保健・福祉



【施策№19　生活福祉】

平成29年度 27,916 千円 27,916 千円

平成30年度 36,358 千円 36,358 千円

平成31年度 36,358 千円 40,293 千円

平成32年度 36,358 千円 40,293 千円

総事業費 136,990 千円 144,860 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 0 千円 0 千円

平成29年度 337 千円 337 千円

平成30年度 1,000 千円 1,000 千円

平成31年度 1,000 千円 700 千円

平成32年度 1,000 千円 700 千円

総事業費 3,337 千円 2,737 千円

平成29年度 4,335 千円 4,335 千円

平成30年度 6,938 千円 6,938 千円

平成31年度 7,151 千円 10,365 千円

平成32年度 7,624 千円 10,365 千円

総事業費 26,048 千円 32,003 千円

小計 166,375 千円 179,600 千円 差引 千円

【施策№20　健康づくり】

平成29年度 1,229 千円 1,229 千円

平成30年度 1,076 千円 1,076 千円

平成31年度 1,076 千円 1,086 千円

平成32年度 1,076 千円 1,096 千円

総事業費 4,457 千円 4,487 千円

平成29年度 88,414 千円 88,414 千円

平成30年度 109,619 千円 109,619 千円

平成31年度 109,619 千円 110,072 千円

平成32年度 109,619 千円 110,994 千円

総事業費 417,271 千円 419,099 千円

平成29年度 1,653 千円 1,653 千円

平成30年度 1,588 千円 1,588 千円

平成31年度 1,588 千円 3,734 千円

平成32年度 1,588 千円 2,329 千円

総事業費 6,417 千円 9,304 千円

平成29年度 4,918 千円 4,918 千円

平成30年度 7,261 千円 7,261 千円

平成31年度 7,261 千円 7,328 千円

平成32年度 7,261 千円 7,423 千円

総事業費 26,701 千円 26,930 千円

小計 454,846 千円 459,820 千円 差引 千円

見直し後

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

健康づく
り

④ いきいきセンター運営事業 健康推進課

健康づく
り

健康づく
り

③ 成人健康教育事業 健康推進課

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

②
特定健康診査・特定保健指
導事業

健康推進課
健康づく
り

備　考

④ ひとり親家庭自立支援事業 生活福祉課

13,225

① 健康増進情報発信事業 健康推進課

事業費

見直し前

生活福祉 ③
生活保護被保護者就労促進
事業

生活福祉

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

生活福祉 ①
生活困窮者自立相談支援事
業

生活福祉課

生活福祉

生活福祉課

②
生活保護被保護者自立支援
プログラム策定事業

生活福祉課

中心事業名
中心事業
担当課

見直し前 見直し後
備　考

平成31・32年度事業費について，平成31年度より「家計改善支援
事業」を実施することによる増額。

変更なし。

事業費
施策名

中心事業
№

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

4,974



【施策№21　自然環境・生活環境】

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 6,837 千円 6,837 千円

総事業費 6,837 千円 6,837 千円

平成29年度 212 千円 212 千円

平成30年度 186 千円 186 千円

平成31年度 186 千円 182 千円

平成32年度 186 千円 182 千円

総事業費 770 千円 762 千円

平成29年度 7,645 千円 7,645 千円

平成30年度 9,365 千円 9,365 千円

平成31年度 9,882 千円 9,585 千円

平成32年度 9,365 千円 9,538 千円

総事業費 36,257 千円 36,133 千円

平成29年度 66 千円 66 千円

平成30年度 90 千円 90 千円

平成31年度 90 千円 90 千円

平成32年度 90 千円 90 千円

総事業費 336 千円 336 千円

小計 44,200 千円 44,068 千円 差引 千円

【施策№22　ごみ・リサイクル】

平成29年度 9,558 千円 9,558 千円

平成30年度 27,174 千円 27,174 千円

平成31年度 20,000 千円 19,151 千円

平成32年度 164,833 千円 4,708 千円

総事業費 221,565 千円 60,591 千円

総事業費 61,637 千円 69,574 千円

総事業費 302,882 千円 299,558 千円

平成29年度 1,259 千円 1,259 千円

平成30年度 1,383 千円 1,383 千円

平成31年度 1,383 千円 1,399 千円

平成32年度 1,383 千円 1,399 千円

総事業費 5,408 千円 5,440 千円

小計 591,492 千円 435,163 千円 差引 千円

施策名

-132

中心事業
№

中心事業名
中心事業
担当課

自然環
境・生活
環境

②
環境基本計画等事務事業
（環境ひろば・環境シンポジ
ウム）

まちづくり計
画課

自然環
境・生活
環境

④
空き家・空き地の利活用事
業

まちづくり推
進課

備　考

備　考

-156,329

変更なし。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

まちづくり計
画課

自然環
境・生活
環境

①

自然環
境・生活
環境

③ 公害調査・測定事業

千円

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

②
ごみ・リサ
イクル

14,455

14,455

14,455

14,455

78,671 千円

千円

平成30年度

平成29年度

④ 事業系ごみ収集事業 環境対策課
ごみ・リサ
イクル

①
環境基本計画等事務事業
（動植物調査）

ごみ減量推進事業
ごみ減量推
進課

事業費

見直し前 見直し後

(仮称）リサイクルセンター建
設事業

環境対策課

18,272 千円

平成30年度

平成31年度

平成29年度

環境対策課

千円

20,612 千円

平成32年度 16,235

見直し前 見直し後

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

④くらし・環境

ごみ・リサ
イクル

ごみ・リサ
イクル

③
ごみの資源化及び再利用推
進事業

ごみ減量推
進課

74,737千円

平成31年度

平成32年度 74,737

変更なし。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

74,737

78,671 千円

事業費

千円

千円 61,607 千円

千円84,54374,737

千円

千円

18,272 千円

千円



【施策№23　市街地整備】

平成29年度 856,145 千円 856,145 千円

平成30年度 501,343 千円 501,343 千円

平成31年度 106,138 千円 193,764 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 1,463,626 千円 1,551,252 千円

平成29年度 4,018 千円 4,018 千円

平成30年度 4,508 千円 4,508 千円

平成31年度 0 千円 1,136 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 8,526 千円 9,662 千円

平成29年度 4,537 千円 4,537 千円

平成30年度 5,104 千円 5,104 千円

平成31年度 0 千円 1,159 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 9,641 千円 10,800 千円

平成29年度 37,789 千円 37,789 千円

平成30年度 21,924 千円 21,924 千円

平成31年度 7,301 千円 21,978 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 67,014 千円 81,691 千円

小計 1,548,807 千円 1,653,405 千円 差引 千円

【施策№24　交通安全】

平成29年度 10,860 千円 10,860 千円

平成30年度 5,141 千円 5,141 千円

平成31年度 3,339 千円 3,682 千円

平成32年度 13,439 千円 13,757 千円

総事業費 32,779 千円 33,440 千円

平成29年度 227,840 千円 227,840 千円

平成30年度 640,509 千円 640,509 千円

平成31年度 859,922 千円 859,922 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 1,728,271 千円 1,728,271 千円

平成29年度 25,873 千円 25,873 千円

平成30年度 98,460 千円 98,460 千円

平成31年度 26,300 千円 29,003 千円

平成32年度 26,300 千円 29,262 千円

総事業費 176,933 千円 182,598 千円

平成29年度 84,556 千円 84,556 千円

平成30年度 86,315 千円 86,315 千円

平成31年度 105,145 千円 103,012 千円

平成32年度 107,372 千円 106,661 千円

総事業費 383,388 千円 380,544 千円

小計 2,321,371 千円 2,324,853 千円 差引 千円

備　考

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

備　考

104,598

市街地整
備

③
国３・４・11号線周辺まちづく
り推進事業

まちづくり推
進課

平成31年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※推進地区まちづくり協議会にてまとめた「西国分寺駅北口周辺
まちづくり計画（案）」の公告・縦覧・説明会等を行い，同計画を決
定する。

平成31年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※推進地区まちづくり協議会にてまとめた「国分寺街道及び国３・
４・11号線周辺まちづくり計画（案）」の公告・縦覧・説明会等を行
い，同計画を決定する。

平成31年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※事業費増の主な要因は，都市計画手続変更に伴う説明会の開
催，権利者数の精査等による。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

3,482

変更なし。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

① 国分寺駅北口再開発事業
駅周辺整備
課

市街地整
備

④
都市計画法及びまちづくり条
例の運用事業

まちづくり計
画課

事業費

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

事業費

見直し前 見直し後

市街地整
備

交通安全 ③
放置自転車防止指導・撤去
事業

交通安全 ②
国分寺駅北口周辺自転車駐
車場整備事業

交通対策課

市街地整
備

②
西国分寺駅北口地区周辺ま
ちづくり推進事業

まちづくり推
進課

交通安全 ① 交通安全啓発推進事業 交通対策課

交通安全 ④ 交通安全施設整備事業 道路管理課

交通対策課

平成31年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※事業進ちょくを踏まえ，交通広場修景計画を見直した事により増
額した。

見直し前 見直し後



【施策№25　道路】

平成29年度 92,785 千円 92,785 千円

平成30年度 122,323 千円 122,323 千円

平成31年度 2,511,466 千円 194,647 千円

平成32年度 3,866,886 千円 3,357,645 千円

総事業費 6,593,460 千円 3,767,400 千円

平成29年度 6,480 千円 6,480 千円

平成30年度 17,000 千円 17,000 千円

平成31年度 15,000 千円 15,940 千円

平成32年度 347,000 千円 71,665 千円

総事業費 385,480 千円 111,085 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 15,120 千円 14,696 千円

平成32年度 10,368 千円 9,944 千円

総事業費 25,488 千円 24,640 千円

平成29年度 319,458 千円 319,458 千円

平成30年度 375,686 千円 375,686 千円

平成31年度 316,293 千円 1,036,555 千円

平成32年度 908,093 千円 527,302 千円

総事業費 1,919,530 千円 2,259,001 千円

小計 8,923,958 千円 6,162,126 千円 差引 千円

【施策№26　下水道】

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 32,849 千円 32,849 千円

平成31年度 50,000 千円 29,154 千円

平成32年度 50,000 千円 51,302 千円

総事業費 132,849 千円 113,305 千円

平成29年度 40,857 千円 40,857 千円

平成30年度 15,824 千円 15,824 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 56,681 千円 56,681 千円

平成29年度 3,912 千円 3,912 千円

平成30年度 5,000 千円 5,000 千円

平成31年度 5,000 千円 5,000 千円

平成32年度 5,000 千円 5,000 千円

総事業費 18,912 千円 18,912 千円

小計 208,442 千円 188,898 千円 差引 千円

道路 ② 国３・４・１号線整備事業 建設事業課

備　考

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

備　考

道路 ① 国３・４・12号線整備事業 建設事業課 平成31年度は，予算計上額を踏まえ修正。平成32年度は，平成30
年度の執行見込額及び平成31年度の予算計上額を踏まえ修正。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※平成30年度に実施したストックマネジメント実施方針策定作業に
より，詳細な事業費が算出されたことによる増減。

変更なし。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※平成31年度について，平成30年度にて補正減額した分と，今年
度に金額の再精査を行ったため事業費増。

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

事業費

見直し前 見直し後

道路 ④
道路・橋りょうの維持管理事
業

建設事業課
道路管理課

下水道課

道路 ③ 道路・交通網計画策定事業
まちづくり計
画課

①
予防保全型管理・長寿命化
対策事業

下水道

事業費

見直し前 見直し後

下水道 ③ 雨水浸透施設設置事業 下水道課

下水道 ② 下水道施設耐震化事業 下水道課

-2,761,832

-19,544

変更なし。



【施策№27　公園】

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 6,756 千円 0 千円

平成32年度 6,621 千円 9,064 千円

総事業費 13,377 千円 9,064 千円

平成29年度 22,032 千円 22,032 千円

平成30年度 269,215 千円 269,215 千円

平成31年度 76,482 千円 101,714 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 367,729 千円 392,961 千円

平成29年度 5,919 千円 5,919 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 27,979 千円

平成32年度 0 千円 47,700 千円

総事業費 5,919 千円 81,598 千円

平成29年度 137 千円 137 千円

平成30年度 504 千円 504 千円

平成31年度 327 千円 226 千円

平成32年度 327 千円 227 千円

総事業費 1,295 千円 1,094 千円

小計 388,320 千円 484,717 千円 差引 千円

【施策№28　防災】

平成29年度 28,444 千円 28,444 千円

平成30年度 46,068 千円 46,068 千円

平成31年度 46,068 千円 47,026 千円

平成32年度 46,068 千円 47,151 千円

総事業費 166,648 千円 168,689 千円

平成29年度 345 千円 345 千円

平成30年度 338 千円 338 千円

平成31年度 435 千円 317 千円

平成32年度 435 千円 330 千円

総事業費 1,553 千円 1,330 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 7,997 千円 7,997 千円

平成31年度 43,511 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 54,020 千円

総事業費 51,508 千円 62,017 千円

平成29年度 106,511 千円 106,511 千円

平成30年度 114,726 千円 114,726 千円

平成31年度 24,316 千円 9,066 千円

平成32年度 24,316 千円 65,102 千円

総事業費 269,869 千円 295,405 千円

小計 489,578 千円 527,441 千円 差引 千円

備　考

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

備　考

公園 ④
公園サポート等市民協働事
業

緑と建築課

中心事業
担当課

平成29年度に策定した「公園・緑地の総合的な維持管理計画」に
基づき，平成31年度より予防保全型管理を実施するため，その修
繕費を計上。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31年度に排気ガス浄化のための新型シャーシへ移行を予定
しており，発注から納車までに要する時間を考慮すると年度内の
納車が未確定であることから，平成32年度早期に納車とするスケ
ジュールへ変更したため，事業費の見直しをする。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※所有者への意向確認を踏まえ，平成31年度は補強設計２件，平
成32年度は耐震改修１件を予定。

施策名
中心事業

№
中心事業名

公園 ② 公園・緑地の計画的整備 緑と建築課

公園 ①
「公園・緑地の整備計画」策
定事業

緑と建築課

公園 ③
「公園・緑地の総合的な維持
管理計画」策定事業

緑と建築課

防災 ② 市民防災推進委員育成事業 防災安全課

①
耐震診断・耐震改修等補助
事業

まちづくり推
進課

防災 ③ 消防団車両の更新事業 防災安全課

④ 特定沿道建築物の耐震化 建築指導課防災

平成31・32年度について，計画の策定開始時期の変更に伴う事業
費の変更。平成32年度からの２か年で策定を予定。

平成31年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

96,397

37,863

防災

事業費

見直し前 見直し後

事業費

見直し前 見直し後



【施策№29　防犯】

平成29年度 38 千円 38 千円

平成30年度 38 千円 38 千円

平成31年度 38 千円 555 千円

平成32年度 38 千円 556 千円

総事業費 152 千円 1,187 千円

平成29年度 455 千円 455 千円

平成30年度 455 千円 455 千円

平成31年度 455 千円 439 千円

平成32年度 455 千円 439 千円

総事業費 1,820 千円 1,788 千円

平成29年度 273 千円 273 千円

平成30年度 273 千円 273 千円

平成31年度 273 千円 288 千円

平成32年度 273 千円 291 千円

総事業費 1,092 千円 1,125 千円

平成29年度 1,950 千円 1,950 千円

平成30年度 1,950 千円 1,950 千円

平成31年度 1,950 千円 0 千円

平成32年度 1,950 千円 1,950 千円

総事業費 7,800 千円 5,850 千円

小計 10,864 千円 9,950 千円 差引 千円

【施策№30　消費生活】

平成29年度 26 千円 26 千円

平成30年度 70 千円 70 千円

平成31年度 70 千円 120 千円

平成32年度 70 千円 120 千円

総事業費 236 千円 336 千円

平成29年度 200 千円 200 千円

平成30年度 183 千円 183 千円

平成31年度 195 千円 163 千円

平成32年度 198 千円 163 千円

総事業費 776 千円 709 千円

平成29年度 38 千円 38 千円

平成30年度 33 千円 33 千円

平成31年度 48 千円 43 千円

平成32年度 60 千円 50 千円

総事業費 179 千円 164 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 122 千円 113 千円

平成32年度 122 千円 50 千円

総事業費 244 千円 163 千円

小計 1,435 千円 1,372 千円 差引 千円

①

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

備　考

① 特殊詐欺被害対策事業 防災安全課防犯

防犯

防災安全課

生活安全・安心メール配信事
業

防災安全課

備　考

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
平成31年度から特殊詐欺等対策電話機購入費補助事業の開始，
防犯ポスターの印刷仕様の見直し等による増額。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31･32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※日本消費者協会の相談員研修負担金を追加。

平成31･32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31･32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31･32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

防犯 ④
地域における見守り活動支
援事業

施策名
中心事業

№

②
防犯リーダー養成講習会事
業

防災安全課

防犯 ③

消費生活相談室機能拡充事
業

経済課消費生活

消費生活 ② 消費者教育講座実施事業 経済課

消費生活 ④
高齢消費者の見守り体制整
備事業

経済課

消費生活 ③ 学齢期消費者教育実施事業 経済課

中心事業名
中心事業
担当課

平成31年度予算額は，当初予算編成時に都補助要綱が示されて
いないため，０円としており，それに合わせ事業費を見直すが，自
治会・町内会からの設置要望に基づき補正予算により対応予定。

-914

-63

事業費

見直し前 見直し後

事業費

見直し前 見直し後



【施策№31　市政情報・情報共有】

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 0 千円 0 千円

平成29年度 17,727 千円 17,727 千円

平成30年度 20,908 千円 20,908 千円

平成31年度 21,000 千円 18,797 千円

平成32年度 21,000 千円 18,988 千円

総事業費 80,635 千円 76,420 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 0 千円 0 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 0 千円 0 千円

小計 80,635 千円 76,420 千円 差引 千円

【施策№32　市民参加・協働】

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 109 千円 109 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 109 千円 109 千円

総事業費 218 千円 218 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 2,369 千円 2,369 千円

平成31年度 1,911 千円 1,905 千円

平成32年度 1,911 千円 1,940 千円

総事業費 6,191 千円 6,214 千円

平成29年度 23 千円 23 千円

平成30年度 39 千円 39 千円

平成31年度 39 千円 255 千円

平成32年度 39 千円 257 千円

総事業費 140 千円 574 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 378 千円 378 千円

平成31年度 6,490 千円 396 千円

平成32年度 6,490 千円 396 千円

総事業費 13,358 千円 1,170 千円

小計 19,907 千円 8,176 千円 差引 千円

備　考

① ホームページ改善事業 市政戦略室 変更なし。

平成31･32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。② 市報リニューアル事業 市政戦略室

変更なし。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
平成31年度以降についてはインターネットを利用したアンケート回
答の手法の導入を予定しており，インターネット回答導入及び実施
に係る費用を踏まえ，見直しをする。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
※協働事業により，内容をレベルアップ（市職員を地域のＮＰＯの
活動現場に派遣）して事業を実施。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

変更なし。

-11,731

変更なし。

-4,215

市政情
報・情報
共有

備　考

市政情
報・情報
共有

④ 「よくある質問」改善事業 政策法務課

市政情
報・情報
共有

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

市政情
報・情報
共有

③ 情報管理課情報公開推進事業

事業費

見直し前 見直し後

④
こくぶんじ市民活動センター
運営委託事業

協働コミュニ
ティ課

①
無作為抽出による「参加と協
働」促進事業

政策経営課

③
協働を進めるための市職員・
ＮＰＯスタッフの講座・研修事
業

協働コミュニ
ティ課

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

市民参
加・協働

② 市民アンケート等実施事業 政策経営課

市民参
加・協働

市民参
加・協働

市民参
加・協働

⑤公共経営

事業費

見直し前 見直し後



【施策№33　行政改革】

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 0 千円 0 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 20,000 千円 20,000 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 20,000 千円 20,000 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 0 千円 0 千円

平成29年度 9,461 千円 9,461 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 9,461 千円 9,461 千円

小計 29,461 千円 29,461 千円 差引 千円

【施策№34　財政運営】

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 0 千円 0 千円

平成29年度 19,918 千円 19,918 千円

平成30年度 20,227 千円 20,227 千円

平成31年度 20,227 千円 20,448 千円

平成32年度 20,227 千円 20,559 千円

総事業費 80,599 千円 81,152 千円

平成29年度 26,345 千円 26,345 千円

平成30年度 18,898 千円 18,898 千円

平成31年度 22,863 千円 19,640 千円

平成32年度 26,752 千円 21,035 千円

総事業費 94,858 千円 85,918 千円

平成29年度 4,012 千円 4,012 千円

平成30年度 1,521 千円 1,521 千円

平成31年度 1,521 千円 1,735 千円

平成32年度 1,521 千円 1,735 千円

総事業費 8,575 千円 9,003 千円

小計 184,032 千円 176,073 千円 差引 千円

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

備　考

行政改革 ④
公共施設等総合管理計画推
進事業

変更なし。

変更なし。

変更なし。

変更なし。

備　考

変更なし。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

行政改革 ②
マイナンバーカード利活用推
進事業

情報管理課

① 業務改善提案事業

④
統一的な基準による地方公
会計導入事業

財政課

政策経営課

② 市税等の徴収率の維持向上 納税課

① 公債費の抑制 財政課財政運営

中心事業名
中心事業
担当課

行政改革

施策名
中心事業

№

事業費

見直し前 見直し後

事業費

見直し前 見直し後

政策経営課

行政改革 ③ 行政評価システム構築事業 政策経営課

財政運営 ③ ふるさと納税推進事業

財政運営

市政戦略室

財政運営

-7,959

0



【施策№35　庁舎】

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 4,400 千円 16,500 千円

平成32年度 0 千円 69,850 千円

総事業費 4,400 千円 86,350 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 5,300 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 5,300 千円 0 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 7,200 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 7,200 千円 0 千円

平成29年度 2,110,000 千円 2,110,000 千円

平成30年度 100,000 千円 100,000 千円

平成31年度 100,000 千円 100,000 千円

平成32年度 100,000 千円 100,000 千円

総事業費 2,410,000 千円 2,410,000 千円

小計 2,426,900 千円 2,496,350 千円 差引 千円

【施策№36　職員育成】

平成29年度 1,103 千円 1,103 千円

平成30年度 1,287 千円 1,287 千円

平成31年度 1,287 千円 1,220 千円

平成32年度 1,287 千円 1,220 千円

総事業費 4,964 千円 4,830 千円

平成29年度 221 千円 221 千円

平成30年度 294 千円 294 千円

平成31年度 294 千円 297 千円

平成32年度 294 千円 297 千円

総事業費 1,103 千円 1,109 千円

平成29年度 0 千円 0 千円

平成30年度 0 千円 0 千円

平成31年度 0 千円 0 千円

平成32年度 0 千円 0 千円

総事業費 0 千円 0 千円

平成29年度 78 千円 78 千円

平成30年度 78 千円 78 千円

平成31年度 78 千円 78 千円

平成32年度 78 千円 78 千円

総事業費 312 千円 312 千円

小計 6,379 千円 6,251 千円 差引 千円

備　考

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

備　考

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。
「国分寺市新庁舎建設基本構想」の検討状況を踏まえ，「（仮称）
国分寺市新庁舎整備基本計画」の策定と併せて，新庁舎の竣工ま
でを見据えた長期的な視点から，コスト・品質・スケジュールの最
適化を目的としてコンストラクション・マネジメント方式の採用を想
定し，円滑な設計・施工に資する事業手法の選定，事業者選定を
行う必要性があると判断し，それらを平成31年度から平成32年度
の２か年で実施することによる増額。

本事業の効果的・効率的な遂行のため，中心事業№①と一体的に
実施することとし，事業費としては中心事業№①に組み入れたた
め，本事業単独の事業費を皆減した。

本事業の効果的・効率的な遂行のため，中心事業№①と一体的に
実施することとし，事業費としては中心事業№①に組み入れたた
め，本事業単独の事業費を皆減した。

変更なし。

政策経営課

施策名
中心事業

№
中心事業名

中心事業
担当課

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

平成31・32年度事業費について，平成31年度予算を踏まえ更新。

庁舎 ②

①
（仮称）国分寺市新庁舎整備
基本計画策定事業

 （仮称）国分寺市新庁舎建
設市民参加事業

政策経営課

庁舎

① 庁内研修の充実 職員課

④
庁舎建設資金の積み増しと
業務改善による新たな財源
確保事業

政策経営課

② 人事考課評価の精度向上

職員育成 ④ メンタルヘルス対応力の向上 職員課

職員育成

庁舎 ③
（仮称）国分寺市新庁舎建設
に係るＰＦＩ導入可能性調査
事業

政策経営課

庁舎

見直し前 見直し後

職員育成 ③
ジョブローテーションの適正
な運用

職員課

職員育成 職員課

69,450

-128

変更なし。

変更なし。

事業費

見直し前 見直し後

事業費


