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一般会計 

（款）01 議会費による事務事業 

 （項）01 議会費 

  （目）01 議会費 ···························································································  ３ 

0100100 議員の報酬等事務事業 （議会事務局） 

0100200 議会事務事業 （議会事務局） 

0100300 議会報及び会議録作成事務事業 （議会事務局） 

 

（款）02 総務費による事務事業 

 （項）01 総務管理費 

  （目）01 一般管理費 ·······················································································  ９ 

0100500 補助金等審査会事務事業 （財政課） 

0100600 市政功労者等表彰事務事業 （秘書課） 

0100700 秘書事務事業 （秘書課） 

0100800 争訟関係事務事業 （政策法務課） 

0100900 浄書印刷等事務事業 （情報管理課） 

0101000 指定管理者の選定及び評価事務事業 （契約管財課） 

0101100 契約・検査事務事業 （契約管財課） 

0101200 職員人件費その他事務事業 (一般会計全体) （職員課） 

0101300 職員人事管理事務事業  人事管理事務事業 （職員課） 

0101400 職員人事管理事務事業  嘱託・臨時職員事務事業 （職員課） 

0101500 職員人事管理事務事業  職員衛生管理事務事業 （職員課） 

0101600 職員人事管理事務事業  職員被服貸与事務事業 （職員課） 

0101700 職員人事管理事務事業  福利厚生事務事業 （職員課） 

0101800 給与支給事務事業 （職員課） 

0101900 職員研修事務事業 （職員課） 

0102000 特別職報酬等審議会事務事業 （職員課） 

0102100 職員倫理審査会事務事業 （職員課） 

0102250 職員懲戒審査会事務事業 （職員課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）02 文書広報費 ·······················································································  28 

0102300 法令等追録事務事業   情報管理課関係事務事業 （情報管理課） 

0102400 法令等追録事務事業   議会事務局関係事務事業 （議会事務局） 

0102500 法令等追録事務事業   選挙管理委員会事務局関係事務事業 （選挙管理委員会事務局） 

0102600 法令等追録事務事業   監査委員事務局関係事務事業 （監査委員事務局） 

0102700 法令等追録事務事業   教育総務課関係事務事業 （教育総務課） 

0102800 市報等発行事務事業 （市政戦略室） 

0102900 広報事務事業 （市政戦略室） 

0103000 特別相談事務事業 （政策法務課） 

0103100 広聴事務事業 （政策法務課） 

0103200 オンブズパーソン事務事業 （政策法務課） 

0103300 法務関係事務事業 （政策法務課） 

0103400 文書事務事業 （情報管理課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）03 財政管理費 ·······················································································  40 

0103500 財政事務事業 （財政課） 

0103550 統一的な基準による地方公会計事務事業 （財政課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）04 会計管理費 ·······················································································  42 

0103600 出納事務事業 （会計課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）05 財産管理費 ·······················································································  43 

0103700 庁舎維持管理事務事業 （契約管財課） 

0103800 車両集中管理事務事業 （契約管財課） 

0103900 普通財産維持管理事務事業 （契約管財課） 



 

（款）02 

 （項）01 

  （目）06 企画費 ···························································································  46 

0104100 企画事務事業 （政策経営課） 

0104110 庁舎建設事務事業 （政策経営課） 

0104115 cocobunjiプラザオープン記念イベント等事務事業 市政戦略室関係事務事業 （市政戦略室） 

0104125 cocobunjiプラザオープン記念イベント等事務事業 文化振興課関係事務事業 （文化振興課） 

0104200 行政改革事務事業 （政策経営課） 

0104210 業務プロセス分析事務事業 （政策経営課） 

0104220 市民アンケート事務事業 （政策経営課） 

0104310 まちの魅力発信事務事業  市政戦略室関係事務事業 （市政戦略室） 

0104315 まちの魅力発信事務事業  文化振興課関係事務事業 （文化振興課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）07 都市交流推進費 ···················································································  61 

0104700 姉妹都市等交流事務事業  スポーツ振興課関係事務事業 （スポーツ振興課） 

0104800 姉妹都市等交流事務事業  人権平和課関係事務事業 （人権平和課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）08 国際化推進費 ·····················································································  63 

0104900 国際化施策推進事務事業 （人権平和課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）09 平和推進費 ·······················································································  64 

0105000 憲法記念・平和祈念行事事務事業 （人権平和課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）10 文化・コミュニティ推進費 ·········································································  65 

0105050 cocobunjiプラザの施設維持管理事務事業 （文化振興課） 

0105110 国分寺Lホール閉館事務事業 （協働コミュニティ課） 

0105150 市民活動センター等維持管理事務事業 （協働コミュニティ課） 

0105200 国分寺まつり事務事業 （文化振興課） 

0105400 文化振興計画推進事務事業 （文化振興課） 

0105500 市民文化祭事務事業 （文化振興課） 

0105600 いずみホールの施設維持管理事務事業 （文化振興課） 

0105900 公会堂維持管理事務事業 （協働コミュニティ課） 

0106000 内藤地域センター維持管理事務事業 （協働コミュニティ課） 

0106100 西町地域センター維持管理事務事業 （協働コミュニティ課） 

0106200 北町地域センター維持管理事務事業 （協働コミュニティ課） 

0106300 北の原地域センター維持管理事務事業 （協働コミュニティ課） 

0106400 本町・南町地域センター維持管理事務事業 （協働コミュニティ課） 

0106500 もとまち地域センター維持管理事務事業 （協働コミュニティ課） 

0106600 公共施設等設置事業補助事務事業 （協働コミュニティ課） 

0106700 市民活動団体支援事務事業 （協働コミュニティ課） 

0106800 コミュニティ形成事務事業 （協働コミュニティ課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）11 男女平等・人権施策推進費 ·········································································  87 

0106900 男女平等推進事務事業 （人権平和課） 

0107100 ＤＶ対策事務事業 （人権平和課） 

0107200 人権事務事業 （人権平和課） 

0107300 男女平等推進センター運営等事務事業 （人権平和課） 

0107320 犯罪被害者等支援事務事業 （人権平和課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）12 情報管理費 ·······················································································  92 

0107400 電子計算事務等事務事業 （情報管理課） 

8107400 電子計算事務等事務事業（繰越明許） （情報管理課） 

0107500 情報公開・個人情報保護事務事業 （情報管理課） 

0107600 国分寺市政治倫理審査会事務事業 （政策法務課） 



 

（款）02 

 （項）01 

  （目）13 協働推進費 ·······················································································  96 

0107800 こくぶんじ青空ひろば事務事業 （子ども子育て事業課） 

0107900 親子ひろば事業（協働）事務事業 （子育て相談室） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）20 諸費 ·····························································································  98 

0108490 国庫支出金等超過収入額返還金事務事業 地域共生推進課関係事務事業 （地域共生推進課） 

0108600 国庫支出金等超過収入額返還金事務事業 障害福祉課関係事務事業 （障害福祉課） 

0108680 国庫支出金等超過収入額返還金事務事業 子ども若者計画課関係事務事業 （子ども若者計画課） 

0108700 国庫支出金等超過収入額返還金事務事業 子ども子育て事業課関係事務事業 （子ども子育て事業課） 

0108800 国庫支出金等超過収入額返還金事務事業 健康推進課関係事務事業 （健康推進課） 

0108900 国庫支出金等超過収入額返還金事務事業 生活福祉課関係事務事業 （生活福祉課） 

0109000 国庫支出金等超過収入額返還金事務事業 子ども子育てサービス課関係事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0109100 国庫支出金等超過収入額返還金事務事業 高齢福祉課関係事務事業 （高齢福祉課） 

0109600 国庫支出金等超過収入額返還金事務事業 子育て相談室関係事務事業 （子育て相談室） 

0110100 公共施設使用料等返還金事務事業    交通対策課関係事務事業 （交通対策課） 

0110200 公共施設使用料等返還金事務事業    経済課関係事務事業 （経済課） 

0110610 公共施設使用料等返還金事務事業    文化振興課関係事務事業 （文化振興課） 

0110660 利用者負担金等返還金事務事業 子ども子育てサービス課関係事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0110680 利用者負担金等返還金事務事業 学務課関係事務事業 （学務課） 

0110700 公共施設利用者災害賠償補償保険事務事業 （契約管財課） 

0110800 税収等払戻及び税還付加算金支払事務事業 （納税課） 

0110860 税還付不能相当額返還事務事業 (納税課） 

0110900 防犯事務事業 （防災安全課） 

（款）02 

 （項）02 徴税費 

  （目）01 税務総務費 ······················································································  125 

0111100 固定資産評価審査委員会事務事業 （情報管理課） 

0111300 税務関係負担金・補助金事務事業 （課税課） 

（款）02 

 （項）02 

  （目）02 賦課徴収費 ······················································································  127 

0111400 個人市民税賦課事務事業 （課税課） 

0111500 法人市民税賦課事務事業 （課税課） 

0111600 固定資産税賦課事務事業 （課税課） 

0111700 軽自動車税賦課事務事業 （課税課） 

0111800 税関係の証明等事務事業 （課税課） 

0111900 固定資産税評価替事務事業 （課税課） 

0112100 収納事務事業 （納税課） 

（款）02 

 （項）03 戸籍住民基本台帳費 

  （目）01 戸籍住民基本台帳費 ··············································································  134 

0112300 戸籍事務事業 （市民課） 

0112400 住民基本台帳事務事業 住民基本台帳事務事業 （市民課） 

0112500 住民基本台帳事務事業 住民基本台帳ネットワークシステム事務事業 （市民課） 

0112600 市民課光町サービスコーナー事務事業 （市民課） 

0112610 国立駅前サービスコーナー事務事業 （市民課） 

0112700 印鑑事務事業 （市民課） 

0112800 住居表示事務事業 （市民課） 

0112900 その他市民課事務事業 （市民課） 

0113000 国分寺駅北口サービスコーナー事務事業 （市民課） 

0113010 cocobunji市民サービスコーナー事務事業 （市民課） 

0113250 個人番号カード交付等事務事業 （市民課） 

0113260 証明書コンビニ交付事務事業 （市民課） 

（款）02 

 （項）04 選挙費 

  （目）01 選挙管理委員会費 ················································································  146 

0113300 選挙管理委員会事務事業 （選挙管理委員会事務局） 

0113400 選挙関係の一般事務事業 （選挙管理委員会事務局） 

0113500 選挙人名簿事務事業 （選挙管理委員会事務局） 



 

（款）02 

 （項）04 

  （目）02 選挙常時啓発費 ··················································································  149 

0113700 選挙常時啓発事務事業 （選挙管理委員会事務局） 

（款）02 

 （項）04 

  （目）07 市議会議員選挙費 ················································································  150 

0114200 市議会議員選挙事務事業 （選挙管理委員会事務局） 

（款）02 

 （項）05 統計調査費 

  （目）01 統計調査総務費 ··················································································  151 

0114600 統計調査事務事業 （情報管理課） 

0115900 基幹統計調査等事務事業  住宅・土地統計調査事務事業 （情報管理課） 

0115990 基幹統計調査等事務事業  経済センサス基礎調査準備事務事業 （情報管理課） 

0116150 基幹統計調査等事務事業  経済センサス調査区管理事務事業 （情報管理課） 

0116300 基幹統計調査等事務事業  工業統計調査事務事業 （情報管理課） 

0117200 基幹統計調査等事務事業  学校基本調査事務事業 （情報管理課） 

0117300 基幹統計調査等事務事業  建設工事統計調査事務事業 （情報管理課） 

0117490 基幹統計調査等事務事業  農林業センサス調査区設定事務事業 （情報管理課） 

（款）02 

 （項）06 監査委員費 

  （目）01 監査委員費 ······················································································  159 

0117700 監査委員事務事業 （監査委員事務局） 

0117800 監査関係の一般事務事業 （監査委員事務局） 

 

（款）03 民生費による事務事業 

 （項）01 社会福祉費 

  （目）01 社会福祉総務費 ··················································································  163 

0118000 社会福祉事業協力員事務事業  地域共生推進課関係事務事業 （地域共生推進課） 

0118300 民生委員等事務事業 （地域共生推進課） 

0118400 社会を明るくする運動事務事業 （地域共生推進課） 

0118500 行旅死亡人等取扱事務事業 （生活福祉課） 

0118700 国分寺分区等事務事業 （地域共生推進課） 

0118800 入浴券支給事務事業 （生活福祉課） 

0118900 福祉事務所事務事業 （生活福祉課） 

0119000 原子爆弾被爆者見舞金等事務事業 （地域共生推進課） 

0119100 中国残留邦人生活支援給付金等事務事業 （生活福祉課） 

0119300 多摩地域福祉有償運送運営協議会事務事業 （地域共生推進課） 

0119400 生活安定応援事務事業 （生活福祉課） 

0119450 生活困窮者自立促進支援事務事業 （生活福祉課） 

0119500 社会福祉協議会事務事業 （地域共生推進課） 

0119600 いずみプラザ維持管理事務事業 （健康推進課） 

0119700 国分寺市健康福祉サービス協会補助事務事業 （地域共生推進課） 

0119800 福祉計画事務事業 （地域共生推進課） 

0119850 社会福祉法人の認可等事務事業 （地域共生推進課） 

0119910 地域福祉の推進事務事業 （地域共生推進課） 

0120050 福祉サービス第三者評価受審支援事務事業 高齢者福祉サービス関係事務事業 （地域共生推進課） 

0120060 福祉サービス第三者評価受審支援事務事業 障害者（児）福祉サービス関係事務事業 （地域共生推進課） 

0120100 権利擁護センター事務事業 （地域共生推進課） 

0120220 若者支援事務事業 （子ども若者計画課） 

（款）03 

 （項）01 

  （目）02 老人福祉費 ······················································································  186 

0120300 老人クラブ助成事務事業 （高齢福祉課） 

0120400 民間保護施設建設費助成事務事業 （高齢福祉課） 

0120600 シルバー人材センター事務事業 （地域共生推進課） 

0120800 さわやかプラザもとまち管理運営事務事業 （高齢福祉課） 

0120850 介護老人保健施設すこやか・高齢者在宅サービスセンターふれあい管理運営事務事業 （高齢福祉課） 

0120900 地域密着型サービス拠点施設等整備補助事務事業 （高齢福祉課） 

0121000 高齢者保護措置事務事業 （高齢福祉課） 

0121100 高齢者紙おむつ等支給事務事業 （高齢福祉課） 

0121150 高齢者等訪問理容・美容サービス事務事業 （高齢福祉課） 

0121200 高齢者福祉電話貸与事務事業 （高齢福祉課） 



 

0121300 高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス事務事業 （高齢福祉課） 

0121400 高齢者緊急通報システム等事務事業 （高齢福祉課） 

0121500 高齢者配食サービス事務事業 （高齢福祉課） 

0121600 高齢者地域生きがい交流事務事業 （健康推進課） 

0121750 高齢者見守り事務事業 （高齢福祉課） 

0121900 敬老会事務事業 （高齢福祉課） 

0121910 敬老記念行事事務事業 （高齢福祉課） 

0122100 高齢者の生きがい推進事務事業 （高齢福祉課） 

0122200 生活支援ヘルパー事務事業 （高齢福祉課） 

0122300 はいかい高齢者等家族支援サービス事務事業 （高齢福祉課） 

0122500 福祉型高齢者住宅事務事業 （高齢福祉課） 

0122600 高齢者住宅確保事務事業 （高齢福祉課） 

0122700 高齢者自立支援住宅改修給付事務事業 （高齢福祉課） 

0122850 認知症対策事務事業  認知症対策事務事業 （高齢福祉課） 

0122855 認知症対策事務事業  健康推進課関係事務事業 （健康推進課） 

0123000 高齢者地域支援事務事業 （高齢福祉課） 

0123050 高齢者を熱中症等から守る対策事務事業 （高齢福祉課） 

0123200 高齢者居住公的保証事務事業 （高齢福祉課） 

0123300 社会福祉法人等による生計困難者への利用者負担額軽減措置事務事業 （高齢福祉課） 

0123350 元気高齢者地域活躍推進事務事業 （高齢福祉課） 

（款）03 

 （項）01 

  （目）03 老人医療費 ······················································································  217 

0123700 後期高齢者医療事務事業 （保険年金課） 

（款）03 

 （項）01 

  （目）04 心身障害者福祉費 ················································································  218 

0123800 障害者相談事務事業 （障害福祉課） 

0123900 自立支援給付関連事務事業  自立支援給付事務事業 （障害福祉課） 

0123950 自立支援給付関連事務事業  自立支援医療（育成医療）事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0123990 自立支援給付関連事務事業  障害者施策推進協議会事務事業 （障害福祉課） 

0124010 自立支援給付関連事務事業  障害者地域自立支援協議会事務事業 （障害福祉課） 

0124150 自立支援給付関連事務事業  障害支援区分認定事務事業 （障害福祉課） 

0124300 障害者（児）支援給付等加算事務事業  利用者負担軽減事務事業 （障害福祉課） 

0126560 障害者（児）支援給付等加算事務事業  自立支援給付等に係る都加算事務事業 （障害福祉課） 

0129450 障害者（児）支援給付等加算事務事業  障害者日中活動系サービス推進事務事業 （障害福祉課） 

0129460 障害者（児）支援給付等加算事務事業  重症心身障害児（者）通所運営費補助金事務事業 （障害福祉課） 

0124350 自立支援給付事務事業    障害福祉サービス等事務事業 （障害福祉課） 

0124650 自立支援給付事務事業    相談支援給付事務事業 （障害福祉課） 

0124920 自立支援給付事務事業    自立支援医療（更生医療・精神通院）事務事業 （障害福祉課） 

0124940 自立支援給付事務事業    自立支援医療（育成医療）事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0125000 自立支援給付事務事業    療養介護医療事務事業 （障害福祉課） 

0125100 自立支援給付事務事業    補装具費支給事務事業 （障害福祉課） 

0125150 地域生活支援事務事業（必須事業） 理解促進研修・啓発事務事業 （障害福祉課） 

0125160 地域生活支援事務事業（必須事業） 障害者基幹相談支援センター事務事業 （障害福祉課） 

0125300 地域生活支援事務事業（必須事業） 成年後見制度利用支援事務事業 （障害福祉課） 

0125450 地域生活支援事務事業（必須事業） 意思疎通支援事務事業 （障害福祉課） 

0125500 地域生活支援事務事業（必須事業） 日常生活用具給付等事務事業 （障害福祉課） 

0125600 地域生活支援事務事業（必須事業） 移動支援事務事業 （障害福祉課） 

0125700 地域生活支援事務事業（必須事業） 地域活動支援センター事務事業 （障害福祉課） 

0126400 地域生活支援事務事業（必須事業） 手話通訳講座事務事業 （障害福祉課） 

0125800 地域生活支援事務事業（任意事業） 訪問入浴サービス事務事業 （障害福祉課） 

0126000 地域生活支援事務事業（任意事業） 日中一時支援事務事業 （障害福祉課） 

0126200 地域生活支援事務事業（任意事業） スポーツ・レクリエーション事務事業 （障害福祉課） 

0126300 地域生活支援事務事業（任意事業） 声の広報発行事務事業 （障害福祉課） 

0127150 地域生活支援事務事業（任意事業） 障害者虐待防止対策支援事務事業 （障害福祉課） 

0126550 障害児支援事務事業 （障害福祉課） 

0126600 障害者センター管理運営事務事業 （障害福祉課） 

0126700 障害者就労支援センター事務事業 （障害福祉課） 

0126800 福祉関係団体の補助金事務事業 （障害福祉課） 

0126900 心身障害者（児）通所福祉施設運営の助成事務事業 （障害福祉課） 

0126950 障害者保護措置事務事業 （障害福祉課） 

0127160 障害者就労支援事務事業 （障害福祉課） 



 

0127200 障害者手当事務事業  特別障害者手当等支給事務事業 （障害福祉課） 

0127300 障害者手当事務事業  心身障害者福祉手当支給事務事業 （障害福祉課） 

0127400 障害者手当事務事業  東京都重度心身障害者手当支給事務事業 （障害福祉課） 

0127600 難病者事務事業 （障害福祉課） 

0127700 重度脳性麻痺者介護人派遣事務事業 （障害福祉課） 

0127900 障害者緊急通報システム事務事業 （障害福祉課） 

0128300 東京都心身障害者医療事務事業 （障害福祉課） 

0128400 東京都心身障害者扶養年金支給事務事業 （障害福祉課） 

0128500 東京都心身障害者扶養共済支給事務事業 （障害福祉課） 

0128600 心身障害者の通院・通所訓練等交通費助成事務事業 （障害福祉課） 

0128700 心身障害者（児）診断書料助成事務事業 （障害福祉課） 

0128800 身体障害者福祉電話通話料助成事務事業 （障害福祉課） 

0129000 重度心身障害者寝具乾燥事務事業 （障害福祉課） 

0129400 障害者地域緑化推進事務事業 （障害福祉課） 

0129470 中等度難聴児発達支援事務事業 （障害福祉課） 

0129480 障害者理容・美容サービス事務事業 （障害福祉課） 

0129490 精神保健相談事務事業 （障害福祉課） 

0129495 障害福祉サービス等指導検査等事務事業 （地域共生推進課） 

0129500 こどもの発達センターつくしんぼの施設維持管理事務事業 （子育て相談室） 

0129600 こどもの発達センターつくしんぼの療育事務事業 （子育て相談室） 

（款）03 

 （項）01 

  （目）05 社会福祉施設費 ··················································································  276 

0129800 福祉センターの管理運営事務事業 （地域共生推進課） 

0129900 生きがいセンターの施設維持管理事務事業 （健康推進課） 

0130000 生きがいセンターの運営事務事業 （健康推進課） 

（款）03 

 （項）01 

  （目）06 国民健康保険事業費 ··············································································  279 

0130200 国民健康保険特別会計繰出金事務事業 （保険年金課） 

0130300 国民健康保険事務事業 （保険年金課） 

（款）03 

 （項）01 

  （目）07 介護保険事業費 ··················································································  281 

0130400 介護保険特別会計繰出金事務事業 （高齢福祉課） 

（款）03 

 （項）02 児童福祉費 

  （目）01 児童福祉総務費 ··················································································  282 

0130600 保育所入所事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0130700 保育事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0130900 児童扶養手当等支給事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0130960 児童手当支給事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0131000 親子ひろば事務事業 （子育て相談室） 

0131100 子育て推進事務事業 （子ども若者計画課） 

0131105 保育施設指導検査等事務事業 （子ども若者計画課） 

0131110 子ども・子育て会議事務事業 （子ども若者計画課） 

0131115 (仮称)子ども・子育て支援事業計画策定事務事業 （子ども若者計画課） 

0131250 いじめ・虐待防止等事務事業 （子育て相談室） 

0131300 子ども家庭支援センター事務事業 （子育て相談室） 

0131400 子ども家庭支援センター施設維持管理事務事業 （子育て相談室） 

0131500 ファミリー・サポート事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0131600 ショートステイ事務事業 （子育て相談室） 

（款）03 

 （項）02 

  （目）02 児童保育費 ······················································································  298 

0131700 特定教育・保育施設事務事業   保育所入所児委託事務事業 （子ども子育て事業課） 

0131750 特定教育・保育施設事務事業   施設型給付事務事業 （子ども子育て事業課） 

0131790 地域型保育給付事務事業 （子ども子育て事業課） 

0131800 認可外保育施設事務事業     認証保育所運営事務事業 （子ども子育て事業課） 

0131850 病児・病後児保育事務事業    子ども子育て事業課関係事務事業 （子ども子育て事業課） 

0132100 病児・病後児保育事務事業    子ども子育てサービス課関係事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0132200 一時保育事業助成事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0132300 民設民営保育所整備事務事業   子ども若者計画課事務事業 （子ども若者計画課） 



 

0132320 民設民営保育所整備事務事業   子ども子育て事業課関係事務事業 （子ども子育て事業課） 

0132350 基幹型保育所システム事務事業 （子ども若者計画課） 

（款）03 

 （項）02 

  （目）04 母子福祉費 ······················································································  308 

0132400 母子父子女性福祉資金貸付事務事業 （生活福祉課） 

0132500 入院助産及び母子生活支援施設入所事務事業 （生活福祉課） 

0132700 母子家庭等自立支援給付金等事務事業 （生活福祉課） 

0132800 ひとり親家庭等医療費助成事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0132900 乳幼児医療費助成事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0133000 義務教育就学児医療費助成事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0133100 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事務事業 （子育て相談室） 

0133200 育児支援ヘルパー事務事業 （子育て相談室） 

（款）03 

 （項）02 

  （目）05 市立保育園費 ····················································································  318 

0133400 市立保育園の保育事務事業 （子ども子育て事業課） 

0133500 市立保育園の施設維持管理事務事業 （子ども子育て事業課） 

0133600 市立保育園の運営委託事務事業 （子ども子育て事業課） 

0133740 もとまち保育園民営化事務事業 （子ども若者計画課） 

0133750 しんまち保育園民営化事務事業 （子ども若者計画課） 

（款）03 

 （項）02 

  （目）06 学童保育所費 ····················································································  323 

0133850 学童保育所入所事務事業 （子ども子育てサービス課） 

0133900 学童保育所の維持管理事務事業 （子ども子育て事業課） 

0134000 学童保育所の保育事務事業 （子ども子育て事業課） 

0134050 民設民営学童保育所整備事務事業 （子ども若者計画課） 

0134060 民設民営学童保育所運営費補助事務事業 （子ども子育て事業課） 

（款）03 

 （項）02 

  （目）07 児童館費 ························································································  328 

0134250 児童館の施設維持管理事務事業 （子ども子育て事業課） 

0134850 児童館の運営（行事等）事務事業 （子ども子育て事業課） 

（款）03 

 （項）03 生活保護費 

  （目）01 生活保護総務費 ··················································································  330 

0135500 嘱託医事務事業 （生活福祉課） 

0135600 生活保護事務事業 （生活福祉課） 

（款）03 

 （項）03 

  （目）02 扶助費 ··························································································  332 

0135700 生活保護扶助事務事業 （生活福祉課） 

0135750 就労自立給付金支給事務事業 （生活福祉課） 

（款）03 

 （項）04 

  （目）02 福祉年金費 ······················································································  334 

0135900 福祉年金事務事業 （保険年金課） 

（款）03 

 （項）04 

  （目）03 拠出年金費 ······················································································  335 

0136000 拠出年金事務事業 （保険年金課） 

 

（款）04 衛生費による事務事業 

 （項）01 保健衛生費 

  （目）01 保健衛生総務費 ··················································································  339 

0136200 休日診療事務事業 （健康推進課） 

0136400 その他保健衛生事務事業 （健康推進課） 

0136600 保健センター維持管理事務事業 いずみ保健センター維持管理事務事業 （健康推進課） 

0136700 保健センター維持管理事務事業 いきいきセンター維持管理事務事業 （健康推進課） 

0136750 専用水道事務等事務事業 （健康推進課） 



 

（款）04 

 （項）01 

  （目）02 母子保健費 ······················································································  344 

0136790 特定不妊治療費助成事務事業 （健康推進課） 

0136800 母子健康手帳の交付事務事業 （健康推進課） 

0136900 母子健康教育事務事業      両親学級事務事業 （健康推進課） 

0137000 母子健康教育事務事業      離乳食講習会事務事業 （健康推進課） 

0137100 母子健康教育事務事業      乳幼児育成事務事業 （健康推進課） 

0137200 母子健康相談事務事業      乳幼児母性健康相談事務事業 （健康推進課） 

0137300 母子健康相談事務事業      乳幼児歯科相談事務事業 （健康推進課） 

0137400 乳幼児・妊産婦健康診査事務事業 ３～４箇月児健康診査等事務事業 （健康推進課） 

0137500 乳幼児・妊産婦健康診査事務事業 ６・９箇月児健康診査等事務事業 （健康推進課） 

0137600 乳幼児・妊産婦健康診査事務事業 １歳６箇月児健康診査事務事業 （健康推進課） 

0137700 乳幼児・妊産婦健康診査事務事業 ３歳児健康診査事務事業 （健康推進課） 

0137800 乳幼児・妊産婦健康診査事務事業 乳幼児発達経過観察事務事業 （健康推進課） 

0137850 乳幼児・妊産婦健康診査事務事業 妊婦健康診査事務事業 （健康推進課） 

0137900 乳幼児・妊産婦健康診査事務事業 妊婦歯科健康診査事務事業 （健康推進課） 

0138000 母子訪問指導事務事業 （健康推進課） 

0138100 その他母子保健事務事業 （健康推進課） 

0138200 母子保健関連等医療費助成に関する各種一般相談事務事業 （健康推進課） 

0138250 出産・子育て応援ゆりかご・こくぶんじ事務事業 （健康推進課） 

（款）04 

 （項）01 

  （目）03 成人保健費 ······················································································  362 

0138300 健康手帳の作成・交付事務事業 （健康推進課） 

0138400 成人健康教育相談事務事業    成人健康教育事務事業 （健康推進課） 

0138500 成人健康教育相談事務事業    成人健康相談事務事業 （健康推進課） 

0138600 成人健康診査事務事業      健康診査事務事業 （健康推進課） 

0138700 成人健康診査事務事業      がん検診事務事業 （健康推進課） 

0138800 成人健康診査事務事業      婦人科検診事務事業 （健康推進課） 

0138900 成人健康診査事務事業      人間ドック等検診事務事業 （健康推進課） 

0139100 歯科診査事務事業        歯科健診事務事業 （健康推進課） 

0139200 歯科診査事務事業        歯科医療連携推進事務事業 （健康推進課） 

0139300 成人訪問指導事務事業 （健康推進課） 

0139400 歯科診査事務事業        口腔機能向上事務事業 （健康推進課） 

0139500 その他成人保健事務事業 （健康推進課） 

0139550 骨髄移植ドナー支援事務事業 （健康推進課） 

（款）04 

 （項）01 

  （目）04 予防費 ··························································································  375 

0139600 予防接種事務事業 （健康推進課） 

0139700 インフルエンザ予防接種事務事業 （健康推進課） 

0139800 感染症予防事務事業 （健康推進課） 

0140000 その他予防事務事業 （健康推進課） 

（款）04 

 （項）01 

  （目）05 環境衛生費 ······················································································  380 

0140100 クリーン運動事務事業 （環境対策課） 

0140200 環境衛生事務事業 （環境対策課） 

0140300 畜犬登録事務事業 （環境対策課） 

（款）04 

 （項）01 

  （目）06 公害対策費 ······················································································  383 

0140400 環境基本計画等事務事業 （まちづくり計画課） 

0140500 公害調査測定等事務事業 （環境対策課） 

（款）04 

 （項）02 清掃費 

  （目）01 清掃総務費 ······················································································  397 

0140700 清掃センター事務所棟等維持管理事務事業 （環境対策課） 

0140800 清掃管理事務事業 （環境対策課） 

0140900 三多摩は一つなり交流事業関係事務事業 （環境対策課） 



 

（款）04 

 （項）02 

  （目）02 塵芥処理費 ······················································································  402 

0140950 塵芥処理事務事業     可燃ごみ共同処理事業関係事務事業 （環境対策課） 

0141000 塵芥処理事務事業     焼却場施設等維持管理関係事務事業 （環境対策課） 

0141100 塵芥処理事務事業     公害関係事務事業 （環境対策課） 

0141200 塵芥処理事務事業     従事職員関係事務事業 （環境対策課） 

0141300 塵芥処理事務事業     犬猫死体処理関係事務事業 （環境対策課） 

0141400 塵芥処理事務事業     有害ごみ処理関係事務事業 （環境対策課） 

0141500 塵芥処理事務事業     焼却残灰他処理事務事業 （環境対策課） 

0141600 塵芥収集事務事業     事業系ごみ収集関係事務事業 （環境対策課） 

0141650 塵芥収集事務事業     家庭ごみ有料化関係事務事業 （環境対策課） 

0141700 塵芥収集事務事業     ごみ資源収集運搬関係事務事業 （環境対策課） 

0141800 塵芥収集事務事業     従事職員関係事務事業 （環境対策課） 

0141850 （仮称）リサイクルセンター施設整備事務事業 （環境対策課） 

0141920 ごみ減量化及び再利用推進事務事業  廃棄物の減量及び再利用推進事務事業 （ごみ減量推進課） 

0141940 ごみ減量化及び再利用推進事務事業  リサイクル事務事業 （ごみ減量推進課） 

0141960 ごみ減量化及び再利用推進事務事業  生ごみたい肥化事務事業 （ごみ減量推進課） 

0142000 廃家電等処理事務事業 （環境対策課） 

（款）04 

 （項）02 

  （目）03 し尿処理費 ······················································································  432 

0142100 し尿収集事務事業     し尿収集運搬関係事務事業 （環境対策課） 

0142300 し尿処理事務事業 （環境対策課） 

 

（款）05 労働費による事務事業 

 （項）02 労働諸費 

  （目）01 労働対策費 ······················································································  437 

0142700 住宅改修資金融資事務事業 （経済課） 

0142800 勤労者等福利厚生事務事業 （経済課） 

0142900 雇用促進対策事務事業 （経済課） 

 

（款）06 農林費による事務事業 

 （項）01 農業費 

  （目）01 農業委員会費 ····················································································  443 

0143000 農業委員会事務事業 （経済課） 

（款）06 

 （項）01 

  （目）03 農業振興費 ······················································································  444 

0143200 農業振興対策事務事業 （経済課） 

0143300 市民農園事務事業 （経済課） 

0143350 いきいき農園事務事業 （経済課） 

0143500 市民農業大学事務事業 （経済課） 

 

（款）07 商工費による事務事業 

 （項）01 

  （目）02 商工振興費 ······················································································  455 

0143700 小口事業資金融資事務事業 （経済課） 

0143900 商工振興助成事務事業 （経済課） 

0144000 観光事務事業 （市政戦略室） 

（款）07 

 （項）01 

  （目）03 消費経済対策費 ··················································································  465 

0144100 消費者施策推進事務事業 （経済課） 

 

（款）08 土木費による事務事業 

 （項）01 土木管理費 

  （目）01 土木総務費 ······················································································  469 

0144700 境界確定及び特定財産管理等事務事業 （道路管理課） 

0144800 地籍調査事務事業 （道路管理課） 

0144900 建築設計事務事業 （緑と建築課） 

0144950 公共建築物の一元管理事務事業 （緑と建築課） 

0145000 公共用地取得事務事業 （建設事業課） 



 

（款）08 

 （項）02 道路橋りょう費 

  （目）01 道路橋りょう総務費 ··············································································  474 

0145200 道路台帳整備事務事業 （道路管理課） 

0145300 道路管理事務事業 （道路管理課） 

（款）08 

 （項）02 

  （目）02 道路維持費 ······················································································  476 

0145400 道路維持補修事務事業 （道路管理課） 

（款）08 

 （項）02 

  （目）03 道路新設改良費 ··················································································  477 

0145450 道路新設改良事務事業 （建設事業課） 

（款）08 

 （項）02 

  （目）04 交通安全対策費 ··················································································  478 

0145700 交通安全施設整備事務事業 （道路管理課） 

0145800 交通安全推進事務事業 （交通対策課） 

0145900 交通安全施設維持管理事務事業 （道路管理課） 

0146000 自転車対策推進事務事業 （交通対策課） 

0146100 自転車駐車場事務事業 （交通対策課） 

0146150 国分寺駅北口地下自転車駐車場整備事務事業 （交通対策課） 

0146210 地域バス運行事務事業 （交通対策課） 

（款）08 

 （項）03 都市計画費 

  （目）01 都市計画総務費 ··················································································  485 

0146900 都市計画事務事業 （まちづくり計画課） 

0147000 西国分寺駅北口地区周辺まちづくり推進事務事業 （まちづくり推進課） 

0147050 国３・４・11号線周辺まちづくり推進事務事業 （まちづくり推進課） 

0147100 まちづくり条例の運用事務事業 （まちづくり推進課） 

0147175 駅周辺の維持管理事務事業 （駅周辺整備課） 

（款）08 

 （項）03 

  （目）03 街路事業費 ······················································································  501 

0147295 街路事業事務事業 （建設事業課） 

（款）08 

 （項）03 

  （目）04 下水道費 ························································································  502 

0147500 下水道事業特別会計繰出金事務事業 （下水道課） 

（款）08 

 （項）03 

  （目）05 公園費 ··························································································  503 

0147600 都市公園維持管理事務事業 緑と建築課関係事務事業 （緑と建築課） 

0147700 都市公園維持管理事務事業 スポーツ振興課関係事務事業 （スポーツ振興課） 

0147800 都市公園整備事務事業 （緑と建築課） 

8147800 都市公園整備事務事業（繰越明許) （緑と建築課） 

0147900 ポケットパーク事務事業 （緑と建築課） 

0148000 民間児童遊園事務事業 （緑と建築課） 

0148100 市立公園維持管理事務事業 （緑と建築課） 

（款）08 

 （項）03 

  （目）06 都市防災費 ······················································································  510 

0148250 市民防災事務事業 感震ブレーカー助成事務事業 （防災安全課） 

0148300 市民防災事務事業 市民防災まちづくり学校事務事業 （防災安全課） 

0148400 市民防災事務事業 市民防災推進委員会事務事業 （防災安全課） 

0148500 市民防災事務事業 むかしの井戸づくり事務事業 （防災安全課） 

0148600 市民防災事務事業 防災まちづくり推進地区事務事業 （防災安全課） 

0148800 耐震診断・耐震改修等補助事務事業 （まちづくり推進課） 

0148850 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事務事業 （建築指導課） 

0148870 ブロック塀等撤去工事等助成事務事業 （建築指導課） 



 

（款）08 

 （項）03 

  （目）07 水と緑保全費 ····················································································  520 

0148900 河川・水路の整備維持管理事務事業 （緑と建築課） 

0149000 湧水対策事務事業 （緑と建築課） 

0149100 水辺環境整備事務事業 （緑と建築課） 

0149200 緑化対策推進事務事業 （緑と建築課） 

0149300 樹林地等保存事務事業 （緑と建築課） 

0149400 道路美化事務事業 （道路管理課） 

（款）08 

 （項）03 

  （目）08 建築指導費 ······················································································  526 

0149500 建築審査会等事務事業 （建築指導課） 

0149600 建築基準行政事務事業 （建築指導課） 

0149750 長期優良住宅建築等計画認定事務事業 （建築指導課） 

0149770 低炭素建築物新築等計画認定事務事業 （建築指導課） 

（款）08 

 （項）04 住宅費 

  （目）01 住宅管理費 ······················································································  538 

0149800 市営住宅管理事務事業 （契約管財課） 

（款）08 

 （項）04 

  （目）02 住宅対策費 ······················································································  539 

0149840 空き家対策等事務事業 （まちづくり推進課） 

 

（款）09 消防費による事務事業 

 （項）01 消防費 

  （目）01 常備消防費 ······················································································  543 

0149900 消防事務委託事務事業 （防災安全課） 

（款）09 

 （項）01 

  （目）02 非常備消防費 ····················································································  545 

0150000 消防団員活動事務事業 （防災安全課） 

0150100 消防施設維持管理事務事業 （防災安全課） 

0150160 防災関連用地整備事務事業 （防災安全課） 

（款）09 

 （項）01 

  （目）03 災害対策費 ······················································································  548 

0150200 震災総合防災訓練事務事業 （防災安全課） 

0150300 防災・罹災対策事務事業 （防災安全課） 

0150400 水防対策事務事業 （防災安全課） 

0150500 国民保護協議会事務事業 （防災安全課） 

0150510 公共施設ブロック塀等点検事務事業 （防災安全課） 

0150567 東日本大震災の支援等事務事業 環境対策課関係事務事業 （環境対策課） 

0150570 東日本大震災の支援等事務事業 学務課関係事務事業 （学務課） 

0150580 東日本大震災の支援等事務事業 まちづくり計画課関係事務事業 （まちづくり計画課） 

 

（款）10 教育費による事務事業 

 （項）01 教育総務費 

  （目）01 教育委員会費 ····················································································  559 

0150600 教育委員会運営事務事業 （教育総務課） 

（款）10 

 （項）01 

  （目）02 事務局費 ························································································  560 

0150700 教育委員会事務局運営事務事業 教育総務課関係事務事業 （教育総務課） 

0150800 教育委員会事務局運営事務事業 学務課関係事務事業 （学務課） 

0151100 教育委員会関係の負担金・補助金事務事業 （教育総務課） 

（款）10 

 （項）01 

  （目）03 教育指導費 ······················································································  563 

0151200 教育指導関係の諸行事事務事業 移動教室，修学旅行等事務事業 （学務課） 

0151300 教育指導関係の諸行事事務事業 芸術鑑賞教室事務事業 （学校指導課） 

0151400 教育指導関係の諸行事事務事業 各種大会参加費事務事業 （学校指導課） 



 

0151500 教育研究指導事務事業     教育研究指導事務事業 （学校指導課） 

0151600 教育研究指導事務事業     不登校児童生徒の支援事務事業 （学校指導課） 

0151700 教育研究指導事務事業     東京都教育委員会の事務処理の特例条例に基づく事務事業 （学校指導課） 

0151815 教育研究指導事務事業     学校運営支援等の推進事務事業 （学校指導課） 

0151820 教育研究指導事務事業     理科教育の振興事務事業 （学校指導課） 

0151823 スーパーアクティブスクール事務事業 （学校指導課） 

0151824 アクティブライフ研究実践校事務事業 （学校指導課） 

0151840 道徳教育推進拠点校事務事業 （学校指導課） 

0151900 教育相談事務事業 （学校指導課） 

0152000 教育指導の副読本事務事業 （学校指導課） 

0152100 教育指導の一般事務事業 （学校指導課） 

0152200 特別支援教育事務事業 （学校指導課） 

0152250 いじめ防止事務事業 （学校指導課） 

0152260 オリンピック・パラリンピック教育推進校事務事業 （学校指導課） 

0152270 プログラミング教育推進校事務事業 （学校指導課） 

（款）10 

 （項）01 

  （目）05 私立学校費 ······················································································  581 

0152300 外国人学校事務事業 （学務課） 

0152400 専修学校指導監督事務事業 （学務課） 

0152500 幼稚園指導監督事務事業 （子ども若者計画課） 

（款）10 

 （項）01 

  （目）06 私立幼稚園費 ····················································································  584 

0152600 私立幼稚園等補助金事務事業 子ども子育てサービス課関係事務事業 （子ども子育てサービス課） 

（款）10 

 （項）01 

  （目）07 ひかりプラザ管理費 ··············································································  585 

0152700 ひかりプラザの維持管理事務事業 （社会教育課） 

（款）10 

 （項）02 小学校費 

  （目）01 学校管理費 ······················································································  586 

0152800 小学校の運営事務事業        教育総務課関係事務事業 （教育総務課） 

0152900 小学校の運営事務事業        学校関係事務事業 （教育総務課） 

0153000 小学校の運営事務事業        学校指導課関係事務事業 （学校指導課） 

0153200 小学校の施設維持管理事務事業    教育総務課関係事務事業 （教育総務課） 

0153300 小学校の施設維持管理事務事業    学校関係事務事業 （教育総務課） 

0153400 小学校関係の負担金・補助金事務事業 （教育総務課） 

（款）10 

 （項）02 

  （目）02 教育振興費 ······················································································  592 

0153500 小学校の普通学級運営事務事業    学校関係事務事業 （教育総務課） 

0153600 小学校の普通学級運営事務事業    学務課関係事務事業 （学務課） 

0153800 小学校の特別支援学級運営事務事業  教育総務課関係事務事業 （教育総務課） 

0153900 小学校の特別支援学級運営事務事業  学校関係事務事業 （教育総務課） 

0154000 小学校の特別支援学級運営事務事業  学務課関係事務事業 （学務課） 

0154100 小学校の特別支援学級運営事務事業  学校指導課関係事務事業 （学校指導課） 

0154200 小学校の行事事務事業 （教育総務課） 

（款）10 

 （項）02 

  （目）03 学校保健衛生費 ··················································································  599 

0154300 小学校の保健衛生事務事業      教育総務課関係事務事業 （教育総務課） 

0154400 小学校の保健衛生事務事業      学校関係事務事業 （教育総務課） 

0154500 小学校の保健衛生事務事業      学務課関係事務事業 （学務課） 

0154550 小学校の保健衛生事務事業      学校指導課関係事務事業 （学校指導課） 

0154700 小学校の給食事務事業        学校関係事務事業 （教育総務課） 

0154800 小学校の給食事務事業        学務課関係事務事業 （学務課） 

（款）10 

 （項）02 

  （目）04 学校施設整備費 ··················································································  605 

0154900 小学校の施設整備事務事業 （教育総務課） 



 

（款）10 

 （項）03 中学校費 

  （目）01 学校管理費 ······················································································  606 

0155000 中学校の運営事務事業        教育総務課関係事務事業 （教育総務課） 

0155100 中学校の運営事務事業        学校関係事務事業 （教育総務課） 

0155200 中学校の運営事務事業        学校指導課関係事務事業 （学校指導課） 

0155400 中学校の施設維持管理事務事業    教育総務課関係事務事業 （教育総務課） 

0155500 中学校の施設維持管理事務事業    学校関係事務事業 （教育総務課） 

0155600 中学校関係の負担金・補助金事務事業 （教育総務課） 

（款）10 

 （項）03 

  （目）02 教育振興費 ······················································································  612 

0155700 中学校の普通学級運営事務事業    学校関係事務事業 （教育総務課） 

0155800 中学校の普通学級運営事務事業    学務課関係事務事業 （学務課） 

0156000 中学校の特別支援学級運営事務事業  教育総務課関係事務事業 （教育総務課） 

0156100 中学校の特別支援学級運営事務事業  学校関係事務事業 （教育総務課） 

0156200 中学校の特別支援学級運営事務事業  学務課関係事務事業 （学務課） 

0156300 中学校の特別支援学級運営事務事業  学校指導課関係事務事業 （学校指導課） 

0156400 中学校の行事事務事業 （教育総務課） 

（款）10 

 （項）03 

  （目）03 学校保健衛生費 ··················································································  619 

0156500 中学校の保健衛生事務事業      教育総務課関係事務事業 （教育総務課） 

0156600 中学校の保健衛生事務事業      学校関係事務事業 （教育総務課） 

0156700 中学校の保健衛生事務事業      学務課関係事務事業 （学務課） 

0156750 中学校の保健衛生事務事業      学校指導課関係事務事業 （学校指導課） 

0156800 中学校の給食事務事業 （学務課） 

（款）10 

 （項）03 

  （目）04 学校施設整備費 ··················································································  624 

0156900 中学校の施設整備事務事業 （教育総務課） 

（款）10 

 （項）04 社会教育費 

  （目）01 社会教育総務費 ··················································································  625 

0157100 社会教育関係の委員事務事業 （社会教育課） 

0157200 成人式事務事業 （子ども若者計画課） 

0157300 社会教育関係の一般事務事業 （社会教育課） 

0157400 市民大学事務事業 （社会教育課） 

0157500 児童生徒の地域活動促進事務事業 （社会教育課） 

0157600 知的障害のある青年の余暇活動促進事務事業 （社会教育課） 

（款）10 

 （項）04 

  （目）02 文化財保護費 ····················································································  631 

0157700 文化財保護関係の委員事務事業 （ふるさと文化財課） 

0157800 文化財調査事務事業 （ふるさと文化財課） 

0157900 文化財展示施設事務事業 （ふるさと文化財課） 

0158000 文化財普及事務事業 （ふるさと文化財課） 

0158100 文化財保護事務事業 （ふるさと文化財課） 

（款）10 

 （項）04 

  （目）03 史跡武蔵国分寺跡公園公園施設費 ··································································  636 

0158200 史跡武蔵国分寺跡公園用地買収事務事業 （ふるさと文化財課） 

0158300 史跡武蔵国分寺跡公園の管理事務事業 （ふるさと文化財課） 

0158400 史跡保存整備事務事業 （ふるさと文化財課） 

（款）10 

 （項）04 

  （目）05 青少年対策費 ····················································································  639 

0158500 青少年問題協議会事務事業 （子ども若者計画課） 

0158600 児童・生徒の豊かな人間性を育てる教育市民会議事務事業 （社会教育課） 

0158700 青少年地域活動振興事務事業  社会教育課関係事務事業 （社会教育課） 

0158710 青少年地域活動振興事務事業  子ども若者計画課関係事務事業 （子ども若者計画課） 

0158800 わんぱく学校事務事業 （社会教育課） 

0158900 放課後子どもプラン国分寺事務事業 （社会教育課） 



 

（款）10 

 （項）04 

  （目）06 公民館費 ························································································  645 

0159050 公民館運営審議会事務事業 （公民館課） 

0159500 公民館事務事業        本多公民館関係事務事業 （公民館課） 

0159600 公民館事務事業        恋ヶ窪公民館関係事務事業 （公民館課） 

0159700 公民館事務事業        光公民館関係事務事業 （公民館課） 

0159800 公民館事務事業        もとまち公民館関係事務事業 （公民館課） 

0159900 公民館事務事業        並木公民館関係事務事業 （公民館課） 

0160050 公民館の施設維持管理事務事業 （公民館課） 

（款）10 

 （項）04 

  （目）07 図書館費 ························································································  652 

0160800 図書館運営協議会事務事業 （図書館課） 

0160900 図書館事務事業 図書館運営関係事務事業 （図書館課） 

0161000 図書館事務事業 子ども読書活動推進等関係事務事業 （図書館課） 

0161100 図書館の施設維持管理事務事業 （図書館課） 

（款）10 

 （項）05 保健体育費 

  （目）01 保健体育総務費 ··················································································  656 

0161300 スポーツ推進委員事務事業 （スポーツ振興課） 

0161400 市民体育大会等事務事業 （スポーツ振興課） 

0161500 体育関係団体の補助金事務事業 （スポーツ振興課） 

0161530 史跡駅伝等事務事業 （スポーツ振興課） 

0161560 東京2020大会気運醸成イベント事務事業 （スポーツ振興課） 

（款）10 

 （項）05 

  （目）02 保健体育施設費 ··················································································  661 

0161700 体育施設維持管理事務事業 （スポーツ振興課） 

0161800 体育施設指定管理事務事業 （スポーツ振興課） 

（款）10 

 （項）05 

  （目）03 学校施設開放費 ··················································································  663 

0161900 地域市民プール事務事業 （スポーツ振興課） 

0162150 校庭・体育館解放事務事業 （スポーツ振興課） 

 

（款）11 公債費 

 （項）01 公債費 

  （目）01 元金 ····························································································  667 

0162200 借入金償還事務事業 （財政課） 

（款）11 

 （項）01 

  （目）02 利子 ····························································································  667 

0162300 借入金利子支払事務事業  財政課関係事務事業 （財政課） 

0162400 借入金利子支払事務事業  会計課関係事務事業 （会計課） 

 

（款）12 諸支出金 

 （項）02 開発公社費 

  （目）01 開発公社費 ······················································································  671 

0162500 土地開発公社貸付金事務事業 （財政課） 

（款）12 

 （項）03 基金費 

  （目）01 基金費 ··························································································  672 

0162600 基金積立金事務事業 積増分事務事業 （財政課） 

0162700 基金積立金事務事業 利子分事務事業 （会計課） 

（款）12 

 （項）05 国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計繰出金 

  （目）01 国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計繰出金 ···························  674 

0162900 国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計繰出金事務事業 （駅周辺整備課） 

 



 

（款）13 予備費 

 （項）01 予備費 

  （目）01 予備費 ··························································································  677 

0163100 予備費充当事務事業 （財政課） 

 

土地取得特別会計 （財政課） 

 土地取得特別会計（総括) 

（款）01 公債費 

 （項）01 公債費 

  （目）01 元金 ····························································································  681 

0200100 借入金償還事務事業 （財政課） 

（款）01 

 （項）01 

  （目）02 利子 ····························································································  681 

0200200 借入金利子支払事務事業 財政課関係事務事業 （財政課） 

 

国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計 

（款）01 再開発費 

 （項）01 総務費 

  （目）01 一般管理費 ······················································································  685 

0300100 職員人件費その他事務事業 （駅周辺整備課） 

0300300 再開発事業の事務事業 （駅周辺整備課） 

（款）01 

 （項）02 事業費 

  （目）01 事業費 ··························································································  687 

0300500 公共施設の整備事務事業 （駅周辺整備課） 

0300600 建築物及び建築敷地の整備事務事業 （駅周辺整備課） 

 

（款）02 公債費 

 （項）01 公債費 

  （目）01 元金 ····························································································  689 

0300800 借入金償還事務事業 （駅周辺整備課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）02 利子 ····························································································  689 

0300900 借入金利子支払事務事業 （駅周辺整備課） 

 

（款）03 諸支出金 

 （項）01 一般会計繰出金 

  （目）01 一般会計繰出金 ··················································································  690 

0301000 一般会計繰出金事務事業 （駅周辺整備課） 

 

国民健康保険特別会計 

（款）01 総務費 

 （項）01 総務管理費 

  （目）01 一般管理費 ······················································································  693 

0400100 職員人件費その他事務事業 （保険年金課） 

0400200 国保事務事業 （保険年金課） 

（款）01 

 （項）01 

  （目）02 連合会負担金 ····················································································  695 

0400300 国保連合会負担金事務事業 （保険年金課） 

（款）01 

 （項）02 徴税費 

  （目）01 徴税費 ··························································································  696 

0400500 徴収事務事業 （納税課） 

0400600 賦課事務事業 （保険年金課） 

 



 

（款）02 保険給付費 

 （項）01 療養諸費 

  （目）01 一般被保険者療養給付費 ··········································································  698 

0400700 一般被保険者療養給付費事務事業 （保険年金課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）02 退職被保険者等療養給付費 ········································································  699 

0400800 退職被保険者等療養給付費事務事業 （保険年金課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）03 一般被保険者療養費 ··············································································  700 

0400900 一般被保険者療養費事務事業 （保険年金課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）04 退職被保険者等療養費 ············································································  701 

0401000 退職被保険者等療養費事務事業 （保険年金課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）05 審査支払手数料 ··················································································  702 

0401100 審査支払手数料事務事業 （保険年金課） 

（款）02 

 （項）02 高額療養費 

  （目）01 一般被保険者高額療養費 ··········································································  703 

0401200 一般被保険者高額療養費事務事業 （保険年金課） 

（款）02 

 （項）02 

  （目）02 退職被保険者等高額療養費 ········································································  704 

0401300 退職被保険者等高額療養費事務事業 （保険年金課） 

（款）02 

 （項）02 

  （目）03 一般被保険者高額介護合算療養費 ··································································  705 

0401400 一般被保険者高額介護合算療養費事務事業 （保険年金課） 

（款）02 

 （項）04 出産育児諸費 

  （目）01 出産育児一時金 ··················································································  706 

0401800 出産育児一時金事務事業 （保険年金課） 

（款）02 

 （項）05 葬祭諸費 

  （目）01 葬祭費 ··························································································  707 

0401900 葬祭費事務事業 （保険年金課） 

（款）02 

 （項）06 結核・精神医療給付金 

  （目）01 結核・精神医療給付金 ············································································  708 

0402000 結核・精神医療給付金事務事業 （保険年金課） 

 

（款）03 国民健康保険事業費納付金 

 （項）01 医療給付費分 

  （目）01 一般被保険者医療給付費分 ········································································  709 

0404200 一般被保険者医療給付費事務事業 （保険年金課） 

（款）03 

 （項）01 

  （目）02 退職被保険者等医療給付費分 ······································································  710 

0404300 退職被保険者等医療給付費事務事業 （保険年金課） 

（款）03 

 （項）02 後期高齢者支援金等分 

  （目）01 一般被保険者後期高齢者支援金等分 ································································  711 

0404400 一般被保険者後期高齢者支援金等事務事業 （保険年金課） 

（款）03 

 （項）02  

  （目）02 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 ······························································  712 

0404500 退職被保険者等後期高齢者支援金等事務事業 （保険年金課） 



 

（款）03 

 （項）03 介護納付金分 

  （目）01 介護納付金分 ····················································································  713 

0404600 介護納付金事務事業 （保険年金課） 

 

（款）04 共同事業拠出金 

 （項）01 共同事業拠出金 

  （目）01 共同事業拠出金 ··················································································  714 

0404700 共同事業拠出金事務事業 （保険年金課） 

 

（款）05 保健事業費 

 （項）01 特定健康診査等事業費 

  （目）01 特定健康診査等事業費 ············································································  715 

0403300 特定健康診査・特定保健指導事務事業 （健康推進課） 

（款）05 

 （項）02 保健事業費 

  （目）01 疾病予防費 ······················································································  717 

0403400 人間ドック事務事業 （保険年金課） 

（款）05 

 （項）02 

  （目）02 保健衛生諸費 ····················································································  718 

0403450 医療費適正化事務事業 （保険年金課） 

 

（款）07 諸支出金 

 （項）01 償還金及び還付金 

  （目）01 償還金利子及び還付金 ············································································  719 

0403600 償還金及び還付金事務事業 （納税課） 

0403650 税還付不能相当額返還金事務事業 （納税課） 

0403750 償還金事務事業 （保険年金課） 

（款）07 

 （項）03 繰出金 

  （目）01 一般会計繰出金 ··················································································  722 

0403900 一般会計繰出金事務事業 （保険年金課） 

 

介護保険特別会計 

（款）01 総務費 

 （項）01 総務管理費 

  （目）01 一般管理費 ······················································································  725 

0800100 総務管理費・職員人件費その他事務事業 （高齢福祉課） 

0800200 介護保険事務事業 （高齢福祉課） 

0800250 指導検査事務事業 （地域共生推進課） 

0800300 制度広報事務事業 （高齢福祉課） 

（款）01 

 （項）01 

  （目）02 国保連合会関係費 ················································································  729 

0800400 保険者共同処理事務事業 （高齢福祉課） 

（款）01 

 （項）01 

  （目）03 運営協議会費 ····················································································  730 

0800500 運営協議会事務事業 （高齢福祉課） 

（款）01 

 （項）02 徴収費 

  （目）01 賦課徴収費 ······················································································  731 

0800600 介護保険料の賦課徴収事務事業 （高齢福祉課） 

（款）01 

 （項）03 介護認定費 

  （目）01 介護認定調査費 ··················································································  732 

0800700 介護認定費・職員人件費その他事務事業 （高齢福祉課） 

0800800 介護認定調査事務事業 （高齢福祉課） 



 

（款）01 

 （項）03 

  （目）02 介護認定費 ······················································································  734 

0800900 介護認定審査会事務事業 （高齢福祉課） 

0801000 介護認定事務事業 （高齢福祉課） 

 

（款）02 保険給付費 

 （項）01 介護サービス給付費 

  （目）01 居宅介護サービス給付費 ··········································································  736 

0801100 居宅介護サービス費の給付事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）02 地域密着型介護サービス費 ········································································  737 

0801200 地域密着型介護サービス費の給付事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）03 施設介護サービス給付費 ··········································································  738 

0801300 施設介護サービス費の給付事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）04 居宅介護福祉用具購入費 ··········································································  739 

0801400 居宅介護福祉用具購入費の給付事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）05 居宅介護住宅改修費 ··············································································  740 

0801500 居宅介護住宅改修費の給付事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）01 

  （目）06 居宅介護サービス計画給付費 ······································································  741 

0801600 居宅介護サービス計画費の給付事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）02 介護予防サービス給付費 

  （目）01 介護予防サービス費 ··············································································  742 

0801700 介護予防サービス費の給付事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）02 

  （目）02 地域密着型介護予防サービス費 ····································································  743 

0801800 地域密着型介護予防サービス費の給付事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）02 

  （目）03 介護予防福祉用具購入費 ··········································································  744 

0801900 介護予防福祉用具購入費の給付事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）02 

  （目）04 介護予防住宅改修費 ··············································································  745 

0802000 介護予防住宅改修費の給付事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）02 

  （目）05 介護予防サービス計画給付費 ······································································  746 

0802100 介護予防サービス計画費の給付事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）03 高額介護サービス等費 

  （目）01 高額介護サービス費 ··············································································  747 

0802200 高額介護サービス費の支給事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）03 

  （目）02 高額介護予防サービス費 ··········································································  748 

0802300 高額介護予防サービス費の支給事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）04 高額医療合算介護サービス等費 

  （目）01 高額医療合算介護サービス費 ······································································  749 

0802400 高額医療合算介護サービス費の支給事務事業 （高齢福祉課） 



 

（款）02 

 （項）04 

  （目）02 高額医療合算介護予防サービス費 ··································································  750 

0802500 高額医療合算介護予防サービス費の支給事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）05 その他諸費 

  （目）01 審査支払手数料等 ················································································  751 

0802600 審査支払事務等事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）06 市町村特別給付費 

  （目）01 市町村特別給付費 ················································································  752 

0802700 送迎サービス費の支給事務事業 （高齢福祉課） 

0802750 高齢者緊急ショートステイサービス費の支給事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）07 特定入所者介護サービス等費 

  （目）01 特定入所者介護サービス費（特例を含む） ···························································  754 

0802800 特定入所者介護サービス費の支給事務事業 （高齢福祉課） 

（款）02 

 （項）07 

  （目）02 特定入所者介護予防サービス費 ····································································  755 

0802900 特定入所者介護予防サービス費の支給事務事業 （高齢福祉課） 

 

（款）05 地域支援事業費 

 （項）01 介護予防・生活支援サービス事業費 

  （目）01 介護予防・生活支援サービス事業費 ································································  756 

0803560 介護予防・生活支援サービス事務事業 （高齢福祉課） 

（款）05 

 （項）01 

  （目）02 介護予防ケアマネジメント事業費 ··································································  757 

0803570 介護予防ケアマネジメント事業費・職員人件費その他事務事業 （高齢福祉課） 

0803580 介護予防ケアマネジメント事務事業 （高齢福祉課） 

（款）05 

 （項）02 一般介護予防事業費 

  （目）01 一般介護予防事業費 ··············································································  759 

0803590 一般介護予防事務事業 （高齢福祉課） 

0803595 一般介護予防事務事業 健康推進課関係事務事業 （健康推進課） 

（款）05 

 （項）03 包括的支援事業費・任意事業費 

  （目）01 包括的支援事業費 ················································································  761 

0803600 包括的支援事業費・職員人件費その他事務事業 （高齢福祉課） 

0803700 地域包括支援センター事務事業 （高齢福祉課） 

（款）05 

 （項）03 

  （目）02 任意事業費 ······················································································  763 

0803800 高齢者成年後見制度利用支援事務事業 （高齢福祉課） 

0804000 住宅改修支援理由書作成事務事業 （高齢福祉課） 

0804100 介護相談員派遣事務事業 （高齢福祉課） 

0804150 介護給付等費用適正化事務事業 （地域共生推進課） 

（款）05 

 （項）03 

  （目）03 在宅医療・介護連携推進事業費 ····································································  767 

0804800 在宅医療・介護連携推進事務事業 （高齢福祉課） 

（款）05 

 （項）03 

  （目）04 生活支援体制整備事業費 ··········································································  768 

0804805 生活支援体制整備事業費・職員人件費その他事務事業 （高齢福祉課） 

0804810 生活支援体制整備事務事業 （高齢福祉課） 

（款）05 

 （項）03 

  （目）05 認知症初期集中支援推進事業費 ····································································  770 

0804815 認知症初期集中支援推進事務事業 （高齢福祉課） 



 

（款）05 

 （項）03 

  （目）06 認知症総合支援事業費 ············································································  771 

0804820 認知症地域支援推進事務事業 （高齢福祉課） 

（款）05 

 （項）03 

  （目）07 地域ケア会議推進事業費 ··········································································  772 

0804830 地域ケア会議推進事務事業 （高齢福祉課） 

（款）05 

 （項）04 その他諸費 

  （目）01 審査支払手数料 ··················································································  773 

0804840 審査支払事務事業 （高齢福祉課） 

 

（款）06 基金積立金 

 （項）01 基金積立金 

  （目）01 介護給付費準備基金積立金 ········································································  774 

0804200 介護給付費準備基金積立金事務事業・積増分事務事業 (財政課） 

 

（款）07 諸支出金 

 （項）01 償還金及び還付加算金 

  （目）01 第１号被保険者保険料還付金 ······································································  775 

0804300 第１号被保険者保険料還付事務事業 （高齢福祉課） 

（款）07 

 （項）01 

  （目）03 償還金 ··························································································  776 

0804500 国庫支出金等過年度分返還等事務事業 （高齢福祉課） 

（款）07 

 （項）02 繰出金 

  （目）01 一般会計繰出金 ··················································································  777 

0804600 一般会計繰出金事務事業 （高齢福祉課） 

 

（款）08 予備費 

 （項）01 予備費 

  （目）01 予備費 ··························································································  778 

0804700 予備費充当事務事業 （財政課） 

 

後期高齢者医療特別会計 

（款）01 総務費 

 （項）01 総務管理費 

  （目）01 一般管理費 ······················································································  781 

1000100 後期高齢者医療事務事業 (保険年金課） 

（款）01 

 （項）02 徴収費 

  （目）01 徴収費 ··························································································  782 

1000200 後期高齢者医療保険料の徴収事務事業 (保険年金課） 

（款）01 

 （項）02 

  （目）02 滞納処分費 ······················································································  783 

1000300 滞納処分事務事業 (保険年金課） 

 

（款）02 保険給付費 

 （項）01 葬祭費 

  （目）01 葬祭費 ··························································································  784 

0100000 葬祭費事務事業 (保険年金課） 

 

（款）03 広域連合納付金 

 （項）01 広域連合負担金 

  （目）01 広域連合分賦金 ··················································································  785 

1000400 広域連合分賦金事務事業 (保険年金課） 

 



 

（款）04 保健事業費 

 （項）01 保健事業費 

  （目）01 健康診査費 ······················································································  786 

1000500 健康診査事務事業 （健康推進課） 

1000510 歯科診査事務事業 （健康推進課） 

（款）04 

 （項）03 疾病予防費 

  （目）01 人間ドック費 ····················································································  788 

1000650 人間ドック助成事務事業 (保険年金課） 

 

（款）05 諸支出金 

 （項）01 償還金及び還付加算金 

  （目）01 保険料還付金 ····················································································  789 

1000700 後期高齢者医療保険料還付事務事業 (保険年金課） 

（款）05 

 （項）01 

  （目）02 還付加算金 ······················································································  790 

1000800 後期高齢者医療保険料還付加算事務事業 (保険年金課） 

（款）05 

 （項）01 

  （目）03 償還金 ··························································································  791 

1000860 受託事業収入等過年度分返還等事務事業 (保険年金課） 

（款）05 

 （項）02 繰出金 

  （目）01 一般会計繰出金 ··················································································  792 

1000900 一般会計繰出金事務事業 (保険年金課） 

 

（款）06 予備費 

 （項）01 予備費 

  （目）01 予備費 ··························································································  793 

1001000 予備費充当事務事業 (財政課） 

 

下水道事業特別会計 

（款）01 下水道費 

 （項）01 下水道管理費 

  （目）01 下水道総務費 ····················································································  797 

0600100 職員人件費その他事務事業（下水道管理費） （下水道課） 

0600200 下水道施設管理事務事業 （下水道課） 

0600300 水洗普及事務事業 （下水道課） 

0600400 下水道使用料事務事業 （下水道課） 

0600500 下水道庶務事務事業（下水道管理費） （下水道課） 

（款）01 

 （項）01 

  （目）02 繰出金 ··························································································  810 

0600600 一般会計繰出金事務事業 （下水道課） 

（款）01 

 （項）02 下水道建設費 

  （目）01 下水道建設費 ····················································································  811 

0600700 職員人件費その他事務事業（下水道建設費） （下水道課） 

0600800 下水道建設事務事業 （下水道課） 

0600850 都市計画道路国３・２・８号線事務事業 （下水道課） 

0600870 都道道路整備事務事業 （下水道課） 

0600900 流域下水道事務事業 （下水道課） 

0601000 下水道受益者負担金事務事業 （下水道課） 

0601100 下水道庶務事務事業（下水道建設費） （下水道課） 

 

（款）02 公債費 

 （項）01 公債費 

  （目）01 元金 ····························································································  818 

0601200 借入金償還事務事業 （下水道課） 



 

（款）02 

 （項）01 

  （目）02 利子 ····························································································  819 

0601300 借入金利子支払事務事業 （下水道課） 

 

 

 


