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令和３年度行政評価の進め方（案） 
 

 

１ 行政評価制度について 

  行政評価制度は、区の施策・事務事業について、行政活動の成果を客観的な数値で表

して評価・検証し、今後の行政活動の改善につなげていく取組である。 

 現行の行政評価は、平成 29 年度から「基本計画 2025」のマネジメントツールとして

施策・事務事業の進行管理を行い、効果測定を通じた評価により質の高い行政経営を図

ることを目的として実施している。 

今後の行政評価は、「新たな行政評価」として、いたばし№1 実現プラン 2025 で掲げ

ている「限られた経営資源を重点的に投入する重点戦略を展開することで、行政サービ

スの質の向上を図る」という考え方のもと、より一層質の向上を意識した評価を実施し

ていく。 

 

２ 評価プロセス 

（１）事務事業評価 

一次評価（所管課長）      二次評価（所管部長） 

（２）施策評価 

一次評価（所管部長）      二次評価（区（経営革新本部）） 

外部評価（行政評価委員会）  ※二次評価は実施計画改定年度のみ実施 

 

３ 令和３年度行政評価の対象 

（１）施策評価 

①外部評価対象施策 

⇒所管部長による一次評価を実施する。 

※下記（３）及び「別紙１ 令和３年度外部評価対象施策について」を参照 

②上記①以外の施策  

⇒実績やコスト等を記録するモニタリングを実施する。 

※当初は、実施計画の改定年度にあたる令和３年度に施策評価を実施する予定

でいたが、令和２年度において「いたばし№１実現プラン 2021」を１年前倒し

で改訂したため、令和３年度は施策評価を実施しない。次回の全 68施策を対象

とした施策評価は、次期基本計画の策定年度に該当する令和６年度に実施する

ものとする。 

（２）事務事業評価 

①「いたばし№1実現プラン 2025の計画事業に関連する事務事業」及び「板橋区基

本計画 2025の施策指標に関連する事務事業」 

⇒所管課長による一次評価及び所管部長による二次評価を実施する。 

  ※下記４（１）及び「別紙２ 令和３年度行政評価体系」を参照 

※前年度の二次評価結果に対して取り組んだ内容を事務事業評価表（裏面）に
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記載するものとする。ただし、前年度において当該事務事業がモニタリングの

場合は、記載不要とする。 

②上記①以外の事務事業 

⇒実績やコスト等を記録するモニタリングを実施する。 

※行政評価サブシステムにおける「指標」、「コスト」等の入力のみを行うため、

評価表データは提出不要とする。 

   ③人件費、出張旅費 

    ⇒従来どおり、評価対象外及びモニタリング対象外とする。 

※「会計年度任用職員」の経費は、当該人件費に含むこととし、当該職員が関

わる事務事業評価表の人件費欄に計上する。よって、人件費、出張旅費同様、

評価表の作成は行わないものとする。（入力方法については、行政評価サブシス

テムの操作マニュアルを参照すること。） 

（３）行政評価委員会による外部評価 

新型コロナウイルスの感染拡大防止を理由により、令和２年度外部評価を令和３年

度へ延期したため、「別紙１ 令和３年度外部評価対象施策について」のとおり、令和

２年度外部評価対象施策を評価対象とする。 

※「210800 こころの健康づくりの推進」は、新型コロナウイルスのワクチン接種の

対応等により、予防対策課の業務量の増大が見込まれているため、令和２年度同様、

令和３年度についても外部評価を延期することとする。 

 

４ 前回（令和２年度当初）からの変更点  

（１）事務事業評価対象の変更 

令和３年度以降については、以下のとおり事務事業評価の対象を絞ることで、区の

主要な事務事業を重点的に評価する仕組みに改め、行政評価の本来の目的である「基

本計画 2025」のマネジメントツールとしての進捗管理を効果的かつ効率的に行う。 

 

《変更後》約 120事務事業 

「いたばし№1実現プラン 2025の計画事業」及び「板橋区基本計画 2025の成果指標 

に関連する事務事業」を評価対象とする。 

《変更前》約 350事務事業 

法定事業や事務諸経費等の一部を除き、全事務事業を原則として評価対象とする。 

 

（２）「《仮称》施策展開図」の活用 

①概要 

施策の最終アウトカムと中間アウトカムに着目しながら、当該施策とその上位階層

に位置づけられる基本政策・基本目標並びに構成する事務事業を展開図として見える

化したもの（別紙５ （仮称）施策展開図イメージを参照）。 

②活用方法 

ア 施策体系（区政）における担当業務の位置づけについて、職員の理解を深める
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とともに、政策形成能力を高めていく。 

イ 各事務事業の成果向上が、中間アウトカムを通じて最終アウトカムの実現に寄

与しているかどうか確認することによって、業務目的の明確化を図る。 

ウ 行政評価結果とともに公表していくことで、区民に対するアカウンタビリティの

向上を図るとともに、区政への理解を深めてもらう。 

エ 区民に伝わりづらい最終アウトカムや成果として適していない施策指標が設

定されている状況を改善する。 

オ サマカンヒアリングや職員提案事業等の補助資料として活用することにより、

区政の課題に対応するための新規事業提案を促進していく。 

（３）施策とＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の紐づけ 

ポストコロナ時代の「新たな日常」においては、ＳＤＧｓが掲げる「誰一人取り残

さない」という基本理念のもとに、ＳＤＧｓの実現に資する取組へ重点化して事業を

実施していくことが一層求められている。このことを踏まえ、当該施策に関連するＳ

ＤＧｓの１７ゴールを施策評価表に反映させ、未来志向の持続可能な区政経営を意識

した行政評価に取り組んでいく。 

  ※【組織・環境に関する認識】ＳＷＯＴ分析については、評価表項目から除外する。 

（４）事業別行政評価シートの公表 

事業別行政評価シートは、行政評価を通じた新公会計制度の新たな活用方法として、

令和２年度から作成を開始した。財務諸表から得られるフルコストの情報を交えた分

析を行いながら、当該事業の課題を明らかにすることを目的としている。 

令和３年度においても、各所管と調整しながら区民が身近に感じられる事務事業を

選定するとともに、行政評価結果とともに公表していくことで、区民へのアカウンタ

ビリティの向上を図っていく。 

（５）区の財政状況を踏まえた評価視点の重点化 

 令和３年度以降、地方法人の税制改正による影響が平年度化され、特別区交付金の

減少幅は拡大し、今後も財政調整基金からの繰入れによる厳しい状況を迎える。この

状況を踏まえ、個別の事務事業の経費削減に留まらず、事業の廃止・隔年実施も視野

に入れた評価を実施するものとする。 
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５ 行政評価委員会による外部評価 

（１）行政評価委員                          ＜敬称略＞ 

委 員 氏 名 現 職【専門分野】 

学識経験者 

倉田 直道 
工学院大学名誉教授 

【都市デザイン、都市計画、まちづくり、建築】 

北垣 武久 
有限会社ヒューリッドコンサルティング代表取締役 

【経営品質】 

花輪 宗命 
大東文化大学名誉教授 

【地方財政・財政学】 

箕輪 美佳 大東文化大学総合企画室 室長 

山本 菊子 公認会計士・税理士 

公募区民 

大畑 陽美  

甲斐田 洋希  

野田 浩一  

 

（２）行政評価委員会の開催と外部評価 

   「行政評価委員会」と「外部評価の公開ヒアリング」は、区民参加の促進と区政の 

透明性・説明責任の確保を目的として一般公開することとし、広報いたばしや区ホー 

ムページで傍聴者を募集する。また、効果的な外部評価の実施を図るため、評価対象

施設の視察、外部評価結果案の作成段階における所管部署との意見交換会を実施する。 

 ※施設視察の実施については、今後の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえなが

ら、別途判断する。 

 

６ 行政評価結果の公表 

  行政評価結果は、区議会（企画総務委員会）に報告する。 

  ※評価結果の概要を広報いたばし等で公表するとともに、評価結果報告書を区政資料 

室、経営改革推進課、区ホームページで閲覧できるようにする。 

 

７ 行政監査及び教育委員会評価との調整について 

行政経営システムの最適化の観点から、特に外部評価対象との重複性を極力避けるも 

のとするため、行政監査及び教育委員会評価とは事前に調整を図る。 

 



5 

 

８ 令和３年度行政評価のスケジュール（予定） 

月日・時期 行政評価委員会 区 

4月 6日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

庁議（経営革新本部） 
・令和３年度行政評価の進め方 
行政評価実施依頼（各部長宛） 
⇒所管部評価の実施開始 

5月 7日（金）  所管部評価〆切（外部評価対象） 

5月 14日（金）  所管部評価〆切（外部評価対象外） 

5月下旬 
第１回行政評価委員会 
・外部評価対象施策・事務事業の決定 
・公開ヒアリングの進め方 

 

6月上旬 評価対象関連施設の視察  

6月中旬～下旬 公開ヒアリング  

7月上旬 
第２回・第３回行政評価委員会 
・外部評価案の審議 

 

7月中旬 所管部署との意見交換会  

7月下旬～ 
8月上旬 

 
経営革新検討会（電子会議室） 
・外部評価結果 
・事務事業評価結果 

8月上旬 
第４回行政評価委員会 
・外部評価案の決定 
・区長へ報告書を提出 

 

8月 31日（火）  
庁議（経営革新本部） 
・内容は経営革新検討会と同様 

3月上旬～ 
3月下旬 

第５回行政評価委員会 
・令和 4年度の行政評価の進め方 

経営革新検討会（電子会議室） 
庁議（経営革新本部） 
・令和 4年度の行政評価の進め方 

 

９ 令和３年度評価表 

（１）令和３年度施策評価表（案）    別紙３のとおり 

（２）令和３年度事務事業評価表（案）  別紙４のとおり 

  



別紙１ 

令和３年度外部評価対象施策について 

 

基本政策Ⅰ-１、Ⅱ-１、Ⅲ-１に属する 22施策のうち、平成 29年度外部評価対象施策

（下表に「済」のある 10 施策）と「※210800 こころの健康づくりの推進」を除いた 11

施策について行政評価委員会が評価します。 

※新型コロナウイルスのワクチン接種の対応等により、予防対策課の業務量の増大が

見込まれているため、令和２年度同様、令和３年度についても外部評価を延期します。 

 

＜令和３年度の外部評価対象施策＞ 11施策（67事務事業） 

基本計画 2025の基本目標と基本政策・施策 所管課 担当委員（案） 

基本目標Ⅰ 未来をはぐくむあたたかいまち 

基本政策Ⅰ-１ 子育て安心 （３施策） 

Cグループ 

済 110200 子どもの成長と子育ての支援  子ども政策課 － 

済 110300 育児と仕事の両立支援  保育サービス課 － 

済 110600 子どもと母親の健康づくり  健康推進課 － 

 110100 子育て施策の総合的な推進 (5) 子ども政策課 箕輪委員 

 110400 地域ぐるみの子育て支援の推進 (8) 子ども家庭支援センター 北垣委員 

 110500 子育てセーフティネットの充実 (3) 子ども家庭支援センター 北垣委員 

基本目標Ⅱ いきいきかがやく元気なまち 

基本政策Ⅱ-１ 豊かな健康長寿社会 （４施策） 

Bグループ 

済 210200 病気にならない体づくり  健康推進課 － 

済 210400 女性の健康推進  健康推進課 － 

済 210500 公害健康被害の補償と保健福祉の向上  予防対策課 － 

済 210900 高齢者の社会参加の促進と生きがいづくり  長寿社会推進課 － 

 210100 健康づくりの総合的な推進と環境整備 (21) 健康推進課 新規委員予定 

 210300 疾病の早期発見・早期治療の推進 (6) 健康推進課 新規委員予定 

 210600 国民健康保険の適正な運営等 (3) 国保年金課 山本委員 

 210700 後期高齢者医療制度の適正な運営 (4) 後期高齢医療制度課 山本委員 

※ 210800 こころの健康づくりの推進  予防対策課 － 

基本目標Ⅲ 安心・安全で快適な緑のまち 

基本政策Ⅲ-１ 緑と環境共生 （４施策） 

Aグループ 

済 310300 環境教育・協働の推進  環境政策課 － 

済 310500 循環型社会の実現に向けた取り組みの推進  資源循環推進課 － 

済 310700 緑化の推進と自然にふれあう機会の創出  みどりと公園課 － 

 310100 スマートシティ“エコポリス板橋”の推進 (3) 環境政策課 倉田委員 

 310200 低炭素社会の実現に向けた取り組みの推進 (4) 環境政策課 倉田委員 

 
310400 

快適で健康に暮らせる生活環境の実現に向

けた取り組みの推進 

(6) 環境政策課 花輪委員 

 310600 自然環境と生物多様性の保全 (4) 環境政策課 花輪委員 

 



別紙２

令和３年度行政評価体系【施策：68／事務事業：706（うち評価対象：116】
※施策・事務事業の内、評価対象は「●」それ以外はモニタリング

基本目標Ⅰ　未来をはぐくむあたたかいまち

　基本政策Ⅰ-1「子育て安心」

№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

001 子ども・子育て支援新制度推進経費 子ども政策課 ●

002 児童福祉施設維持補修等経費 子育て支援施設課 ●

003 児童福祉施設維持補修等経費（児童館運営） 子ども政策課

004 児童福祉施設維持補修等経費（保育園運営） 保育サービス課

005 児童養護施設卒園者住まい応援プロジェクト経費 子ども政策課

001 子ども医療費助成経費 子ども政策課

002 休養ホーム（ひとり親家庭） 子ども政策課

003 家事援護者派遣（ひとり親家庭） 子ども政策課

004 医療費助成（ひとり親家庭） 子ども政策課

005 児童福祉施設職員研修経費（児童館） 子ども政策課

006 事務諸経費 子ども政策課

007 児童手当 子ども政策課

008 児童育成手当 子ども政策課

009 児童扶養手当 子ども政策課

010 事務費 子ども政策課

011 区立母子生活支援施設運営経費 子ども政策課

012 児童館管理運営経費 子ども政策課 ●

013 児童館事業運営 子ども政策課

014 出前児童館 子ども政策課

015 子育てひろば 子ども政策課

001 病児・病後児保育事業経費 保育サービス課

002 認証保育所運営等助成経費 保育サービス課

003 定期利用保育事業経費 保育サービス課

004 認証保育所保育料等負担軽減経費 保育サービス課

005 要支援児保育経費 保育サービス課

006 民間保育所整備費助成経費 子育て支援施設課 ●

007 児童福祉施設職員研修経費（区立保育園） 保育サービス課

008 公立保育所民営化経費 子育て支援施設課

009 事務諸経費（保育サービス課） 保育サービス課

010 事務諸経費（子育て支援施設課） 子育て支援施設課

011 扶助費（私立保育所） 保育サービス課

012 処遇改善（私立保育所） 保育サービス課

013 産休・病欠代替職員雇上 保育サービス課

014 認定こども園保育事業経費 保育サービス課

015 家庭福祉員 保育サービス課

016 小規模保育 保育サービス課

017 事業所内保育 保育サービス課

018 居宅訪問型保育 保育サービス課

019 管理運営（区立保育園） 保育サービス課

020 運営委託（区立保育園） 保育サービス課

子育て施策の総合的な推進 子ども政策課

子どもの成長と子育ての支援

育児と仕事の両立支援

110100

110200

110300

子ども政策課

保育サービス課

1



№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

001 育児支援ヘルパー 子ども家庭支援センター ●

002 子ども家庭在宅サービス 子ども家庭支援センター

003 ファミリーサポート 子ども家庭支援センター ●

004 子育て交流支援 子ども家庭支援センター

005 子育て支援員養成 子ども家庭支援センター ●

006 養育支援訪問事業 子ども家庭支援センター

007 子育て在宅支援推進事業経費 子ども家庭支援センター

008 事務諸経費 子ども家庭支援センター

001 子どもなんでも相談 子ども家庭支援センター

002 児童虐待防止対策 子ども家庭支援センター ●

003 児童相談所開設・建設準備経費 児童相談所開設準備課

001 母子健康手帳交付 健康推進課

002 妊婦健康診査 健康推進課 ●

003 乳幼児健康診査 健康推進課 ●

004 妊婦・出産ナビゲーション事業 健康推進課

005 新生児等訪問指導 健康推進課

006 母親及び両親学級等開催 板橋健康福祉センター

007 育児支援 板橋健康福祉センター

008 親子健康支援事業 健康推進課

009 発達支援 健康推進課

010 産後ケア事業 健康推進課

011 育成医療給付経費 健康推進課

012 未熟児及び妊娠高血圧症候群等医療費給付経費 健康推進課

　基本政策Ⅰ-2「魅力ある学び支援」

001 委員報酬 教育総務課

002 委員費用弁償 教育総務課

003 運営経費 教育総務課

004 事務諸経費 教育総務課

005 負担金、補助金（小学校） 教育総務課

006 負担金、補助金（中学校） 教育総務課

001 事務・給食作業等補助 指導室

002 校務支援システム運営経費 教育支援センター

003 事務諸経費 指導室

004 協議会・各種研修会等経費 指導室

005 協議会・各種研修会等経費 教育支援センター

006 生活・進路指導経費 指導室

007 指導誌・副読本・手引印刷等経費 指導室

008 外国人指導員による英会話授業経費 指導室

009 学力向上支援事業経費（指導室） 指導室 ●

010 学力向上支援事業経費（教育支援センター） 教育支援センター

011 オリンピック・パラリンピック教育推進事業経費 指導室

012 教育ＩＣＴ化推進事業経費 教育支援センター

子どもと母親の健康づくり

教育施策の総合的な推進

確かな学力の向上・定着と質の高い教育の推進

地域ぐるみの子育て支援の推進

子育てセーフティネットの充実

110400

110500

110600

120100

120200

子ども家庭支援センター

子ども家庭支援センター

健康推進課

教育総務課

指導室

2



№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

013 事務諸経費（教育指導） 指導室

014 教育支援センター相談事業経費 教育支援センター ●

015 教育活動（小学校） 指導室

016 教育活動（小学校） 教育支援センター

017 維持管理（小学校） 教育支援センター

018 教育活動（中学校） 指導室

019 教育活動（中学校） 教育支援センター

020 維持管理（中学校） 教育支援センター

021 部活動活性化支援（中学校） 指導室

001 学校管理業務経費 学務課

002 学校管理業務経費 教育総務課

003 入学予定校変更希望制経費 学務課

004 事務諸経費（学務課） 学務課

005 事務諸経費（教育支援センター） 教育支援センター

006 教育活動（小学校） 学務課

007 教育活動（小学校） 教育総務課

008 維持管理（小学校） 学務課

009 維持管理（小学校） 教育総務課

010 負担金、補助金（小学校） 学務課

011 要保護及び準要保護児童の保護者に対する就学援助費（小学校） 学務課

012 教育活動（中学校） 学務課

013 教育活動（中学校） 教育総務課

014 維持管理（中学校） 学務課

015 維持管理（中学校） 教育総務課

016 負担金、補助金（中学校） 学務課

017 要保護及び準要保護生徒の保護者に対する就学援助費（中学校） 学務課

018 消耗器材、備品購入、維持管理（幼稚園） 学務課

019 幼稚園就園奨励費（幼稚園） 学務課

020 保護者負担軽減補助金（幼稚園） 学務課

021 入園料補助金（幼稚園） 学務課

022 環境整備費等補助金（幼稚園） 学務課

023 私立幼稚園協会補助金 学務課

024 預かり保育推進補助金（幼稚園） 学務課

025 幼児教育振興経費（幼稚園） 学務課

026 事務諸経費（幼稚園） 学務課

027 私立幼稚園事業経費 学務課 ●

001 特別支援学級入級選考経費 教育支援センター

002 特別支援教育推進事業経費（指導室） 指導室 ●

003 特別支援教育推進事業経費（教育支援センター） 教育支援センター

004 知的障がい特別支援学級（小学校、中学校） 指導室 ●

005 特別支援教室（小学校、中学校） 指導室

006 聴覚・言語学級（小学校） 指導室

007 特別支援教育就学奨励費（小学校） 学務課

008 教育活動（特別支援学校） 指導室

009 教育活動（特別支援学校） 教育支援センター

010 教育活動（特別支援学校） 教育総務課

011 維持管理経費（特別支援学校） 教育支援センター

幼・小・中学校の運営・支援

特別支援教育の充実

120300

120400

学務課

指導室

3



№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

012 維持管理経費（特別支援学校） 教育総務課

013 特別支援教育就学奨励費（中学校） 学務課

001 学校適応推進事業経費（指導室） 指導室 ●

002 成増教育相談室管理運営経費 教育支援センター

003 学校適応相談・指導（板橋フレンドセンター） 教育支援センター

004 維持管理（板橋フレンドセンター） 教育支援センター

001 青少年委員会 地域教育力推進課

002 家庭教育の充実 地域教育力推進課 ●

003 いきいき寺子屋プラン 地域教育力推進課

004 青少年問題協議会 地域教育力推進課

005 青少年健全育成地区委員会 地域教育力推進課 ●

006 青少年健全育成活動 地域教育力推進課

007 板橋音楽祭 地域教育力推進課

008 事務諸経費 地域教育力推進課

001 情報等提供（生涯学習） 生涯学習課

002 各種講座開催（大学公開講座等） 生涯学習課 ●

003 事務諸経費 生涯学習課

004 維持管理・各種講座開催（生涯学習センター） 生涯学習課 ●

005 八ケ岳荘運営経費 生涯学習課

006 榛名林間学園運営経費 生涯学習課

007 教育科学館運営経費 生涯学習課

001 維持管理（図書館） 中央図書館 ●

002 事業運営（図書館） 中央図書館

003 図書等資料充実（図書館） 中央図書館

004 絵本館等維持管理 中央図書館

005 絵本館事業運営 中央図書館

006 中央図書館改築経費 中央図書館

001 保健給食事業振興経費 学務課 ●

002 学校医報酬（小学校） 学務課

003 一般保健費（小学校） 学務課

004 各種検診委託経費（小学校、中学校） 学務課

005 日本スポーツ振興センター会費（小学校） 学務課

006 給食運営委託費 学務課 ●

007 学校医報酬（特別支援学校） 学務課

008 学校医報酬（特別支援学校） 教育総務課

009 給食賄材料費（特別支援学校） 学務課

010 教育活動（特別支援学校） 学務課

011 各種検診委託（特別支援学校） 学務課

012 維持管理経費（特別支援学校） 学務課

013 学校医報酬（中学校） 学務課

014 一般保健費（中学校） 学務課

015 日本スポーツ振興センター会費（中学校） 学務課

016 園医等報酬（幼稚園） 学務課

017 各種検診委託（幼稚園） 学務課

児童・生徒の健康増進

世代を超えた学習・学び合う活動の推進

読書活動の支援

120900

120500

120600

120700

120800

地域教育力推進課

学務課

いじめ問題・不登校対策等の推進

家庭教育の支援と青少年の健全育成

生涯学習課

中央図書館

教育支援センター

4



№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

001 学校管理業務経費（子ども見守り隊・スクールガード） 地域教育力推進課

002 コミュニティ・スクール委員会運営経費 地域教育力推進課

003 学校支援地域本部事業経費 地域教育力推進課 ●

004 あいキッズ事業経費 地域教育力推進課 ●

005 学校施設開放経費 地域教育力推進課

001 学校管理業務経費 新しい学校づくり課

002 区立学校適正配置推進経費 新しい学校づくり課 ●

003 事務諸経費 新しい学校づくり課

004 維持管理（小学校、中学校） 新しい学校づくり課

005 学校施設改修経費（小学校、中学校） 新しい学校づくり課

006 校地借上料（小学校、中学校） 新しい学校づくり課

007 維持管理経費（特別支援学校） 新しい学校づくり課

008 志村第二小学校増築経費 新しい学校づくり課

009 板橋第十小学校改築経費 新しい学校づくり課

010 上板橋第二中学校改築経費 新しい学校づくり課

011 維持管理（幼稚園） 新しい学校づくり課

　基本政策Ⅰ-3「安心の福祉・介護」

001 事業計画 介護保険課

002 地域密着型サービス拠点施設整備費助成経費 介護保険課 ●

003 都市型軽費老人ホーム整備費助成経費 介護保険課

004 いずみの苑 介護保険課

みどりの苑 介護保険課

005 高齢者在宅サービスセンター運営経費 介護保険課

001 認定・審査 介護保険課

002 資格・給付 介護保険課

003 賦課・徴収 介護保険課

004 繰出金 介護保険課

005 事務費 介護保険課

006 介護保険低所得者利用者負担対策経費 介護保険課

007 福祉サービス第三者評価受審費助成経費 介護保険課

001 老人ホーム入所措置費 長寿社会推進課

002 事務費 長寿社会推進課

003 寝具洗濯・乾燥（高齢者） 長寿社会推進課

004 日常生活用具給付等（高齢者） 長寿社会推進課

005 住宅設備改修費助成（高齢者） おとしより保健福祉センター

006 理・美容サービス（高齢者） 長寿社会推進課

007 紙おむつ支給（高齢者） 長寿社会推進課

008 生活支援ヘルパー派遣（高齢者） 長寿社会推進課

009 緊急通報システム（高齢者） 長寿社会推進課

010 防災対策（高齢者） 長寿社会推進課

011 見守りネットワーク おとしより保健福祉センター

012 権利擁護いたばしサポートセンター運営助成経費 おとしより保健福祉センター

130300 おとしより保健福祉センター

地域教育力推進課

新しい学校づくり課

121000

121100

130100

130200

介護保険課

地域とともに歩む学校づくり

魅力ある学校づくり

高齢者施策の総合的な推進と計画的な施設整備

介護サービスの充実と介護予防の推進

高齢者の地域包括ケアの推進

介護保険課

5



№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

013 介護実習普及センター おとしより保健福祉センター

014 高齢者シェルター事業 おとしより保健福祉センター

015 維持管理 おとしより保健福祉センター

001 推薦会 生活支援課

002 協議会 生活支援課

003 協力員事業 生活支援課

004 ぬくもりサービス事業費助成 生活支援課

005 運営費助成 生活支援課

006 各種福祉団体運営費助成 生活支援課

007 保健福祉オンブズマン制度運営経費 生活支援課

008 社会福祉法人指導経費 生活支援課

009 子どもの居場所づくり活動支援事業経費 生活支援課

010 事務諸経費 生活支援課

001 原爆被爆者援護 障がい政策課

002 認定・審査 障がいサービス課

003 低所得者利用者負担対策 障がい政策課

004 自立支援協議会 障がい政策課

001 障がい福祉計画等策定経費 障がい政策課

002 心身障がい者（児）福祉措置費 障がい政策課

003 福祉タクシー 障がいサービス課

004 自動車燃料費助成 障がいサービス課

005 通所・授産等事業運営助成 障がいサービス課

006 宿泊訓練事業運営助成 障がいサービス課

007 心身障がい児余暇活動支援 障がいサービス課

008 障がい者就労援助事業 障がい政策課 ●

009 障がい者相談員 障がいサービス課

010 障がい者理解促進事業 障がいサービス課

011 防災対策（障がい者） 障がい政策課

012 緊急通報システム（障がい者） 障がいサービス課

013 寝具洗濯・乾燥（障がい者） 障がいサービス課

014 理・美容サービス（障がい者） 障がいサービス課

015 紙おむつ支給（障がい者） 障がいサービス課

016 特別障がい者手当等支給 障がいサービス課

017 心身障がい者（児）難病患者福祉手当支給 障がいサービス課

018 補装具相談 障がいサービス課

019 重度脳性まひ者介護 障がい政策課

020 居宅介護給付 障がいサービス課

021 施設介護給付 障がいサービス課

022 施設訓練等給付 障がいサービス課

023 特定障がい者特別給付等 障がいサービス課

024 高額障がい福祉サービス 障がいサービス課

025 自立支援医療 障がい政策課

026 補装具 障がいサービス課

027 障がい児支援給付 障がいサービス課

028 意思疎通支援 障がいサービス課

029 日常生活用具給付等（障がい者） 障がいサービス課

130400

130500

130600

地域福祉の充実

障がい者施策の総合的な推進と計画的な施設整備

障がい者の自立支援と社会参加の促進

生活支援課

障がい政策課

障がい政策課
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№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

030 移動支援 障がいサービス課

031 相談支援 障がい政策課

032 地域活動支援センター 障がいサービス課

033 訪問入浴サービス（障がい者） 障がいサービス課

034 日中一時支援 障がいサービス課

035 社会参加促進事業 障がいサービス課 ●

036 ソーシャルハウス運営助成 障がいサービス課

037 グループホーム運営費助成 障がいサービス課

038 福祉園運営経費（９園） 障がいサービス課 ●

039 障がい者福祉センター運営経費 障がいサービス課

040 発達障がい者支援センター運営経費 障がいサービス課

041 福祉作業所等訓練施設管理運営経費 障がいサービス課

001 中国残留邦人支援経費 福祉部管理課

002 特別永住者福祉給付金支給経費 福祉部管理課

003 応急福祉資金（福祉部管理課） 福祉部管理課

004 応急福祉資金（介護保険課） 介護保険課

005 女性福祉資金 福祉部管理課

006 福祉修学資金 福祉部管理課

007 事務費 福祉部管理課

008 福祉総合相談室 赤塚福祉事務所

009 事務費（福祉事務所） 板橋福祉事務所

010 生活困窮者自立支援事業経費 板橋福祉事務所

011 志村福祉事務所維持管理経費 志村福祉事務所

012 私立母子生活支援施設保護費 赤塚福祉事務所

013 入院助産保護費 赤塚福祉事務所

014 嘱託医報酬 板橋福祉事務所

015 調査員報酬 板橋福祉事務所

016 訪問同行員報酬 板橋福祉事務所

017 就労支援事業 板橋福祉事務所 ●

018 生活支援事業 板橋福祉事務所 ●

019 事務諸経費（福祉事務所） 板橋福祉事務所

020 生活保護法施行扶助費 板橋福祉事務所

021 被保護者自立支援事業経費 板橋福祉事務所

022 入浴券援護 板橋福祉事務所

023 小・中学生援護 板橋福祉事務所

024 自立支援訓練費助成 板橋福祉事務所

130700 生活基盤の安定と自立の促進 板橋福祉事務所
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基本目標Ⅱ　いきいきかがやく元気なまち

　基本政策Ⅱ-1「豊かな健康長寿社会」

№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

001 健康づくり推進協議会 健康推進課

002 健康づくり２１事業経費 健康推進課 ●

003 在宅医療推進協議会 健康推進課

004 在宅患者急変時後方支援病床確保事業 健康推進課

005 在宅療養連携拠点センター運営経費 健康推進課

006 医療関係者表彰事業 健康推進課

007 休日・平日夜間医科診療 健康推進課

008 保健所等管理運営経費（健康推進課） 健康推進課

009 保健所等管理運営経費（生活衛生課） 生活衛生課

010 保健所等管理運営経費（板橋健康福祉センター） 板橋健康福祉センター

011 保健所等管理運営経費（上板橋健康福祉センター） 上板橋健康福祉センター

012 保健所等管理運営経費（赤塚健康福祉センター） 赤塚健康福祉センター

013 保健所等管理運営経費（志村健康福祉センター） 志村健康福祉センター

014 保健所等管理運営経費（高島平健康福祉センター） 高島平健康福祉センター

015 歯科衛生センター運営経費 健康推進課

016 医師、看護師等経費 健康推進課

017 衛生統計調査経費 健康推進課

018 保健衛生システム運営経費 健康推進課

019 事務諸経費（健康推進課） 健康推進課

020 事務諸経費（生活衛生課） 生活衛生課

021 骨髄移植ドナー等支援事業経費 健康推進課

001 健康づくり協力店事業 健康推進課

002 栄養と健康事業 健康推進課

003 歯科衛生事業 健康推進課

004 健康教育 志村健康福祉センター ●

005 区民健康相談 志村健康福祉センター

001 区民一般健康診査 健康推進課 ●

002 眼科検診 健康推進課

003 成人歯科検診 健康推進課

004 骨粗しょう症予防検診 健康推進課

005 がん検診 健康推進課 ●

006 肝炎ウイルス検診 健康推進課

001 女性健康支援センター運営経費 健康推進課

002 特定不妊治療費助成経費 健康推進課

001 公害健康被害認定審査会 予防対策課 ●

002 公害診療報酬等審査会 予防対策課

003 大気汚染障がい者認定審査会 予防対策課

004 公害健康被害補償経費 予防対策課

005 家庭療養指導（公害保健福祉事業） 予防対策課

006 機能訓練（公害保健福祉事業） 予防対策課

007 健康相談（公害保健福祉事業） 予防対策課

公害健康被害の補償と保険福祉の向上 予防対策課210500

健康推進課

健康推進課

健康推進課

210100 健康づくりの総合的な推進と環境整備 健康推進課

210200 病気にならない体づくり

210300 疾病の早期発見・早期治療の推進

女性の健康推進210400
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№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

008 乳幼児呼吸器健診（公害保健福祉事業） 予防対策課 ●

001 保険基盤安定繰出金 国保年金課

002 一般繰出金 国保年金課

003 基礎年金事務費 国保年金課

001 徴収費 後期高齢医療制度課 ●

002 はり・灸・マッサージ施術費助成 後期高齢医療制度課

003 繰出金 後期高齢医療制度課

004 事務費 後期高齢医療制度課

001 精神保健教育 予防対策課 ●

002 ひきこもり相談 予防対策課

003 こころの健康づくり事業 上板橋健康福祉センター

004 こころのリハビリテーショングループ事業 上板橋健康福祉センター

001 敬老週間行事 長寿社会推進課

002 敬老入浴 長寿社会推進課

003 育成（老人クラブ） 長寿社会推進課

連合会助成（老人クラブ） 長寿社会推進課

004 シルバー人材センター運営助成経費 長寿社会推進課

005 高齢者大学校 長寿社会推進課

006 シニア世代活躍促進事業経費 長寿社会推進課 ●

007 アクティブシニア就業支援センター運営助成経費 長寿社会推進課 ●

008 いこいの家管理運営経費 長寿社会推進課

009 仲町ふれあい館 長寿社会推進課

中台ふれあい館 長寿社会推進課

徳丸ふれあい館 長寿社会推進課

志村ふれあい館 長寿社会推進課

高島平ふれあい館 長寿社会推進課

010 シニア学習プラザ運営経費 長寿社会推進課

011 事務諸経費 長寿社会推進課

001 スポーツ推進委員経費 スポーツ振興課

002 区民体育大会 スポーツ振興課

003 スポーツ競技会 スポーツ振興課

004 板橋Ｃｉｔｙマラソン スポーツ振興課

005 高齢者スポーツ振興 スポーツ振興課

006 スポーツプロモーション スポーツ振興課

007 野外活動経費 スポーツ振興課

009 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業 スポーツ振興課

010 （公財）植村記念財団運営助成 スポーツ振興課

011 （公財）板橋区体育協会運営助成 スポーツ振興課

012 事務諸経費 スポーツ振興課

013 体育施設運営経費 スポーツ振興課 ●

014 東板橋体育館等改修経費 スポーツ振興課

後期高齢者医療制度の適正な運営

国民健康保険の適正な運営等

210700

220100 スポーツに親しむまちづくりの推進

　基本政策Ⅱ-2「心躍るスポーツ・文化」

210800 こころの健康づくりの推進

210900 高齢者の社会参加の促進と生きがいづくり

スポーツ振興課

国保年金課

後期高齢医療制度課

予防対策課

210600

長寿社会推進課
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№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

001 文化財保護管理経費 生涯学習課 ●

002 埋蔵文化財整理室等維持管理経費 生涯学習課

003 郷土資料館管理運営経費 生涯学習課

004 郷土芸能伝承館運営経費 生涯学習課

005 （仮称）史跡公園整備経費 生涯学習課

001 文化事業運営 文化・国際交流課 ●

002 （公財）板橋区文化・国際交流財団運営助成（文化・法人会計） 文化・国際交流課

003 文化会館・グリーンホール運営経費 文化・国際交流課 ●

004 美術館管理運営経費 文化・国際交流課

001 外国人学校在校生保護者助成経費 総務課

002 国際交流事業運営 文化・国際交流課

003 ボローニャ市友好都市提携１５周年記念事業 文化・国際交流課

004 （公財）板橋区文化・国際交流財団運営助成（国際交流） 文化・国際交流課 ●

005 事務費 文化・国際交流課

001 平和都市宣言記念事業経費 総務課 ●

001 板橋ブランド戦略事業 産業振興課 ●

002 （公財）板橋区産業振興公社助成経費 産業振興課 ●

001 産業活性化戦略経費 産業振興課 ●

002 ものづくり研究開発連携センター管理運営経費 産業振興課

003 板橋産業技術支援センター運営経費 産業振興課

004 事務諸経費 産業振興課

001 中小企業活性化支援 産業振興課

002 産業融資利子補給 産業振興課 ●

003 経営相談等 産業振興課

004 就職活動サポート事業 産業振興課

005 ハイライフプラザ管理運営経費 産業振興課

006 企業活性化センター運営経費 産業振興課

001 商店街振興 産業振興課

002 にぎわいのあるまちづくり事業 産業振興課 ●

003 空き店舗ルネッサンス 産業振興課

004 環境配慮型商店街支援 産業振興課

005 公衆浴場支援 産業振興課

001 委員報酬 農業委員会事務局

002 委員費用弁償 農業委員会事務局

003 事務費 農業委員会事務局

004 農業振興対策経費 赤塚支所 ●

005 展示会実施経費 赤塚支所

006 農業まつり実施経費 赤塚支所 ●

230500 都市農業の支援と農の活用

230100 ネットワーク・ブランド戦略による産業活力の強化

220200 生涯学習課

　基本政策Ⅱ-3「光輝く板橋ブランド・産業活力」

220400 国際性豊かな地域社会づくり

220500 平和都市の推進

地域の歴史・文化の保全・継承・活用の推進

220300 個性ある文化芸術の創造と活動の支援

産業集積の維持・発展の促進230200

230300 創業・経営支援と人材育成・就労支援

230400 地域特性を活かした魅力ある商業振興 産業振興課

赤塚支所

産業振興課

産業振興課

産業振興課

文化・国際交流課

文化・国際交流課

総務課
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№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

007 区民農園運営経費 赤塚支所 ●

008 板橋ふれあい農園運営経費 赤塚支所 ●

009 農業体験学校運営経費 赤塚支所 ●

001 観光振興 くらしと観光課 ●

002 区民まつり くらしと観光課 ●

003 いたばし花火大会 くらしと観光課 ●

004 都市交流 くらしと観光課

005 事務諸経費 くらしと観光課

001 消費者センター経費 くらしと観光課 ●

002 消費生活展実施経費 くらしと観光課

230600 「もてなしの心」による魅力ある観光振興と都市交流の推進

230700 消費生活の安定と向上 くらしと観光課

くらしと観光課
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基本目標Ⅲ　安心・安全で快適な緑のまち

　基本政策Ⅲ-1「緑と環境共生」

№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

001 環境基本計画推進経費 環境政策課 ●

002 環境基本計画推進経費（一般廃棄物処理基本計画 ） 資源循環推進課

003 スマートシティ推進事業経費 環境政策課

001 板橋区環境マネジメントシステム推進 環境政策課

002 新エネルギー・省エネルギー普及啓発経費 環境政策課

003 地球温暖化防止対策 環境政策課 ●

004 地球温暖化防止普及・啓発 環境政策課

001 環境協働推進経費 環境政策課 ●

002 エコポリスセンター運営経費 環境政策課

001 啓発宣伝 環境政策課

002 公害対策 環境政策課

003 大気監視 環境政策課 ●

004 騒音監視 環境政策課 ●

005 ＰＣＢ廃棄物処理経費 環境政策課

006 事務諸経費 環境政策課

001 板橋かたつむり運動推進経費 資源循環推進課

食品廃棄物減量 資源循環推進課

002 環境美化啓発経費 資源循環推進課

003 エコポリス板橋環境行動会議、エコポリス板橋地区環境行動委員会 資源循環推進課

004 ふれあい指導 資源循環推進課

大規模建築物排出指導 資源循環推進課

005 浄化槽指導経費 資源循環推進課

006 集団回収 資源循環推進課

007 東清掃事務所維持管理経費 板橋東清掃事務所

008 西清掃事務所維持管理経費 板橋西清掃事務所

009 志村清掃事業所維持管理経費 板橋東清掃事務所

010 中継所維持管理経費 板橋西清掃事務所

011 リサイクルプラザ運営経費 資源循環推進課

012 安全衛生管理経費 資源循環推進課

013 事務諸経費（収集総務） 資源循環推進課

014 車両雇上 資源循環推進課

015 車両更新・維持 資源循環推進課

016 中継所作業運営 資源循環推進課

017 古紙回収 資源循環推進課

ペットボトル回収 資源循環推進課

びん・缶回収 資源循環推進課

トレイ・ボトル回収 資源循環推進課

使用済小型電子機器等回収 資源循環推進課

拠点回収 資源循環推進課

不燃ごみ資源化 資源循環推進課

018 し尿収集経費 資源循環推進課

●

310100 スマートシティ“エコポリス板橋”の推進

310200 低炭素社会の実現に向けた取り組みの推進

310300 環境教育・協働の推進

310400 快適で健康に暮らせる生活環境の実現に向けた取り組みの推進

310500 循環型社会の実現に向けた取り組みの推進

環境政策課

環境政策課

環境政策課

環境政策課

資源循環推進課
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№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

019 動物死体処理経費 資源循環推進課

020 ごみ処理券経費 資源循環推進課

021 粗大ごみ受付センター経費 資源循環推進課

022 資源化施設運営経費 資源循環推進課

023 中間処理経費 資源循環推進課

024 事務諸経費（資源総務） 資源循環推進課

001 水辺ふれあい 環境政策課 ●

002 都市の水循環回復 環境政策課

003 自然との共生 環境政策課

004 熱帯環境植物館運営経費 環境政策課

001 緑と公園の推進会議運営経費 みどりと公園課

002 グリーンフェスタ みどりと公園課

003 地域緑化啓発 みどりと公園課 ●

004 民間施設緑化 みどりと公園課

005 保存樹木等保護 みどりと公園課

006 分収造林育成 みどりと公園課

007 維持管理 みどりと公園課 ●

008 こども動物園等 みどりと公園課

009 こどもの池 みどりと公園課 ●

010 赤塚植物園 みどりと公園課

011 公園・公衆便所 みどりと公園課 ●

012 公園遊具 みどりと公園課 ●

013 公園灯 みどりと公園課 ●

014 計画改修 みどりと公園課 ●

015 東板橋公園改修 みどりと公園課

016 小豆沢公園改修 みどりと公園課

017 赤塚植物園改修 みどりと公園課

018 平和公園改修 みどりと公園課

019 （仮称）史跡公園整備経費 みどりと公園課

001 総合防災訓練 地域防災支援課

002 住民防災組織 地域防災支援課 ●

003 区民消火隊 地域防災支援課

004 防災意識啓発 地域防災支援課 ●

005 避難所整備経費（地域防災支援課） 地域防災支援課 ●

006 消防団関係経費 地域防災支援課

007 災害対策諸経費（地域防災支援課） 地域防災支援課

001 危機管理対策経費 防災危機管理課

002 防災センター経費 防災危機管理課 ●

003 避難所整備経費（防災危機管理課） 防災危機管理課 ●

004 災害見舞金 防災危機管理課

005 災害対策諸経費（防災危機管理課） 防災危機管理課

320200 減災・防災対策の推進

　基本政策Ⅲ-2「万全な備えの安心・安全」

310600 自然環境と生物多様性の保全

310700 緑化の推進と自然にふれあう機会の創出

地域防災支援課

防災危機管理課

320100 地域防災の支援

環境政策課

みどりと公園課
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№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

001 生活安全推進経費 防災危機管理課 ●

001 老朽建築物等対策事業経費 建築指導課 ●

002 建築指導経費 建築指導課

003 がけ・よう壁助成経費 建築指導課

004 ブロック塀等撤去助成経費 建築指導課

001 都市防災不燃化促進 まちづくり調整課 ●

002 防災都市づくり推進 都市計画課

003 市街地整備事務費 建築安全課

004 木造賃貸住宅地区整備促進 まちづくり調整課 ●

005 木密地域不燃化特区事業 まちづくり調整課 ●

006 木造住宅耐震化推進 建築安全課

007 緊急避難路整備 まちづくり調整課

008 細街路拡幅・指導経費 建築安全課

009 非木造建築物耐震化促進 建築安全課 ●

010 無電柱化促進事業経費 工事設計課 ●

001 防疫措置 予防対策課

002 予防接種 予防対策課 ●

003 結核健康診断 予防対策課 ●

004 結核患者医療費公費負担 予防対策課

005 結核児童療育給付 予防対策課

006 難病患者地域支援対策推進 予防対策課

007 感染症定点観測経費 予防対策課

008 エイズ予防対策経費 予防対策課

009 インフルエンザ予防接種助成事業（公害保健福祉事業） 予防対策課

010 事務諸経費 予防対策課

001 食品衛生 生活衛生課 ●

002 環境衛生 生活衛生課 ●

003 医務・薬務 生活衛生課

004 狂犬病予防及び動物の愛護・管理 生活衛生課

001 都市計画審議会 都市計画課

002 地域地区管理 都市計画課 ●

003 赤塚周辺地区ガイドライン策定 都市計画課

004 市街地整備の促進 都市計画課

005 都市計画事務費 都市計画課

006 地区計画推進 都市計画課

001 都市景観計画推進 都市計画課 ●

001 コミュニティバス事業 都市計画課 ●

002 公共交通の利用環境整備 都市計画課

003 東武東上線立体化促進（都市計画課） 都市計画課 ●

320300 防犯力の高いひと・まちづくりの推進

　基本政策Ⅲ-3「快適で魅力あるまち」

320700 食品・環境の衛生力向上

地域特性を活かした総合的なまちづくりの推進

330200 美しいまちなみ景観の推進

320400 老朽建築物等対策の推進

320500 倒れない・燃え広がらないまちづくりの推進

320600 感染症等予防対策の推進

330300 利便性の高い公共交通網の整備促進 都市計画課

330100

生活衛生課

都市計画課

都市計画課

建築指導課

建築安全課

予防対策課

防災危機管理課
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№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

004 東武東上線立体化促進（拠点整備課） 拠点整備課 ●

005 東西を結ぶ新たな公共交通網整備促進 都市計画課

001 都市計画道路補助第８７号線 工事設計課 ●

002 都市計画道路補助第２４９号線 工事設計課 ●

001 道路管理経費 土木部管理課

002 事務諸経費 土木部管理課

003 境界確定経費 土木部管理課

004 地籍調査経費 土木部管理課

005 道路占用工事調整経費 土木部管理課

006 土木サービスセンター維持管理経費 南部土木サービスセンター

007 道路等設計・工事事務費（工事設計課） 工事設計課

008 道路維持 南部土木サービスセンター

009 橋りょう維持 工事設計課 ●

010 道路清掃 南部土木サービスセンター

011 区道補修 工事設計課 ●

012 改良 工事設計課

013 私道整備助成 土木計画・交通安全課

014 私道排水設備助成 土木計画・交通安全課

015 自転車利用環境整備経費 工事設計課

016 街灯整備維持経費 工事設計課 ●

017 商店街等民有灯経費 土木計画・交通安全課

018 河川維持管理経費（工事設計課） 工事設計課

019 河川維持管理経費（土木計画・交通安全課） 土木計画・交通安全課

020 排水場維持管理経費 南部土木サービスセンター

021 ユスリカ駆除対策経費 南部土木サービスセンター

001 交通安全啓発経費 土木計画・交通安全課 ●

002 自転車駐車場維持管理 土木計画・交通安全課

003 自転車利用ルール推進 土木計画・交通安全課

004 放置自転車撤去・保管 土木計画・交通安全課 ●

005 自転車活用推進計画策定 土木計画・交通安全課

006 自転車駐車場建設経費 工事設計課 ●

007 交通対策事務費 土木計画・交通安全課

001 大山地域まちづくり推進 拠点整備課 ●

002 高島平地域まちづくり推進 拠点整備課 ●

003 上板橋駅南口駅前地区 拠点整備課 ●

004 大山町クロスポイント周辺地区 拠点整備課 ●

005 板橋駅西口地区 拠点整備課 ●

006 市街地整備事務費（拠点整備課） 拠点整備課

007 再開発事務費 拠点整備課

001 ユニバーサルデザイン推進経費 障がい政策課 ●

001 建築審査会・建築紛争調整委員会運営経費 住宅政策課

002 住宅マスタープラン推進経費 住宅政策課

003 住宅対策審議会運営経費 住宅政策課

330900 多様で良質な住まい・住環境の確保

330600 放置自転車対策等交通安全の推進

330700 駅周辺や商店街等を中心とした良好な市街地の形成促進

330800 ユニバーサルデザインの推進

330400 利便性の高い都市計画道路の整備促進

330500 区道・橋りょう等の安全で快適な環境の確保

都市計画課

工事設計課

住宅政策課

土木計画・交通安全
課

拠点整備課

障がい政策課
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№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

004 公共住宅公募事務 住宅政策課

005 住宅情報ネットワーク 住宅政策課

006 マンション対策 住宅政策課

007 区立住宅管理 住宅政策課

008 区営住宅運営 住宅政策課 ●

009 高齢者住宅管理 住宅政策課 ●

010 改良住宅運営 住宅政策課

011 まちづくり推進住宅管理 住宅政策課

012 事務諸経費 住宅政策課

013 小茂根一丁目住宅改築経費 住宅政策課 ●

014 （仮称）坂下一丁目住宅改築経費 住宅政策課 ●

015 （仮称）仲宿住宅改築経費 住宅政策課
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「計画を推進する区政経営」

№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

990100 総合的な区政の推進と区役所の人づくり・組織づくり

001 企画事務費 政策企画課

002 行政評価運営経費 経営改革推進課

003 企画事務費 経営改革推進課

004 財政事務費 財政課

005 「平和基金」積立金 財政課

006 「いたばしボランティア基金」積立金 財政課

007 「住宅基金」積立金 財政課

008 「義務教育施設整備基金」積立金 財政課

009 「佐藤太清青少年美術奨励基金」積立金 財政課

010 「櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金」積立金 財政課

011 公債費 財政課

012 減債基金積立金 財政課

013 財政調整基金積立金 財政課

014 公共施設等整備基金積立金 財政課

015 いたばし応援基金積立金 財政課

016 森林環境譲与税基金積立金 財政課

017 予備費 財政課

018 特別区協議会、人事・厚生事務組合等負担金 総務課

019 区政功労者表彰経費 総務課

020 新年賀詞交歓会経費 総務課

021 統計調査経費 総務課

022 庁舎保安警備業務委託経費 総務課

023 交際費 総務課

024 郵便料 総務課

025 文書・法規関係事務費 総務課

026 総務関係事務費 総務課

027 災害補償費 人事課

028 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金 人事課

029 東京都職員共済組合業務経理負担金 人事課

030 職員福利厚生事業 人事課

031 職員住宅事業 人事課

032 職員互助会運営費補助金 人事課

033 職員育成経費 人事課 ●

034 特別区協議会、人事・厚生事務組合等負担金 人事課

035 被災地支援経費 人事課

036 総務関係事務費 人事課

037 会計年度任用職員経費（人事課） 人事課

038 庁舎維持管理経費 契約管財課

039 庁用自動車管理 契約管財課

040 契約・検査事務費 契約管財課

041 事務諸経費 課税課

042 臨時職員賃金 課税課

043 賦課徴収用諸用紙印刷経費 課税課

044 事務諸経費 課税課

045 徴税指導員経費 納税課

046 過誤納還付金 納税課
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№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

047 事務諸経費 納税課

048 賦課徴収用諸用紙印刷経費 納税課

049 納付案内センター運営経費 納税課

050 事務諸経費 納税課

051 赤塚庁舎維持管理経費 赤塚支所

052 総務関係事務費 会計管理室

053 消耗器材、印刷費等 会計管理室

054 公金取扱、口座振替及び送金手数料等 会計管理室

055 委員報酬 選挙管理委員会事務局

056 委員費用弁償 選挙管理委員会事務局

057 選挙啓発経費 選挙管理委員会事務局

058 事務諸経費 選挙管理委員会事務局

059 東京都知事選挙執行経費 選挙管理委員会事務局

060 委員報酬（監査） 監査委員事務局

061 委員等費用弁償（監査） 監査委員事務局

062 事務諸経費（監査） 監査委員事務局

063 議員報酬等（区議会） 区議会事務局

064 議会交際費（区議会） 区議会事務局

065 各種会議費（区議会） 区議会事務局

066 各種負担金（区議会） 区議会事務局

067 議員等費用弁償（区議会） 区議会事務局

068 政務活動費（区議会） 区議会事務局

069 資料図書充実（区議会） 区議会事務局

070 事務諸経費（区議会） 区議会事務局

990200 安心・安全で魅力ある公共施設への再編・整備

001 施設保全 施設経営課

002 一般事務費（営繕） 施設経営課

003 施設建設事務費（営繕） 施設経営課

004 金融機関元利償還金 契約管財課

005 区有財産管理費 契約管財課

006 区有財産活用経費（新設） 政策企画課

990300 質の高い区民サービスの提供

001 広聴活動経費 広聴広報課

002 区民相談経費 広聴広報課

003 事務諸経費 広聴広報課

004 住民情報・福祉総合システム運営経費 ＩＴ推進課

005 施設利用管理システム運営経費 ＩＴ推進課

006 財務情報システム運営経費 ＩＴ推進課

007 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 ＩＴ推進課

008 全庁ＬＡＮ運営経費 ＩＴ推進課

009 総合行政ネットワーク運営経費 ＩＴ推進課

010 地理情報システム運営経費 ＩＴ推進課

011 板橋区情報処理センター維持管理経費 ＩＴ推進課

012 事務諸経費 ＩＴ推進課

013 住居表示経費 戸籍住民課

014 戸籍住民基本台帳経費 戸籍住民課

015 個人番号カード発行経費 戸籍住民課

016 戸籍情報システム運営経費 戸籍住民課

017 区民事務所維持管理経費 戸籍住民課
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№ 施策・事務事業名 所管課 評価対象

990400 情報公開の推進と個人情報の保護

001 情報公開・個人情報保護審議会等運営経費 区政情報課

002 区政資料室運営経費 区政情報課

003 公文書館運営 区政情報課

004 会議録等作成経費（区議会） 区議会事務局

990500 シティプロモーションの推進

001 「広報いたばし」発行 広聴広報課

002 総合行政情報誌発行 広聴広報課

003 映像広報 広聴広報課

004 ホームページ運営 広聴広報課

005 シティプロモーション 広聴広報課

006 区議会だより発行 区議会事務局

007 議会中継経費 区議会事務局

990600 地域コミュニティの活性化と協働の推進

001 コミュニティ組織推進 地域振興課

002 町の功労者表彰 地域振興課

003 掲示板維持管理・チラシ配付 地域振興課

004 成人の日のつどい 地域振興課

005 コミュニティ活性化事業支援 地域振興課

006 地域ネットワーク強化事業 地域振興課

007 ボランティア・ＮＰＯ活動推進経費 地域振興課

008 事務諸経費 地域振興課

009 地域センター維持管理経費 地域振興課

010 区民集会所維持管理経費 地域振興課

990700 女性の活躍と男女共同参画の推進

001 啓発・普及 男女社会参画課

002 男女平等推進センター 男女社会参画課

003 行動計画の推進 男女社会参画課

004 事務費 男女社会参画課
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施策評価表 モニタリング

【施 策 基 本 情 報 】

【指 標 の 推 移】

【投 入 コ ス ト ・ 人 員】

別紙３令和 3年度

施策名 310100

基本目標 Ⅲ安心・安全で快適な緑のまち

9 産業
と技術
革新の
基盤を

10 人や
国の不
平等を
なくそ

11 住み
続けら
れるま
ちづく

スマートシティ“エコポリス板橋"の推進

SDGｓ
（関連性のある

GOAL）

1 貧困
をなく
そう

2 飢餓
をゼロ

に

3 すべ
ての人
に健康
と福祉

4 質の
高い教
育をみ
んなに

5 ジェ
ンダー
平等を
実現し

6 安全
な水と
トイレ
を世界

7 エネ
ルギー
をみん
なにそ

8 働き
がいも
経済成
長も

基本政策 Ⅲ－１緑と環境共生

施策概要（「基本計画2025」） 施策のアウトカムイメージ

【概要】
都市の脱炭素化を図る「スマートシティ」の概念を取り入れた
まちづくりを推進し、人と環境が共生する都市「エコポリス板
橋」の実現をめざす
【関係課または区以外の主体が施策実現に果たす役割】
［主体］区民・事業者等
・環境に対する関心を持ちエコライフスタイルを実践して環境
保全活動に積極的に参加する
・温室効果ガス削減に向けて率先的に行動する
・ごみの減量に努め、リデュース・リユース・リサイクルを実
践する
・商品包装の簡素化や資源回収に努める
【主な取り組み】
板橋区環境基本計画及び一般廃棄物処理基本計画の推進、ス
マートシティ推進事業の実施

真に快適な都市を創造するために、区民・事業者・庁内各
部署と連携して、環境基本計画2025が掲げる６つの基本目
標（①脱炭素社会の実現　②循環型社会の実現　③自然環
境と生物多様性の保全　④快適で健康に暮らせる生活環境
の実現　⑤「環境力」の高い人材の育成　⑥パートナー
シップが支えるまちの実現）を着実に推進し、人と環境が
共生する都市「エコポリス板橋」を実現する。

所管部長 資源環境部長　渡邊 茂 所管課長 環境政策課長　田島 健

関連所管 資源循環推進課

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和 3年度 目標値
区分 指標名 単位

実績 実績 実績 計画 目標年度

⇗　 　 100.0

達成率(%)
① 環境基本計画の進捗状況

％ 58.8 47.0 ―　 　

58.8 47.0 ―　 　 ―　 　 令和 7年度

施策指標

24.8 28.0

達成率(%)
② リサイクル率

率 22.4 22.2 ―　 　

80.0 79.3 ―　 　 88.6 令和 7年度

152,390.0 150,527.0

達成率(%)
③

総排出量（ごみ＋資源＋拠点回収＋集団
回収＋商店街・オフィス回収したもの）

ｔ 165,641.0 165,475.0 ―　 　

―　 　 ―　 　 ―　 　 ―　 　 令和 3年度

112,605.0 110,262.0

達成率(%)
④

ごみ量（可燃、不燃、粗大、持込の各廃
棄物で中間処理施設へ搬入したもの）

ｔ 138,812.0 139,399.0 ―　 　

―　 　 ―　 　 ―　 　 ―　 　 令和 3年度

達成率(%)
⑤

単位 平成30年度 決算 令和元年度 決算 令和2年度 予算

特記事項

①は計画に掲げられた18の成果指標（1つの指標は5年に1度評価）の中で、各年度で達成すべき数値を上回った指標の割
合。平成29年度は17指標中10項目を達成したが、平成30年度は17指標中8項目のみの達成にとどまり昨年より達成率が低下
した。これは「パートナーシップが支えるまちの実現」で設定された2つの指標が達成すべき数値を下回ったため。

千円 30,501 34,294 35,836 32,108 42,133

令和2年度 決算 令和 3年度 予算

フルコスト

年　度

3,032 4,574 846 10,871事業費 千円 8,498

特
定
財
源

0

都支出金 千円

国庫支出金 千円 0 0 0 0

0 0 0 0 4,086

0 0 0特別区債 千円 0 0

0受益者負担 千円

その他 千円

0 0 0 0

0 0 0 0 0

4,574 846 6,785一般財源 千円 8,498 3,032

31,262 31,262 31,262人件費合計 千円 22,003 31,262

0

フルコストの増減理由

平成30年度決算から令和元年度決算にかけては資源環境審議会、スマートシティ推進協議会開催数の減

経費 千円 0 0 0 0

公表イメージ（案）



【前回の評価結果への対応状況】

【一次評価】所管部長による評価

【外部評価】行政評価委員会による評価

【二次評価】区の最終評価

施策名 310100 スマートシティ“エコポリス板橋"の推進

前回の評価内容
評価標語／改善の方向性

前回の評価結果への対応状況

対応状況

[成果の分析] ２.目標と成果にギャップがある場合の要因

[成果の分析] １.施策目標に対する成果（実績値）の推移

評価

[環境変化の分析] 環境変化への対応状況について（社会状況や区民ニーズに対応できたか

評価

[フルコストの把握・分析] 施策目標を達成するための手段（事務事業）は妥当か

評価

[今後の展開方針] 施策の抱える課題や懸案事項を含め、中長期的に施策をどう展開していくのか

評価評語／改善の方向性

評価評語／改善の方向性



事務事業評価表 モニタリング

環境政策課

【事 務 事 業 基 本 情 報】

スマートシティ“エコポリス板橋”の推進

資源環境費

環境管理費

環境公害費

環境基本計画推進経費

【事 業 概 要 ・ 環境変化】

【指 標 の 推 移】

【投 入 コ ス ト ・ 人 員】

別紙４

フルコストの増減理由

資源環境審議会開催回数の減

0
コスト

千円 ―　  　   ―　  　   ―　  　   ―　  　   ―　  　   
指　標

その他 千円 0 0 0 0

0

減価償却費 千円 0 0 0 0 0

間接費 千円 0 0 0 0

0

経費 千円 0 0 0 0 0

その他職員 千円 0 0 0 0

0 0

人員 人 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.5 1.5 1.5 1.5

再任用等 千円 0 0 0

12,638 12,638

正職員 千円 9,140 12,674 12,638 12,638 12,638

人件費 千円 9,140 12,674 12,638

人員 人 1.4

0

一般財源 千円 1,455 2,507 1,561 846 1,207

その他 千円 0 0 0 0

0 0 0

受益者負担 千円 0 0 0 0 0

0

都支出金 千円 0 0 0 0 0

846 1,207

特
定
財
源

国庫支出金 千円 0 0 0 0

事業費 千円 1,455 2,507 1,561

特別区債 千円 0 0

令和2年度 決算 令和 3年度 予算

フルコスト 千円 10,595 15,181 14,199 13,484 13,845

特記事項

年　度 単位 平成30年度 決算 令和元年度 決算 令和2年度 予算

達成率(%)
⑤

達成率(%)
④

達成率(%)
③

達成率(%)

0.0

②

3.0 1.0 33.3 3.0 0.0

達成率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0
① 活動指標資源環境審議会実施回数

回 3.0 2.0

令和 3年度 目標値

実績 実績 計画 実績 達成率(%) 計画 目標年度
区分 指標名 単位

平成30年度 令和元年度 令和2年度

事業概要 環境変化・備考

【対象】 
①板橋区資源環境審議会　②環境白書の作成　③ICLEI(イクレイ)への
参加 
【手段】 
①板橋区資源環境審議会の開催　②定期的な環境白書の作成　③継続し
たICLEI(イクレイ)への参加 
【意図】 
①資源及び廃棄物並びに環境に関する行政の円滑な運営を図る。　②
「環境基本計画」に定める指標を把握する。　③世界各国における最新
情報の取得 
【成果】 
①環境行政全般に係る施策の推進に関し公平・公正性を担保する。　②
環境基本計画の適正な進行管理を期待できる。　③世界各国における最
新かつ多様な情報を取得することができるとともに、区の取組に関する
機動的な情報発信が期待できる。 

【現状の周辺環境】 
2019年4月現在、ICLEI(イクレイ)参加自治体(東京都内)…東京
都、墨田区、武蔵野市 
【備考】 
資源環境審議会 
設置年月　平成9年11月 
構成メンバー　学識経験者5名、団体代表8名、区民代表2名、議
会選出5名、行政機関2名、区職員1名　計23名 
 
イクレイ（ICLEI） 
「イクレイ（ICLEI）－持続可能性をめざす自治体協議会」は、
持続可能な社会の実現を目指す1,500以上の自治体で構成された
国際ネットワークであり、区は平成7年度より加盟している。 

計画事業番号 事業期間 平成 7年度 ～

戦略事業名 事業種別 自治事務

根拠法令要綱 東京都板橋区資源環境審議会条例・東京都板橋区資源環境審議会条例施行規則

施設種別

戦略展開

予
算
科
目

款

項

目

基本目標 Ⅲ安心・安全で快適な緑のまち

基本政策 Ⅲ－１緑と環境共生

施策 310100

環境基本計画推進経費

担当所属 担当者 山﨑・櫻井・倉持 連絡先 3579-2591

令和 3年度

事務事業名 310100 - 001

関連所属

事業１

公表イメージ（案）



【前回の二次評価結果への対応状況】

【一次評価】所管課長による評価
[活動結果や成果の分析 ] 

[施策への貢献度 ] 

[フルコストの把握・分析] 

[改善の方向性] 

【二次評価】 所管部長による評価

３.改善策について

１.方向性

２.具体的な手段

２.コスト最適化への取り組み状況

コスト評価 －

１.コストは最適であるか

貢献度 －

１.上位施策に貢献しているか

３.計画どおり進捗しなかった理由 

－達成度

対応状況

評価評語／改善の方向性

前回の二次評価結果への対応状況

前回の二次評価内容

事務事業名 310100 - 001 環境基本計画推進経費

評価評語／改善の方向性

１.活動指標の計画値を満たしたか

２.成果指標の計画値を満たしたか



（仮称）施策展開図イメージ 別紙５

将来像：未来をはぐくむ緑と文化のかがやくまち
”板橋”＝東京で一番住みたくなるまち

№ 220100-007

野外活動経費

基本目標Ⅰ 基本目標Ⅱ 基本目標Ⅲ

基本政策Ⅱ-1 基本政策Ⅱ-2 基本政策Ⅱ-3

豊かな健康長寿社会 心躍るスポーツ・文化 光輝く板橋ブランド・産業活力

代表的指標 2年度目標値

中間アウトカム スポーツ機会の創出（する・観る）

事務事業名
事務事業の目的
（アウトプット）

経費
（千円）

指標の推移

16,602 参加者数 ●人 17,000人

区民体育大会
未来をはぐくむあたたかいまち いきいきかがやく元気なまち 安心・安全で快適な緑のまち

№ 220100-002 多種多様な競技の実践・練習
成果発揮の場の提供

●人

参加者数 ●人 2,282人

スポーツ競技会

№ 220100-004
19,879 参加者数

№ 220100-003
8,665

●人 17,500人

スポーツをする場の提供・競
技意欲の向上

区民の健康増進と明るく豊か
な生活の形成

生涯スポーツの振興
№ 220100-005

3,115 参加者数

板橋Ｃｉｔｙマラソン

●人 35997人

スポーツプロモーション

施策名
施策目的

(最終アウトカム)

成果指標の推移

成果指標

№ 220100-006
14,944 参加者数

スポーツへの興味関心を高め
る・競技の普及啓発

区の文化や歴史など、区の魅
力に触れるきっかけを作る。

4,431 参加者数 ●人 1,200人
当初値2年度目標値

420人
高齢者スポーツ振興

№ 220100 誰もが安全・公正な環境の下で
日常的にスポーツに親しみ、ス
ポーツを楽しみ、又はスポーツ
を支える活動に参画する機会の
保障

スポーツ施設の利用者 191万人 ●万人 225万人 № 220100-008

スポーツに親しむまち
づくりの推進

週1回以上スポーツを行っ
ている区民の割合

49.1% ●% 70.0%

参加者数
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業

冒険館の安定的・円滑な運営
№ 220100-009

48,804 来館者数 ●人 20,000人

東京2020大会関連事業等の実施を
通じた大会の成功及びレガシー創出

129,717 ●人 1,360人

№ 220300
板橋らしい文化イメージ・魅
力ある地域文化・芸術が育ま
れている状態の実現

文化会館の施設稼働率 64.1% ●万人

60.0%
（公財）植村記念財団運営助成

地域の歴史・文化の保
全・継承・活用の推進

№ 220200
地域の歴史文化を次世代に継
承できている状態の実現

文化財を活用した事業への
参加率

40.0% ●%

№ 220400
国際性豊かで多文化が共生す
るまちづくりが推進されてい
る状態の実現

過去１年間で外国人とコミュニ
ケーションがあった区民の割合

36.5% ●%

個性ある文化芸術の創
造と活動の支援

過去１年間に文化芸術にふ
れた区民の割合

80.6% ●%

№

区民へのスポーツの指導・助言

スポーツの普及振興・スポー
ツ競技力の向上

事業出席者数

●人 800人

戦争体験を語り継ぐことが
大切だと思う区民の割合

88.2% ●% 100.0%

№ 220500
平和意識が醸成されている状
態の実現

平和啓発事業来場者の平和
意識向上率

93.6% ●%

45%

⇒

685人

№

スポーツ推進委員経費

№ 220100-001

2年度目標値

●人 910人

●人 6,600人

100.0%

指標の推移

代表的指標

30,473 指導者育成講習会参加者数

●％ 100%

●人 210万人1,230,911 体育施設利用者数

№

№ 220100-011

220100-012

14,322

事務事業名
事務事業の目的
（アウトプット）

経費
（千円）

身近な場所でのスポーツ環境
の整備・充実

安全・安心なスポーツ環境の
構築

№ 220100-010

（公財）板橋区体育協会運営助成

中間アウトカム スポーツ環境の充実（支える）

75.0%

東板橋体育館等改修経費

№

629,910 工事進捗率

№

平和都市の推進

国際性豊かな地域社会づくり 多文化共生推進イベント参
加者数

体育施設運営経費

№

№

№


