
資料1　施策体系別事務事業一覧(平成19年度)

基本施策 目標 基本戦略 具体的方策(大) 具体的方策(中) 具滝的方策(小)
事務事業

コード
事業名 所属課

05259 畜産振興事業 農林水産課
05263 担い手育成事業 農林水産課
05274 農業農村施設管理事業（土地改良課） 土地改良課
05275 香川用水事業 土地改良課
05276 土地改良整備事業 土地改良課
05277 土地改良維持管理事業 土地改良課
05278 基盤整備促進事業（元気な地域づくり交付金） 土地改良課
05279 中山間地域等直接支払制度事業 土地改良課
05268 経営改善支援体制整備事業 農業委員会事務局

99 その他 00 － 06005 地域融合連携事業 政策課
05256 需給調整システム構築支援事業 農林水産課
05264 産地づくり事業 農林水産課
05289 観光施設事業 商工観光課
05290 観光事業 商工観光課

04 商業 00 － 06017 さぬき市共通商品券発行事業 商工観光課

05056 土地改良区関係事業（大川支所） 大川支所
05069 土地改良区関係事業（寒川支所） 寒川支所
05081 土地改良区関係事業（長尾支所） 長尾支所
05257 有害鳥獣被害防止対策事業 農林水産課
05262 農業振興事業 農林水産課
05269 農業者年金業務委託事業 農業委員会事務局
05270 農業委員会事業 農業委員会事務局
05271 農地調整事務処理事業 農業委員会事務局
05272 農地保有合理化事務委託事業 農業委員会事務局
05273 農地流動化推進事業 農業委員会事務局
05260 水産基盤整備事業 農林水産課
05261 水産業振興事業 農林水産課
05265 農業農村施設管理事業（農林水産課） 農林水産課
05297 商工振興事業 商工観光課
05283 高松東工業団地管理事業 商工観光課
05296 労働諸費事業 商工観光課
05057 大川農村環境改善センター管理業務 大川支所
05075 寒川農村環境改善センター事業 寒川支所
05114 市税収納・徴収事業 税務課

05016 公有財産貸付・売払事業 管財課
05323 公金管理事業 会計課
05112 市税賦課事業 税務課
05113 国保税賦課事業 税務課
05115 窓口・照会事業 税務課
05023 行政改革推進事業 政策課
05029 行政評価推進事業 政策課

02 借金を減らす 00 － 00 － 05030 保有土地有効活用事業 政策課
05031 財政管理事業 予算調整室
05325 監査委員事業 監査委員事務局

00 － 00 －99 その他 00 －

99 その他 00 －04 支出を減らす 01 行政改革を進
める

00 － 00 －

99 その他 00 －

99 その他 00 －03 税収を増やす 02 個々の税収を
増やす

03 税以外の収入
を増やす

99 その他

02 行政改革によ
る健全な財政
基盤づくり

02 財政の収支バ
ランスがとれ
ているまちを
つくる【財政基
盤】

00 － 00 －00 － 00 －

00 － 00 －99 その他 00 －

99 その他 00 －

03 水産業 00 －

01 農業 00 －

99 その他 00 －

01 農業 00 －02 事業者の収益
を増やすこと
を支援する

01 売れる商品･
製品づくりを支
援する

02 販路拡大を支
援する

03 既存産業の活
性化を支援す
る

01 農業 00 －01 事業者数を増
やすことを支
援する

01 新規事業者の
創出を支援す
る

01 活力ある産業
基盤づくり

01 市内総生産が
増えていくまち
をつくる【産業
基盤】

99 その他



資料1　施策体系別事務事業一覧(平成19年度)

基本施策 目標 基本戦略 具体的方策(大) 具体的方策(中) 具滝的方策(小)
事務事業

コード
事業名 所属課

05013 人事管理事業 秘書広報課
05014 職員研修事業 秘書広報課
05017 財産管理事業 管財課
05018 法定外公共物関連事業 管財課
05019 公用車管理事業 管財課
05020 入札・契約業務 管財課
05022 企画事業 政策課
05322 会計管理事業 会計課

03 河川 05298 河川管理事業 建設課
06 港湾･漁港 05299 港湾管理事業 建設課

05006 防災支援事業 総務課
05007 消防団支援事業 総務課
05008 消防施設整備事業 総務課
05009 水防活動支援事業 総務課
06002 消防自動車購入事業 総務課
06003 消火栓整備事業 総務課

07 避難体制 05119 災害救助事業 福祉総務課
05050 支所災害対策業務（津田支所） 津田支所
05058 支所災害対策業務（大川支所） 大川支所
05070 支所災害対策業務（寒川支所） 寒川支所
05082 支所災害対策業務（長尾支所） 長尾支所

02 災害復旧対策 99 その他 06018 建設残土処分場事業 建設課
05055 防犯灯管理業務（津田支所） 津田支所
05059 防犯灯管理業務（大川支所） 大川支所
05071 防犯灯管理業務（寒川支所） 寒川支所
05083 防犯灯管理業務（長尾支所） 長尾支所
05089 防犯環境整備事業 生活環境課
05408 少年育成センター運営事業 生涯学習課
05410 補導事業 生涯学習課
05411 広報啓発・推進事業 生涯学習課

02 社会啓発 00 － 05090 防犯推進事業 生活環境課
05091 交通安全推進事業 生活環境課

05092 交通安全環境整備事業 生活環境課

05054 市営住宅の維持管理業務（津田支所） 津田支所
05060 市営住宅の維持管理業務（大川支所） 大川支所
05073 市営住宅の維持管理業務（寒川支所） 寒川支所
05084 市営住宅の維持管理業務（長尾支所） 長尾支所
05254 漁港管理事業 農林水産課
05301 市営住宅管理事業 都市計画課
05304 コミュニティバス運行事業 都市計画課
05305 津田中央駐車場管理業務 都市計画課
05307 公共交通機関支援事業 都市計画課
05314 パーク・アンドライド駐車場管理事業 都市計画課

03 交通 00 －

01 公共公益施設 00 －08 市民生活の利
便性を向上す
る

01 市民生活に必
要な基盤を充
実する

01 安全施設整備 00 －

01 意識啓発 00 －07 交通事故を防
止する

01 交通安全体制
をつくる

02 交通安全基盤
づくりをする

01 青少年の健全
育成

00 －

00 － 99 その他06 犯罪をなくし市
民を守る

01 防犯体制をつ
くる

02 防犯教育・啓
発をする

00 －

02 災害に対応で
きる体制をつく
る

01 災害応急対策
99 その他

01 水害防災基盤

99 その他

05 災害に強いま
ちをつくる

01 災害に強い基
盤をつくる

03 暮らしを支え
る安心快適な
まちづくり

03 自分たちの安
全は自分たち
で守れるまち
をつくる【安
全】

04 快適な日常生
活が送れるま
ちをつくる【快
適】

00 － 00 －00 － 00 －02 行政改革によ
る健全な財政
基盤づくり

99 その他



資料1　施策体系別事務事業一覧(平成19年度)

基本施策 目標 基本戦略 具体的方策(大) 具体的方策(中) 具滝的方策(小)
事務事業

コード
事業名 所属課

05051 市道の維持補修業務（津田支所） 津田支所
05061 市道の維持補修業務（大川支所） 大川支所
05072 市道の維持補修業務（寒川支所） 寒川支所
05085 市道の維持補修業務（長尾支所） 長尾支所
05258 治山林道事業 農林水産課
05302 道路橋梁新設改良事業 建設課
05303 道路橋梁維持管理事業 建設課
05316 管渠築造及びポンプ場建設事業 下水道課
05317 下水道施設等維持管理業務 下水道課
05318 下水道施設等維持管理業務（農集） 下水道課
05319 管渠築造及びポンプ場建設事業（漁集） 下水道課
05320 下水道施設等維持管理業務（漁集） 下水道課
05321 浄化槽設置補助事業 下水道課
05308 都市計画策定事業 都市計画課
05309 都市計画関連事業（許可等申請業務・その他業務） 都市計画課
05311 志度駅関連施設管理事業 都市計画課
05312 都市計画事業(街路整備事業） 都市計画課
05313 バスストップ駐車場管理業務 都市計画課
05342 水道料金業務 水道局監理課
05343 地図情報システム作成業務 水道局監理課
05344 全体基本構想策定事業 水道局監理課
05345 情報公開業務 水道局監理課
05346 簡易水道事業 水道局監理課
05347 水道施設維持管理業務 水道局工務課
05350 配水及び給水施設建設改良事業 水道局工務課
07014 取水及び浄水場建設改良事業 水道局工務課

99 その他 00 － 05021 生活環境整備事業 管財課
05306 都市公園管理事業 都市計画課

05093 コミュニティセンター管理事業 生活環境課
05094 自治振興事業 生活環境課
05150 ふれあいプラザ施設管理事業 長寿障害福祉課

01 市民活動支援 00 － 05096 協働推進事業 生活環境課
05281 志度南交流センター管理事業 商工観光課
05282 研修センター管理事業 商工観光課
05048 各種証明書・発行サービス業務（津田支所） 津田支所
05062 各種証明書・発行サービス業務（大川支所） 大川支所
05067 各種証明書・発行サービス業務（寒川支所） 寒川支所
05086 各種証明書・発行サービス業務（長尾支所） 長尾支所
05052 市民窓口相談サービス業務（津田支所） 津田支所
05063 市民窓口相談サービス業務（大川支所） 大川支所
05068 市民窓口相談サービス業務（寒川支所） 寒川支所
05087 市民窓口相談サービス業務（長尾支所） 長尾支所
05109 市民窓口サービス事業 市民課

05 情報公開 00 － 06001 情報公開・個人情報保護事務事業 総務課

04 市民窓口サー
ビス

00 －

01 市民との対話 00 －11 市民と行政の
協働を進める

01 市民に開かれ
た行政を進め
る

99 その他 00 －

02 場の整備 00 －10 コミュニティ組
織を活性化さ
せる

01 コミュニティ体
制をつくる

02 コミュニティ活
動を充実する

04 市民が主体の
まちづくり

05 市民の主体的
な活動の活発
なまちをつくる
【市民主体】

01 公園 00 －09 美しいまちに
する

01 街並み(都市
環境）を整備
する

08 上水道 00 －

07 都市計画 00 －

06 生活排水処理
施設

00 －

05 道路 00 －08 市民生活の利
便性を向上す
る

01 市民生活に必
要な基盤を充
実する

03 暮らしを支え
る安心快適な
まちづくり

04 快適な日常生
活が送れるま
ちをつくる【快
適】



資料1　施策体系別事務事業一覧(平成19年度)

基本施策 目標 基本戦略 具体的方策(大) 具体的方策(中) 具滝的方策(小)
事務事業

コード
事業名 所属課

05001 議事運営事業 議会事務局議事課
05003 総務行政不服申立等事務事業 総務課
05011 秘書事業 秘書広報課
05024 統計調査事業 政策課
05025 学校基本調査事業 政策課
05026 人口移動調査事業 政策課
05027 工業統計調査事業 政策課
06006 商業統計調査事業 政策課
07001 住宅・土地統計調査調査区設定事業 政策課
07002 就業構造基本調査 政策課
07003 全国物価統計調査 政策課
05095 市民参画推進事業 生活環境課
05107 戸籍・住民異動等管理事業 市民課
05108 証明書発行業務 市民課
05120 日赤活動支援事業 福祉総務課

06008 戦没者追悼式事業 福祉総務課
06009 地域福祉ネットワーク会議事業 福祉総務課

99 その他 00 － 00 － 00 － 05010 選挙管理委員会運営事業 選挙管理委員会事務局

05002 総務管理事務事業 総務課
05053 支所庁舎管理業務（津田支所） 津田支所
05064 支所庁舎管理業務（大川支所） 大川支所
05077 支所庁舎管理業務（寒川支所） 寒川支所
05079 支所庁舎管理業務（長尾支所） 長尾支所
05110 調査・報告事業 市民課
05111 ＬＧＷＡＮ事業（市民課） 市民課
06004 明るい選挙推進事業 選挙管理委員会事務局

05036 ＣＡＴＶ運営事業 地域情報課
05044 技術研修事業 地域情報課
05041 ホームページ管理運営事業 秘書広報課
05038 ＣＡＴＶ番組制作事業 地域情報課
05039 ＣＡＴＶ番組放送事業 地域情報課
05040 ＣＡＴＶ番組利用事業 地域情報課

99 その他 00 － 00 － 05004 電算システム維持管理事務事業 総務課
05034 ＣＡＴＶセンター施設管理事業 地域情報課
05037 ＣＡＴＶ管理事業 地域情報課
05042 音声告知管理業務 地域情報課
05043 技術検討事業 地域情報課
05045 再送信管理事業 地域情報課
05033 ＣＡＴＶインターネット管理事業 地域情報課
05035 ＣＡＴＶホームページ管理事業 地域情報課

03 広報紙 00 － 00 － 05046 文書広報事業 秘書広報課
99 その他 00 － 00 － 05005 電子自治体推進事務事業 総務課

05284 シーサイドコリドール維持管理事業 商工観光課
05285 いやしの里維持管理事業 商工観光課
05286 亀鶴公園整備事業 商工観光課

00 － 00 －14 対外的な市民
交流を活発に
する

02 交流施設の特
色化を図る

00 － 00 －

00 － 00 －13 情報のインフ
ラを整備する

01 CATVを充実
する

02 インターネット

99 その他 00 －

00 - 00 －12 情報体制を充
実する

01 推進体制を充
実する

02 情報コンテン
ツ(内容)を充
実する

05 情報化と交流
連携のまちづ
くり

06 情報コミュニ
ケーションの
活発なまちを
つくる【情報
化】

07 市民交流の活
発なまちをつく
る【交流】

00 － 00 －00 － 00 －

99 その他 00 －

01 組織ボランティ
ア

00 －

99 その他 00 －11 市民と行政の
協働を進める

01 市民に開かれ
た行政を進め
る

02 協働の仕組み
と体制をつくる

04 市民が主体の
まちづくり

05 市民の主体的
な活動の活発
なまちをつくる
【市民主体】

99 その他



資料1　施策体系別事務事業一覧(平成19年度)

基本施策 目標 基本戦略 具体的方策(大) 具体的方策(中) 具滝的方策(小)
事務事業

コード
事業名 所属課

05287 大串自然公園管理事業 商工観光課
05288 津田松原維持管理事業 商工観光課
05291 みろく自然公園管理事業 商工観光課
05292 みろく道の駅管理事業 商工観光課
05293 門入の郷維持管理事業 商工観光課
05294 温泉施設等管理事業 商工観光課
05295 観光協会事務局 商工観光課
05049 観光協会支部業務（津田支所） 津田支所
05065 観光協会支部業務（大川支所） 大川支所
05074 観光協会支部業務（寒川支所） 寒川支所
05088 観光協会支部業務（長尾支所） 長尾支所
05247 健康づくり活動推進事業 国保・健康課
05248 健康管理システム管理事業 国保・健康課
05246 食育・食生活改善事業 国保・健康課
05250 生活習慣病予防・改善事業 国保・健康課
05252 小児生活習慣確立支援事業 国保・健康課
05241 心の健康づくり事業 国保・健康課
05243 ８０２０運動推進事業 国保・健康課
05244 母子保健・支援事業 国保・健康課
05249 健康診査事業 国保・健康課
05251 予防接種事業 国保・健康課
05328 国保健康管理事業 市民病院事務部総務課

05336 健診・人間ドック業務 市民病院事務部医事課

05097 飼い犬・野犬等対策事業 生活環境課
05098 防疫事業 生活環境課
05242 保健センター管理事業 国保・健康課
05127 国保資格管理業務 国保・健康課
05128 国保運営事業 国保・健康課
05129 国保給付事業 国保・健康課
05130 国保保健事業 国保・健康課
05131 国保審査業務 国保・健康課
05132 老人医療資格管理業務 国保・健康課
05133 老人医療運営業務 国保・健康課
05134 老人医療給付業務 国保・健康課
05135 老人医療保健事業 国保・健康課
05136 老人医療審査業務 国保・健康課
05137 国民年金事業 国保・健康課
05338 医療提供サービスの充実事業 市民病院事務部総務課

05341 新病院建設準備事業 市民病院新病院建設室

05339 情報システム管理事業 市民病院事務部総務課

07004 情報システム構築事業 市民病院事務部総務課

05245 多和診療所事業 国保・健康課
05326 機能評価受審 市民病院事務部総務課

05327 広報・啓発事業 市民病院事務部総務課

05329 市民病院維持管理 市民病院事務部総務課

00 － 00 －19 地域に密着し
た医療サービ
スを行う

01 医療サービス
体制を充実す
る

00 － 00 －

00 － 00 －18 市民が安心し
て利用できる
医療施設をつ
くる

01 医療施設を充
実する

99 その他

00 － 00 －17 包括的な市民
ケア体制をつ
くる

01 保健･医療･福
祉の連携を図
る

00 － 00 －

00 － 00 －

00 － 00 －16 病気を予防し
健康を保つ

01 生活習慣を改
善する

02 保健指導･健
康管理を充実
する

99 その他

00 － 00 －15 健康づくりを進
める

01 心身の健康づ
くりを充実する

06 健全な心身と
思いやりをは
ぐくむ健康福
祉のまちづくり

08 健康で暮らせ
るまちをつくる
【保健】

09 安心できる医
療環境のある
まちをつくる
【医療】

00 － 00 －99 その他 00 －

00 － 00 －14 対外的な市民
交流を活発に
する

02 交流施設の特
色化を図る

05 情報化と交流
連携のまちづ
くり

07 市民交流の活
発なまちをつく
る【交流】



資料1　施策体系別事務事業一覧(平成19年度)

基本施策 目標 基本戦略 具体的方策(大) 具体的方策(中) 具滝的方策(小)
事務事業

コード
事業名 所属課

05330 人事管理 市民病院事務部総務課

05331 費用管理 市民病院事務部総務課

07016 会計管理 市民病院事務部総務課

05332 窓口業務 市民病院事務部医事課

05333 診療報酬明細書(レセプト）作成業務 市民病院事務部医事課

05334 病歴データ作成業務 市民病院事務部医事課

05173 児童館運営事業 子育て支援課
05174 地域組織活動育成事業 子育て支援課
05175 放課後児童健全育成事業 子育て支援課
05176 子育て短期支援事業 子育て支援課
05177 ブックスタート事業 子育て支援課
05179 家庭児童相談室事業 子育て支援課
05224 児童健全育成事業 津田東部児童館
05225 津田東部児童館管理業務　　　　 津田東部児童館
05226 津田東部放課後児童クラブ事業 津田東部児童館
05227 児童健全育成事業 大川町児童館
05228 児童館管理業務 大川町児童館
05229 放課後児童クラブ事業 大川町児童館
05230 大串児童館管理業務 大串児童館
05231 放課後児童クラブ運営 大串児童館
05232 児童健全育成事業 寒川児童ふれあいセンター

05233 児童館管理業務 寒川児童ふれあいセンター

05234 放課後児童クラブ事業 寒川児童ふれあいセンター

05235 児童健全育成事業 長尾児童館
05236 児童館管理業務 長尾児童館
05237 放課後児童クラブ事業 長尾児童館
05238 児童健全育成事業 造田児童館
05239 児童館管理業務 造田児童館
05240 放課後児童クラブ事業 造田児童館
05171 次世代育成支援行動計画事業 子育て支援課

05178 児童対策地域協議会事業 子育て支援課

99 その他 00 － 05172 児童手当支給事業 子育て支援課
05185 保育所総務事業 子育て支援課
06016 分園・ステーション化事業 子育て支援課
07012 乳幼児健康支援一時預かり事業 子育て支援課
05181 民間保育所・管外保育所運営委託事業 子育て支援課
05182 民間保育所運営支援事業 子育て支援課
05183 保育所子育て支援事業 子育て支援課
05186 保育士資質向上事業 子育て支援課
05187 保育所運営事業 津田中央保育所
05188 保育所管理事業 津田中央保育所
05189 保育所地域活動事業 津田中央保育所
05191 保育所運営事業 津田東部保育所
05192 保育所管理事業 津田東部保育所

－

02 子育て支援内
容を充実する

01 仕事と子育て
の両立

00 －

02 保育サービス 00

03 こどもの権利
保護

00 －

02 地域での子育
て環境

00 －

01 子育て支援体
制

00 －20 安心して子ど
もを産み育て
ることができる
よう支援する

01 地域で子育て
を支え合う体
制にする

00 － 00 －19 地域に密着し
た医療サービ
スを行う

01 医療サービス
体制を充実す
る

06 健全な心身と
思いやりをは
ぐくむ健康福
祉のまちづくり

09 安心できる医
療環境のある
まちをつくる
【医療】

10 社会的弱者が
自立できるま
ちをつくる【福
祉】



資料1　施策体系別事務事業一覧(平成19年度)

基本施策 目標 基本戦略 具体的方策(大) 具体的方策(中) 具滝的方策(小)
事務事業

コード
事業名 所属課

05193 保育所地域活動事業 津田東部保育所
05195 保育所運営事業 富田保育所
05196 保育所地域活動事業 富田保育所
05197 保育所管理事業 富田保育所
05202 一時保育事業 志度保育所
05204 地域子育て支援センター事業 志度保育所
05206 保育所地域活動事業 志度保育所
05207 保育所管理事業 志度保育所
05208 保育所運営事業 志度保育所
05209 保育所地域活動事業 志度東保育所
05210 保育所運営事業 志度東保育所
05211 保育所管理事業 志度東保育所
05213 保育所運営事業 寒川保育所
05214 保育所管理事業 寒川保育所
05215 保育所地域活動事業 寒川保育所
05221 保育所地域活動事業 長尾保育所
05222 保育所管理事業 長尾保育所（助光を含む）

05223 保育所運営事業 長尾保育所
99 その他 00 － 05180 乳幼児医療費支給事業 子育て支援課

05139 障害者手帳交付申請事業 長寿障害福祉課
05140 障害福祉手当等支給事業 長寿障害福祉課
05146 障害者自立支援給付決定事業 長寿障害福祉課
05149 障害者在宅福祉サービス事業 長寿障害福祉課
05158 障害者経済的負担軽減業務 長寿障害福祉課
07006 障害者地域生活支援事業 長寿障害福祉課
07007 障害者地域自立生活体験モデル事業 長寿障害福祉課
07008 障害者自立支援給付事業 長寿障害福祉課
07009 重度心身障害者等医療費支給事業 長寿障害福祉課

02 就労支援 00 － 05155 障害者就労支援作業所運営事業 長寿障害福祉課
99 その他 00 － 05145 障害者関係団体助成事業 長寿障害福祉課

05157 生きがい活動支援通所事業 長寿障害福祉課
06011 介護予防特定高齢者施策事業 介護保険課
06012 介護予防一般高齢者施策事業 介護保険課
06013 包括的支援事業 介護保険課
06014 任意事業（地域支援事業） 介護保険課
06015 指定介護予防支援事業 介護保険課
05144 老人クラブ助成事業 長寿障害福祉課
05151 高齢者福祉施設管理事業 長寿障害福祉課
05154 シルバー人材センター運営事業 長寿障害福祉課
05153 高齢者在宅福祉サービス事業 長寿障害福祉課
05160 介護保険運営事業 介護保険課
05161 介護保険料賦課徴収事業 介護保険課
05162 要介護・要支援認定事業 介護保険課
05163 介護保険給付事業 介護保険課

生きがい 00 －

99 その他 00 －

－

22 高齢者が自立
できるよう支
援する

02 高齢者の自立
支援内容を充
実する

01 介護予防 00 －

02

保育サービス 00 －

21 障害者が自立
できるよう支
援する

02 障害者の自立
支援内容を充
実する

01 生活支援 00

06 健全な心身と
思いやりをは
ぐくむ健康福
祉のまちづくり

10 社会的弱者が
自立できるま
ちをつくる【福
祉】

20 安心して子ど
もを産み育て
ることができる
よう支援する

02 子育て支援内
容を充実する

02



資料1　施策体系別事務事業一覧(平成19年度)

基本施策 目標 基本戦略 具体的方策(大) 具体的方策(中) 具滝的方策(小)
事務事業

コード
事業名 所属課

05076 老人福祉管理事業 寒川支所
05143 遺族会関係団体助成事業 長寿障害福祉課
05152 高齢者入所施設委託事業 長寿障害福祉課
05156 敬老記念事業 長寿障害福祉課
05121 社会福祉協議会等活動支援事業 福祉総務課
05122 社会福祉総務事業 福祉総務課
05123 民生委員児童委員協議会事業 福祉総務課
05124 生活保護事業 福祉総務課
05462 福祉施設管理事業 福祉総務課
05164 母子福祉事業 子育て支援課
05165 母子家庭等医療費支給事業 子育て支援課
05166 自立支援教育訓練給付金事業 子育て支援課
05167 高等技能訓練促進費給付事業 子育て支援課
05168 母子自立支援員事業 子育て支援課
05169 児童扶養手当支給事業 子育て支援課
05170 児童措置事業 子育て支援課
07010 常用雇用転換奨励金事業 子育て支援課
07011 母子家庭等自立促進計画策定事業 子育て支援課

99 その他 00 － 00 － 00 － 00 － 05159 援護業務 長寿障害福祉課
05198 保育所人権教育事業 子育て支援課
05392 研修会・研究大会等開催、参加事業 人権教育課
05393 人権・同和教育指導者資質向上事業 人権教育課
05394 人権・同和教育支援事業 人権教育課
05395 教育集会所管理事業 人権教育課
05397 人権・同和啓発事業 人権教育課
05116 隣保館運営事業 人権推進課
05117 更生保護事業 人権推進課
05118 同和対策事業 人権推進課
05015 男女共同参画推進事業 政策課

05351 学校ＩＴ教育環境整備事業 教育総務課

05352 国際理解教育推進事業 教育総務課

05354 小・中学校施設管理事業 教育総務課
05355 小・中学校施設整備事業　 教育総務課
07015 小・中学校施設アスベスト除去事業 教育総務課
05363 学校教育推進事業 学校教育課
05364 小学校障害児支援事業 学校教育課
05365 小学校教育振興事業 学校教育課
05366 児童就学援助事業 学校教育課
05367 中学校教育振興事業 学校教育課
05368 生徒就学援助事業 学校教育課
05369 心の教室相談員設置事業 学校教育課
05375 小学校施設管理事業 学校教育課

99 その他 00 －

03 社会の変化に
対応した教育
を進める

01 IT教育を進め
る

02 国際理解教育
を進める

25 学校教育を充
実する

01 子どもの教育
を充実する

00 － 00 －24 男女共同参画
社会を実現す
る

01 ｢さぬき市男女
共同参画プラ
ン｣を推進する

00 － 00 －

00 － 00 －23 人権を尊重す
る教育・啓発
を行う

01 人権･同和教
育を進める

02 人権啓発を進
める

07 主体性･創造
性･生きがいを
はぐくむ教育・
文化のまちづ
くり

11 差別がなく人
権が守られる
まちをつくる
【人権】

12 生きる力と人
間性豊かな心
をはぐくむ教
育が行われる
まちをつくる
【教育】

00 － 00 －99 その他 00 －

00 － 00 －22 高齢者が自立
できるよう支
援する

99 その他06 健全な心身と
思いやりをは
ぐくむ健康福
祉のまちづくり

10 社会的弱者が
自立できるま
ちをつくる【福
祉】



資料1　施策体系別事務事業一覧(平成19年度)

基本施策 目標 基本戦略 具体的方策(大) 具体的方策(中) 具滝的方策(小)
事務事業

コード
事業名 所属課

05376 中学校施設管理事業 学校教育課
05377 小学校教育事業 学校教育課
05378 中学校教育事業 学校教育課
05414 教育支援事業 生涯学習課
06019 学校再編計画推進事業 学校再編対策室
05357 幼稚園施設管理事業 教育総務課
05358 幼稚園施設整備事業　 教育総務課
05370 幼稚園預かり保育事業 学校教育課
05371 幼稚園障害児支援事業 学校教育課
05372 私立幼稚園補助事業 学校教育課
05374 幼稚園施設管理事業 学校教育課
05379 津田幼稚園教育事業 津田幼稚園
05380 鶴羽幼稚園教育事業 鶴羽幼稚園
05381 富田幼稚園教育事業 富田幼稚園
05382 松尾幼稚園教育事業 松尾幼稚園
07017 志度幼稚園教育事業 志度幼稚園
05386 中央幼稚園教育事業 中央幼稚園
05387 小田幼稚園教育事業 小田幼稚園
05388 鴨部幼稚園教育事業 鴨部幼稚園
05389 寒川幼稚園教育事業 寒川幼稚園
05390 長尾幼稚園教育事業 長尾幼稚園
05391 造田幼稚園教育事業 造田幼稚園
05359 指導主事配置事業 教育総務課

99 その他 00 － 00 － 05373 学校給食共同調理場事業 学校教育課
05461 家庭教育支援事業 生涯学習課

05360 高校・大学生就学援助事業 教育総務課

05398 生涯学習基本計画策定事業 生涯学習課
05399 成人式実施事業 生涯学習課
05402 青年会補助支援事業 生涯学習課
05403 婦人団体補助支援事業 生涯学習課
05406 高齢者団体補助支援事業 生涯学習課
05407 情報通信技術習得支援事業 生涯学習課
05441 青少年旅行村管理事業 生涯学習課
05442 前山キャンプ場管理事業 生涯学習課
05443 南川自然の家管理事業 生涯学習課
06020 社会教育事業 生涯学習課
05401 市民会議補助支援事業 生涯学習課
05415 公民館事業 生涯学習課
05416 津田公民館管理事業 生涯学習課
05417 津田公民館北山分館管理事業 生涯学習課
05418 大川公民館管理事業 生涯学習課

00 －

02 地域での学習
活動を進める

00 － 00 －

00 －

13 生きがいを
持って生涯を
送れるまちを
つくる【生涯学
習】

27 生涯学習を充
実する

01 多様な生涯学
習内容にする

00 －

－ 00 －99 その他 00

00 － 00 －26 家庭教育を充
実する

01 家庭や地域と
連携した教育
を行う

00 － 00 －

00 － 00 －

99 その他 00 －25 学校教育を充
実する

01 子どもの教育
を充実する

02 幼児教育を実
施する

03 教職員の資
質･能力を向
上する

07 主体性･創造
性･生きがいを
はぐくむ教育・
文化のまちづ
くり

12 生きる力と人
間性豊かな心
をはぐくむ教
育が行われる
まちをつくる
【教育】



資料1　施策体系別事務事業一覧(平成19年度)

基本施策 目標 基本戦略 具体的方策(大) 具体的方策(中) 具滝的方策(小)
事務事業

コード
事業名 所属課

05419 志度公民館管理事業 生涯学習課
05420 志度公民館鴨部分館管理事業 生涯学習課
05421 志度公民館末分館管理事業 生涯学習課
05422 寒川公民館管理事業 生涯学習課
05423 長尾公民館管理事業 生涯学習課
05424 長尾公民館造田分館管理事業 生涯学習課
05425 長尾公民館多和分館管理事業 生涯学習課
05426 長尾公民館前山分館管理事業 生涯学習課
05427 長尾公民館昭和分館管理事業 生涯学習課
05438 働く婦人の家管理事業 生涯学習課
05439 生涯学習館管理事業 生涯学習課
05440 青少年交流プラザ管理事業 生涯学習課
05444 図書館管理運営事業 生涯学習課
05445 寒川図書館管理事業 生涯学習課
05446 志度図書館管理事業 生涯学習課
07013 放課後子ども教室推進事業 生涯学習課
05361 友好都市児童交流事業 教育総務課
05404 子ども会補助支援事業 生涯学習課
05405 ＰＴＡ補助支援事業 生涯学習課

05452 保健体育事業 生涯学習課
05453 スポーツ普及事業 生涯学習課
05454 スポーツ奨励事業 生涯学習課
05455 社会体育施設管理事業 生涯学習課
05456 学校開放施設管理事業 生涯学習課
05457 プール管理事業 生涯学習課
05458 Ｂ＆Ｇ海洋センター管理運営事業 生涯学習課
05459 総合運動公園管理事業 生涯学習課
05460 コテージ管理事業 生涯学習課

05428 文化財保護事業 生涯学習課
05431 文化財保護団体支援事業 生涯学習課

05429 発掘調査事業 生涯学習課
05430 文化財保全事業 生涯学習課

05432 富田茶臼山古墳管理事業 生涯学習課
05433 旧恵利家住宅管理事業 生涯学習課

05447 文化団体支援事業 生涯学習課
05448 市民文化祭助成事業 生涯学習課
05449 文化資料展示館管理事業 生涯学習課
05450 創作活動支援事業 生涯学習課
05451 門入工房管理事業 生涯学習課
06021 志度音楽ホール管理事業 生涯学習課

－00 － 0030 新しい文化を
つくる

01 発表活動を支
援する

00 － 00 －

00 － 00 －

00 － 00 －29 歴史･伝統文
化を継承する

01 伝統文化を学
び継承する

02 文化財を保全
する

03 歴史･文化を
保全し活用す
る

00 － 00 －

00 － 00 －28 スポーツを振
興する

01 地域でのス
ポーツ活動を
進める

99 その他

－ 00 －

03 子どもの交流
学習を進める

00 － 00 －

02 地域での学習
活動を進める

0027 生涯学習を充
実する

07 主体性･創造
性･生きがいを
はぐくむ教育・
文化のまちづ
くり

13 生きがいを
持って生涯を
送れるまちを
つくる【生涯学
習】

14 さぬき市の文
化を学び､継
承し、独自の
文化を創造す
るまちをつくる
【歴史･文化】



資料1　施策体系別事務事業一覧(平成19年度)

基本施策 目標 基本戦略 具体的方策(大) 具体的方策(中) 具滝的方策(小)
事務事業

コード
事業名 所属課

05434 文化財施設管理事業 生涯学習課
05435 雨滝自然科学館事業 生涯学習課
05436 津田郷土館管理事業 生涯学習課
05437 さぬき市歴史民俗資料館管理事業 生涯学習課
06022 平賀源内顕彰事業 生涯学習課

99 その他 00 － 00 － 00 － 00 － 05362 教育委員会事務部局職員管理事業 教育総務課
05099 自然保全事業 生活環境課

05267 林業振興事業 農林水産課

05066 みろくふれあい農園管理業務 大川支所

05100 塵芥処理事業 生活環境課
05101 し尿処理事業 生活環境課

05102 エネルギー活用事業 生活環境課

05103 環境保全事業 生活環境課
05104 公害対策事業 生活環境課
05080 教育のもり管理事業 長尾支所

05105 墓地管理事業 生活環境課
05106 火葬場管理事業 生活環境課

00 －00 － 00 －99 その他 00 －

00 － 00 －

00 － 00 －34 環境を守る 01 環境を保全す
る

02 環境学習を進
める

－

33 エネルギー循
環を進める

01 エネルギーを
有効活用する

00 － 00 －

00 － 00

00 －

08 自然環境保全
と環境に配慮
したまちづくり

16 エネルギー･
資源循環型社
会のまちをつく
る【エネル
ギー】

32 資源循環を進
める

01 廃棄物減量･
再資源化を進
める

03 自然に親しむ
場をつくる

00 －

－

00 －

自然保全活動
を進める

00 － 00

02 森林を保全す
る

00 －

－ 00 －

08 自然環境保全
と環境に配慮
したまちづくり

15 健康な暮らし
を支える自然
があるまちを
つくる【自然環
境】

31 自然と緑を守
る

01

07 主体性･創造
性･生きがいを
はぐくむ教育・
文化のまちづ
くり

14 さぬき市の文
化を学び､継
承し、独自の
文化を創造す
るまちをつくる
【歴史･文化】

99 その他 00 － 00


