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事業仕分け結果を受けた各対象事業の改善等の内容と平成２３年度予算への反映状況一覧 

 

（「H23 予算案」及び「事業仕分け効果額」の単位：千円） 

№ 事業名(所管課) 対応方針 改善の内容等 
Ｈ23 
予算 

事業仕分け
効果額 

1 
職員厚生会交付金(職員
厚生課) 改善 

バスツアーやスポーツ大会等のレク
リエーション事業への交付金充当を
廃止する。 

50,982 -10,000

2 
銀河連邦サガミハラ共和
国事業(渉外課) 改善 

事業仕分け後のはやぶさ帰還に伴う、
市民の関心の向上を踏まえ、JAXA と
の連携を強化する。 

8,500 3,000

3 
さがみはら都市みらい研
究所ホームページ運用管
理業務(広域行政課) 

廃止 
さがみはら都市みらい研究所ホーム
ページを廃止する。 0 -800

4 
市民意識調査事務(広域
行政課) 廃止 

平成２３年度は市民意識調査を実施
しないこととする。 0 -1,400

5 
さがみはらネットワークシ
ステム(施設予約)運用管
理事業(情報政策課) 

改善 
平成２５年度予算への反映に向け、街
頭端末の設置基準策定中。 51,780 0

6 
魅力ある公共建築づくり
推進事業(公共建築課) 改善 

アドバイザー派遣に係る基準につい
て検討中。 180 0

7 
ソレイユさがみ女性相談
事業(男女共同参画課) 改善 

相談員の任用規定を策定し、公募を導
入することとした。 7,349 0

8 

安全・安心まちづくり啓発
推進事業(安全・安心マッ
プパソコン情報提供業務) 
(生活安全課) 

廃止 事業を廃止する。 0 -1,512

9 
福祉機器展示室(ウェルネ
スさがみはら２階)運営委
託業務(地域福祉課) 

改善 
委託料を見直した。また、平成２４年
度の見直しに向け、関係機関への調査
などを実施した。 

4,359 -199

10 
横浜水道みちサイクリン
グツアー事業(津久井保
健福祉課) 

改善 
平成２６年度の見直しに向け、事業の
あり方について、市青少年指導員津久
井地区協議会と検討中。 

80 0

11 
津久井地区小学生宿泊
体験事業(津久井保健福
祉課) 

改善 
平成２６年度の見直しに向け、事業の
あり方について、市青少年指導員津久
井地区協議会と検討中。 

189 0

12 
陣馬山ハイキング事業(藤
野保健福祉課) 改善 

平成２３年度から公民館へ事業を移
管する（予算は振替済み）。 163 0

13 
生きがい農園運営事業
(高齢者福祉課) 廃止 

平成２４・２５年度のレクリエーショ
ン農園との統合に向け、農政課と協議
中。統合に伴う農園整備費用を計上し
たため、予算は増額。 

4,031 841

14 
介護家族支援事業(介護
予防推進課) 改善 

制度周知用パンフレットの内容の見
直しを行ったほか、ケアマネージャー
を通じた周知を行う。 

2,080 0

15 
幼児養育費支給事業(こ
ども青少年課) 廃止 事業を廃止する。 0 -33,936

16 
青年(高校生)海外派遣事
業(こども青少年課) 廃止 事業を廃止する。 0 -332
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（「H23 予算案」及び「事業仕分け効果額」の単位：千円） 

№ 事業名(所管課) 対応方針 改善の内容等 
Ｈ23 
予算 

事業仕分け
効果額 

17 
スズメバチ駆除委託事業
(生活衛生課) 改善 

人件費の削減及び受益者負担のあり
方について検討中。 6,150 0

18 
まなびなおし塾(若者の自
立・就労支援事業) (産業・
雇用政策課) 

改善 
今後も継続的に実施するが、若者の自
立支援の事業としての位置づけを明
確にする。 

3,222 0

19 
公共図書館におけるビジ
ネス支援事業 (産業・雇
用政策課) 

廃止 事業を廃止する。 0 -992

20 
特産品開発支援事業(商
業観光課) 廃止 事業を廃止する。 0 -700

21 
「相模湖ふるさとの森キャ
ンプ場」管理運営事業(相
模湖経済観光課) 

民間 

平成２４年度の民間事業者への移行
に向けて検討する。また、利用者が減
少する時期（９月以降）に施設を閉鎖
する。 

1,444 -1,186

22 
住宅用太陽光発電システ
ム設置補助事業(環境政
策課) 

改善 
公平性の観点から、より多くの市民に
補助を行うため、補助額を減額し補助
件数を拡大する。 

55,900 4,500

23 
峰山霊園公園墓地整備
事業(公園課) 改善 

平成２３年度に「墓地のあり方検討
会」を立ち上げ、具体的改善を進める。 0 0

24 
廃棄物処理施設等ダイオ
キシン類等測定検査事業
(廃棄物指導課) 

改善 

廃棄物処理法の改正により５年に１
回の定期検査が義務付けられたため、
市が実施する検査は必要に応じて実
施することとし、回数を減らす方向で
測定頻度を見直す。 

2,000 -4,181

25 
不法投棄対策夜間警備
委託事業(廃棄物指導課) 廃止 事業を廃止する。 0 -5,587

26 

ペットボトル・白色トレイ拠
点回収事業(資源循環推
進課、橋本台環境事業
所) 

改善 
平成２４年度の見直しに向け、協力店
への仕分け結果の説明・協議調整と通
知文を送付した。 

6,983 -359

27 
既存非木造共同住宅耐
震化促進事業(建築指導
課) 

改善 
効果的な耐震化の促進のため、分譲マ
ンションアドバイザー派遣制度を実
施する予定。 

11,850 0

28 
相模大野地区駐車場案
内表示機維持管理事業
(都市整備課) 

廃止 事業を廃止する。 0 -10,020

29 
民間自動車駐車場整備
促進事業(都市整備課) 廃止 

事業（補助金交付要綱）を廃止する。 
平成２３年度予算については、事業廃
止前に補助決定されているものにつ
いて計上をしている。 

288 0

30 
道路愛護啓発事業(土木
政策課) 廃止 事業を廃止する。 0 -7,424

31 
歩行空間カラー化事業(道
路補修課) 改善 

平成２３年度の見直しに向け、交通事
故等に係るデータ収集作業中。 16,304 0

32 
合併処理浄化槽設置補
助事業(下水道管理課) 改善 

平成２４年度の見直しに向け、他市照
会等の調査を実施中。調査結果を踏ま
えて補助要綱を見直す。 

67,753 0

33 
トイレ水洗化促進事業(下
水道管理課) 改善 

平成２４年度の見直しに向け、今年度
他市へのアンケートを実施した。その
結果を分析した上で制度を構築する。 

3,123 0
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（「H23 予算案」及び「事業仕分け効果額」の単位：千円） 

№ 事業名(所管課) 対応方針 改善の内容等 
Ｈ23 
予算 

事業仕分け
効果額 

34 
雨水浸透施設設置助成
事業(合流式→分流式切
り替え) (下水道整備課) 

改善 
一層の制度周知を進めるとともに、目
標設定を行い、推進を図った。平成２
３年度に効果を測定する。 

1,045 0

35 
河川維持管理費(除草業
務) (河川整備課) 現行どおり ― 34,767 ― 

36 
外国人英語指導助手活
用事業(学校教育課) 改善 

平成２４年度の見直しに向け、小中学
校、保護者等にアンケートを実施し、
ＡＬＴの雇用形態について検討会を
実施した。平成２３年度も引き続き検
討を行う。 

166,920 0

37 
中学生職場体験支援事
業(学校教育課) 改善 

全校への支援のあり方について平成
２３年度中に検討を行う。 766 0

38 
教職員互助会補助金(教
職員課) 改善 

入浴施設利用助成の対象補助金相当
分の補助金を減額する。 15,675 -400

39 
津久井生涯学習センター
管理運営経費(生涯学習
課) 

改善 
指定管理者制度導入に向け関係部署
と調整中。 7,740 0

40 
視聴覚ライブラリー施設
運営事業(図書館) 改善 

平成２４年度の対応に向け、「相模原
市における図書館の管理運営委員会」
においてサービスの提供体制等につ
いて検討中。 

4,366 0

 

合計 535,989 -70,687

※「事業仕分け効果額」の「－」（マイナス）は、予算を削減した額です。 


