
No. 事 業 名
事業費

（千円）
担当課 部

1 第六次行財政改革基本方針の策定及び行政評価制度の再構築 7,374 企画調整課 総合政策部

2 指定管理者制度の効果的な運用の検討 6,191 企画調整課 総合政策部

3 震災復興に関する基本方針策定 3,600
企画調整課
防災課
まちづくり推進課

総合政策部
防災安全部
都市整備部

4 住民投票条例の検討 - 企画調整課 総合政策部

5 特別定額給付金事業 14,906,659 企画調整課 総合政策部

6 福祉施設の大規模改修への対応検討 10,000 資産活用課 総合政策部

7 公共施設等総合管理計画の推進 18,067 資産活用課 総合政策部

8 ソーシャルメディアの活用による情報発信の充実 2,574 秘書広報課 総合政策部

9 RPA試行導入の拡大 4,976 情報管理課 総務部

10 令和２年度国勢調査の実施 101,267 総務課 総務部

11 新型コロナウイルス対策業務継続計画（BCP）の策定 - 総務課 総務部

12 障害者雇用の拡充 35,989 人事課 総務部

13 市税及び国民健康保険税の収納・徴収体制の強化 12,390
納税課
保険年金課

財務部
健康福祉部

14 武蔵野市ふるさと応援寄附の充実 18,000 産業振興課 市民部

15 新型コロナウイルス対策に係る市独自の経済支援策 ※1 1,678,857 産業振興課 市民部

16 コミュニティ活動の推進 590,852 市民活動推進課 市民部

17 男女平等推進施策事業 23,361 市民活動推進課 市民部

18 文化施設のあり方検討 4,568 市民活動推進課 市民部

19 多文化共生社会のさらなる進展に向けた検討 74,500 多文化共生・交流課 市民部

20
新型コロナウイルス感染症発生期における避難行動周知及び避
難所運営検討

- 防災課 防災安全部

21 防災情報システム更新 80,400 防災課 防災安全部

22 第五期環境基本計画の策定 3,000 環境政策課 環境部

23 エネルギー地産地消プロジェクト 15,573 環境政策課 環境部

24 環境啓発施設の開設 60,746 環境政策課 環境部

25 ごみ収集総合的検討事業 - ごみ総合対策課 環境部

26 受動喫煙防止の推進 37,007
ごみ総合対策課
健康課

環境部
健康福祉部

27 長期包括方式導入の検討 17,000 下水道課 環境部

28 地域包括ケア人材育成センター事業 27,592 地域支援課 健康福祉部

29 在宅医療・介護連携推進事業 9,420 地域支援課 健康福祉部
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No. 事 業 名
事業費

（千円）
担当課 部

30 新型コロナウイルス対策に係る市独自の医療・福祉支援策　※２ 228,490
地域支援課、高齢者
支援課、障害者福祉
課、健康課

健康福祉部

31 高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画策定 9,950 高齢者支援課 健康福祉部

32 障害者計画・第６期障害福祉計画の策定 6,570 障害者福祉課 健康福祉部

33 桜堤ケアハウス内における放課後等デイサービス事業等の実施 62,347 障害者福祉課 健康福祉部

34 データヘルス計画に基づく保健事業の充実 9,501 保険年金課 健康福祉部

35 子育て世代包括支援センターの開設準備 17,905
健康課
子ども政策課、子ど
も家庭支援センター

健康福祉部
子ども家庭部

36 子どもの権利条例（仮称）の検討 - 子ども政策課 子ども家庭部

37 認証保育園の認可化移行 558,306 子ども育成課 子ども家庭部

38 子どもの医療費助成の拡充に向けた検討 1,008
子ども家庭支援セン
ター

子ども家庭部

39 新型コロナウイルス対策に係る子育て世帯等への給付金事業 231,989
子ども家庭支援セン
ター

子ども家庭部

40 学童クラブ事業 680,640 児童青少年課 子ども家庭部

41 都市計画マスタープランの改定 9,818 まちづくり推進課 都市整備部

42 三鷹駅北口街づくりビジョンの推進 14,144 まちづくり推進課 都市整備部

43 バリアフリー基本構想の改定 9,738 まちづくり推進課 都市整備部

44 NEXT-吉祥寺の改定 11,905
吉祥寺まちづくり事
務所

都市整備部

45 景観道路事業 538,277 交通企画課 都市整備部

46 道路通報システム改修 3,300 道路管理課 都市整備部

47 小型街路灯LED化事業 175,290 道路管理課 都市整備部

48 第四次住宅マスタープラン・市営住宅長寿命化計画の策定 8,849 住宅対策課 都市整備部

49 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 290,859 住宅対策課 都市整備部

50 都営一元化への検討 - 総務課 水道部

51 学校改築事業 75,601 教育企画課 教育部

52 教育の質の向上と教員の働き方改革の推進 70,931 指導課 教育部

53 中学校部活動指導員の配置拡充と部活動の在り方検討 9,533 指導課 教育部

54 学習者用コンピュータ導入事業 687,644 指導課 教育部

55 新学校給食桜堤調理場（仮称）の建設事業 121,091 教育支援課 教育部

56 不登校対策の総合的推進 44,381 教育支援課 教育部

57 子ども読書活動推進計画の改定 2,944 図書館 教育部

※１　令和２年８月19日時点の新型コロナウイルス対策に係る市独自の経済支援策（指定主要事業）：感染拡大防止中小企業者等
緊急支援金事業、飲食店テイクアウト・デリバリー事業補助、テイクアウト・デリバリー情報発信事業補助、中小規模事業者事業
資金利子補給及び信用保証料補助、中小企業者等申請サポート窓口事業補助、中小企業者等テナント家賃支援金事業、商店会活性
出店支援金事業、感染拡大防止インフラ中小企業者等支援金事業、事業者支援「ほっとらいん」開設事業

※２　令和２年８月19日時点の新型コロナウイルス対策に係る市独自の医療・福祉支援策（指定主要事業）：感染症指定及び救急
医療機関への支援、PCR検査体制の充実、レモンキャブ運行協力員・手話通訳者に対する市独自の慰労金支給、介護職・看護職Re
スタート支援金

2


