
１９年度行政評価政策・施策別コストについて 
 
行政評価の政策・施策体系ごとに、１８年度にかかったコストについてまとめました。

以下に、各政策別のコストの割合及び各政策・施策ごとのコスト一覧を掲載しています。 
ここでいうコストとは、各事務事業にかかった経費（事業費・人件費・間接費）に、減

価償却費（建物を含む場合のみ）や金利などを加え、各政策・施策ごとにまとめたもので

す。また、庶務事務等（内部管理的な事務）にかかった経費は除いてあります。したがっ

て、区の決算額とは一致していません。この資料は、区の行政資源がどの分野に多くかか

っているかの傾向を示すものです。 
 
 

【１９年度政策別コスト割合】
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注１）人件費については、一人あたり正規職員８３０万円（退職給与引当金別）、再任用職

員３７０万円、再雇用職員２６０万円で一律計算しています。 
 
注２）各政策・施策のコストには、１８年度で廃止・休止となった事務事業や今回評価対

象外とした事務事業のコストも含めています。 
 



【各政策・施策別コスト一覧】 
 政策 施策 コスト（千円） 

人権・平和  ２５０，７３４ 

人権・平和 人権・男女平等 166,687 

人権・平和 非核平和 8,946 

人権・平和 ユニバーサルデザイン 75,101 

保健  ４，６０３，６５４ 

保健 健康づくり 2,735,846 

保健 健康診査・検診 1,867,808 

衛生  ６６７，００９ 

衛生 薬事衛生 38,095 

衛生 食品衛生 164,222 

衛生 環境衛生 77,818 

衛生 感染症対策 386,874 

医療  ６３，３３４，３９０ 

医療 医療体制 376,091 

医療 医療保険・助成 62,958,299 

高齢者支援  １９，５９６，８９５ 

高齢者支援 高齢期の活動の場づくり 415,530 

高齢者支援 介護予防 261,784 

高齢者支援 高齢者生活支援 18,919,581 

障害者支援  ６，０４７，６０３ 

障害者支援 障害者自立支援 5,145,512 

障害者支援 障害者就労支援 902,091 

子ども・家庭支援  ２４，３１８，９０２ 

子ども・家庭支援 子育てする家庭への支援 6,759,479 

子ども・家庭支援 仕事と子育ての両立支援 15,220,223 

子ども・家庭支援 子どもの健やかな育成の支援 2,339,200 

低所得者支援  １７，５９９，４１９ 

低所得者支援 低所得者自立支援 17,599,419 

地域で支える福祉  ３１２，４４８ 

地域で支える福祉 福祉サービス利用者への支援 23,141 

地域で支える福祉 地域支援体制の整備 289,307 

地域街づくり  ２，０７８，９９０ 

地域街づくり 街並みの形成 129,112 

地域街づくり 駅周辺等拠点の形成 805,739 

地域街づくり 地区計画等を活用した街づくり 79,636 

地域街づくり 住宅 508,773 

地域街づくり 住環境 555,730 



 政策 施策 コスト（千円） 

防災・生活安全  ２，２１３，１６２ 

防災・生活安全 防災街づくり 1,398,484 

防災・生活安全 災害対策 281,246 

防災・生活安全 防災活動 120,384 

防災・生活安全 生活安全対策 357,023 

防災・生活安全 消費生活 56,025 

交通  ７，９９５，３９３ 

交通 道路 6,228,715 

交通 駐車・駐輪場 1,102,857 

交通 交通安全 379,004 

交通 公共交通 284,817 

公園・水辺空間の創出  ３，５２３，５７４ 

公園・水辺空間の創出 公園 2,792,396 

公園・水辺空間の創出 緑化 299,927 

公園・水辺空間の創出 水辺 431,251 

環境  ４，０７９，９１４ 

環境 自然環境 68,216 

環境 生活環境 153,399 

環境 美化活動 32,210 

環境 ごみの減量 862,452 

環境 ごみの適正処理 2,963,637 

産業・就労支援  １，０５７，６０３ 

産業・就労支援 新事業展開への支援 37,581 

産業・就労支援 経営支援 774,812 

産業・就労支援 産業と調和のとれたまちづくり 194,584 

産業・就労支援 キャリアアップ・就労支援 50,626 

観光レクリエーション  ２２１，３９１ 

観光レクリエーション 観光のまちづくり 58,727 

観光レクリエーション 観光イベント・PR 66,058 

観光レクリエーション レクリエーション 96,606 

地域活動  １，０４４，６３２ 

地域活動 地域活動拠点 752,637 

地域活動 地域活動の支援 224,885 

地域活動 市民活動の支援 67,110 

文化・国際  １，００１，８８４ 

文化・国際 文化芸術 976,800 

文化・国際 国際交流 25,084 

 



 政策 施策 コスト（千円） 

学校教育  １０，６１７，８４３ 

学校教育 確かな学力の定着 270,794 

学校教育 豊かな心の育成 684,213 

学校教育 家庭や地域との連携 45,741 

学校教育 教育環境 9,617,095 

学習  ２，５１１，８３６ 

学習 学習活動支援 1,249,941 

学習 青少年育成 183,266 

学習 図書サービス 1,078,629 

スポーツ  １，１３３，７０４ 

スポーツ スポーツ施設 981,102 

スポーツ スポーツ事業 152,602 

新政策推進システム  ２５３，６１９ 

新政策推進システム 経営資源の最適化 92,805 

新政策推進システム 行政評価 29,147 

新政策推進システム 人材の育成と活用 79,919 

公共施設再構築 22,998 
 

資金調達・実施主体の多様化 28,750 

ＩＴ推進  ８７５，７９０ 

ＩＴ推進 電子手続 871,199 

ＩＴ推進 広報・広聴 4,591 

区民事務  ２，４１５，２９８ 

区民事務 広報・広聴 318,691 

区民事務 統計 63,232 

区民事務 税 785,808 

区民事務 年金 157,933 

区民事務 選挙 71,432 

区民事務 住民記録 501,297 

区民事務 表彰 5,644 

区民事務 その他 511,261 

内部管理事務  １，７５１，７２７ 

内部管理事務 財務 534,779 

内部管理事務 庁舎管理 749,472 

内部管理事務 職員福利厚生 196,016 

内部管理事務 その他庶務 271,460 

 全施策 総計（千円） １７９，５０７，４１４ 

 


