
検討対象100事業
○をつけているものは、今回の事業見直し会議の対象となっています

事業見直し

１　国・府制度と整合性を欠くと考えられるもの
２　将来的にみて総事業費が増大し、持続可能性がないと見込まれるもの
３　府内特例市で実施されていないもの、または府内特例市と比較して突出した内容の事業
４　必要性が不十分、もしくは事業効果があいまいと考えられるもの
５　外部の有識者の客観的な意見を参考に判断することが適切な事業
　　①類似した内容の事業が複数ある場合 ②コストや手法について検討が必要な場合
　　③民間活力を活かす検討が必要な場合 ④特例的に開始した事業である場合

　　　　　　日中活動重度障害者支援事
業は、国の貧困な支援費用をカバーするため
に作られた制度です。この制度がなくなった
り減額されると職員を減らさざるえなくな
り、国の加算も減らされて、事業所としては
重度の障害者を断ったり、運営できなくなる
事業所が出かねません。

障害者施設理事長

　現在の保育園の運営費は保育士が経験を
重ねて働き続けることを保障したり、子ども
たちの豊かな生活を保障できる水準のもの
ではなく、市の補助金を上乗せしてやりくり
しています。現行の補助金がカットされた
ら、たちどころに運営が出来なくなります。

民間保育園園長

東地区集会所

安全対策事業

No. 部 課 事務事業名
 1 自治人権部 交流活動館 世代間交流推進事業 
 2 市民文化部 文化のまちづくり室 市民協働学習センター事業
 3  市民文化部 文化のまちづくり室 街角アートのまちづくり事業
 4 市民文化部 文化のまちづくり室 歴史と文化のまちづくり活動助成事業
 5 市民文化部 文化のまちづくり室 国際交流事業
 6 市民文化部 市民協働推進室 市民会館事業
 7 市民文化部 市民協働推進室 地区集会所事業
 8 市民文化部 市民協働推進室 竹見台多目的施設事業
 9 市民文化部 市民協働推進室 交通災害・火災等共済特別会計 交通災害共済
10 産業労働にぎわい部 産業にぎわい創造室 農作業体験事業
11 産業労働にぎわい部 産業にぎわい創造室 農業体験農園関係事業
12 産業労働にぎわい部 産業にぎわい創造室 農業ボランティア養成事業
13 産業労働にぎわい部 産業にぎわい創造室 花とみどりふれあい農園事業
14 産業労働にぎわい部 産業にぎわい創造室 吹田まつり補助事業
15 産業労働にぎわい部 労働政策室 労働振興対策事業補助事業
16 産業労働にぎわい部 労働政策室 勤労者福祉共済特別会計
17 児童部 こども政策室 助産施設事業
18 児童部 わかたけ園 安全対策事業 
19 児童部 杉の子学園 安全対策事業
20 児童部 保育課 保育所安全対策助成事業
21 児童部 保育課 保育所安全対策事業
22 児童部 保育課 民間保育所助成事業
23 児童部 保育課 保育運営委託事業
24 福祉保健部 福祉総務課 福祉バス貸付事業
25 福祉保健部 福祉総務課 原爆被爆者支援活動補助事業
26 福祉保健部 福祉総務課 原爆被爆者療養旅費補助事業
27 福祉保健部 福祉総務課 原爆被爆者二世支援事業
28 福祉保健部 福祉総務課 医療費助成認定審査事業
29 福祉保健部 福祉総務課 医療費助成支給事業
30 福祉保健部 福祉総務課 福祉総合相談窓口事業
31 福祉保健部 福祉総務課 日常生活自立支援事業補助事業
32 福祉保健部 福祉総務課 ふれあい昼食会事業補助事業
33 福祉保健部 生活福祉課 生活困窮者支援事業
34 福祉保健部 障がい者くらし支援室 福祉バス貸付事業
35 福祉保健部 障がい者くらし支援室 福祉年金支給事業
36 福祉保健部 障がい者くらし支援室 特定疾患者給付金支給事業
37 福祉保健部 障がい者くらし支援室 障害者雇用助成金支給事業
38 福祉保健部 障がい者くらし支援室 福祉事業にかかる診断料助成事業
39 福祉保健部 障がい者くらし支援室 障害児童見守りの場運営補助事業
40 福祉保健部 障がい者くらし支援室 日中活動重度障害者支援事業
41 福祉保健部 障がい者くらし支援室 重度障害者福祉タクシｰ料金助成事業
42 福祉保健部 障がい者くらし支援室 通所サービスに係る利用者食費負担額の助成事業
43 福祉保健部 障がい者くらし支援室 障害者相談支援事業
44 福祉保健部 障がい者くらし支援室 地域活動支援センター機能強化事業
45 福祉保健部 総合福祉会館 配食サービス事業
46 福祉保健部 総合福祉会館 高齢者日常生活用具給付等事業
47 福祉保健部 総合福祉会館 高齢者寝具乾燥消毒サービス事業
48 福祉保健部 総合福祉会館 住宅改造助成事業
49 福祉保健部 総合福祉会館 在宅介護支援センター運営事業
50 福祉保健部 高齢生きがい課 福祉バスきぼう号貸付事業

No. 部 課 事務事業名
51 福祉保健部 高齢生きがい課 高齢者友愛訪問事業
52 福祉保健部 高齢生きがい課 福祉巡回バス運行事業
53 福祉保健部 高齢生きがい課 高齢者団体用福祉バス貸付事業
54 福祉保健部 高齢生きがい課 ランチルームモデル事業
55 福祉保健部 高齢生きがい課 地区敬老行事開催事業
56 福祉保健部 高齢生きがい課 長寿祝賀事業
57 福祉保健部 高齢生きがい課 金婚祝品贈呈事業
58 福祉保健部 高齢生きがい課 寿祝品贈呈事業
59 福祉保健部 高齢生きがい課 高齢者理・美容補助事業
60 福祉保健部 高齢生きがい課 高齢者無料入浴事業
61 福祉保健部 高齢生きがい課 高齢者万博自然文化園・日本庭園無料入園事業
62 福祉保健部 高齢生きがい課 はり・きゅう・マッサージ助成事業
63 福祉保健部 介護保険課 短期入所生活介護事業
64 福祉保健部 介護保険課 福祉事業に係る診断料助成事業
65 福祉保健部 介護保険課 居宅サービスに係る利用者負担額の助成事業
66 福祉保健部 介護保険課 通所サービスに係る利用者食費負担額の助成事業
67 福祉保健部 保健センター 在宅寝たきり高齢者等訪問歯科事業
68 福祉保健部 保健センター 成人歯科健診事業
69 福祉保健部 保健センター 30歳代健康診査事業
70 福祉保健部 保健センター 吹田市健康長寿健診事業
71 福祉保健部 保健センター 団体支援事業（吹田市健康づくり推進事業団補助事業）
72 福祉保健部 保健センター 健康づくり委託事業
73 福祉保健部 国保高齢者医療室 老人医療費助成事業
74 福祉保健部 国保高齢者医療室 一部負担金相当額等助成事業
75 環境部 地域環境課 衛生害虫等駆除事業
76 環境部 地域環境課 飼い猫等避妊・去勢手術補助事業
77 環境部 地域環境課 市営葬儀に関する事業
78 環境部 地球環境課 公共施設のおける「みどりのカーテン」推進事業
79 環境部 地球環境課 吹田市住宅用太陽光発電システム設置費補助事業
80 環境部 地球環境課 再生資源集団回収事業
81 環境部 事業課 ごみ分別排出啓発事業
82 建設緑化部 道路整備課 私道舗装助成事業
83 建設緑化部 道路補修課 路側帯安全対策事業
84 建設緑化部 緑と水のふれあい課 竹とふれあい交流事業
85 学校教育部 教育総務課 小学校安全対策事業
86 学校教育部 教育総務課 幼稚園安全対策事業
87 学校教育部 学務課 高等学校等学習支援金支給事業
88 学校教育部 教育政策室 通学路安全対策事業
89 学校教育部 教職員課 吹田市立小中学校における35人学級の導入事業
90 学校教育部 教職員課 小学校スタートアップ事業
91 学校教育部 指導課・幼稚園課 視聴覚鑑賞費補助事業（幼稚園・小学校・中学校）
92 学校教育部 指導課 宿泊行事助成事業
93 学校教育部 幼稚園課 私立幼稚園保護者補助金支給事業
94 学校教育部 幼稚園課 私立幼稚園安全対策助成事業
95 地域教育部 生涯学習課 地域交流室運営事業
96 地域教育部 生涯学習課 生涯学習情報提供事業
97 地域教育部 中央公民館 中央公民館事業
98 地域教育部 中央公民館 中央公民館施設管理事業
99 体育振興部 体育総務室 運動広場管理事業
100 体育振興部 体育振興室 スポーツ・レクリエーション事業

こういうところも対
象に

市の判断基準

　事業を選びだすために右の判断基準を市はあげてい
ます。しかし、この判断基準に合致していても検討対
象に挙がっていないものもあります。福祉・子育てな
ど吹田市が充実をさせてきた事業を中心に事業見直し
会議がはじまっています。
　メンバーは市長、両副市長、教育長、水道事業管
理者、病院事業管理者、外部委員。（９月２０日～１０
月３日の間の５日間）

市民の声

● 事業見直し会議

福祉保健部が半分以上




