
 

 

  

 

事業棚卸の実施結果について 

 

１ 趣旨 

  市長公約「就任後半年をメドにすべての事務事業の棚卸しを行い、必要性の薄い

事業については廃止や予算の減額に取り組みます。」に基づき、事業棚卸に取り組

みましたので、その結果について報告するものです。 

 

２ 経過 

 ⑴ 一次判断までの経過 
   ２． ５下旬  総務部・政策部・財政部で、進め方を協議 
      ６上旬  事業概要書・事務事業評価票を基に、市長の一次判断開始 
      ８下旬  市長の一次判断完了 
 ⑵ 一次判断以降、最終判断までの経過 
   ２． ８下旬  実施計画二次ヒアリングで、方向性を検討 
      ９下旬  一次判断に対する対応方針を担当部で作成 
     １０上旬  担当部で作成した対応方針について、市長が最終確認 
     １１上旬  市長の確認終了 
       下旬  庁内検討会議で、棚卸結果を確定 
 

３ 事業棚卸の結果 

  別紙のとおり 

 

４ 事業棚卸結果の令和３年度当初予算への反映 

 ⑴ 「令和３年度以降、廃止を検討する事業」については、当該事業の利害関係者

と調整を進め、令和３年度で廃止する方向で検討し、検討結果を令和３年度当初

予算へ反映します。 

 ⑵ 「効率化や、費用対効果の検証を行った上で、縮減や内容の見直しを行い、実

施する事業」については、より高い効果が得られるよう既存事業の内容を見直し、

令和３年度当初予算編成において検討します。 

 ⑶ 「現状どおり継続する事業」については、最小のコストで最大の効果をあげら

れるよう、令和３年度当初予算編成において精査します。 
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２ ． １ ２ ． １ ０ 
財 政 課 



 

 

 

事業棚卸の結果一覧 

 

区分 事業数 
令和２年度当初 

予算上の事業規模 

令和３年度以降、削減

されると見込まれる額 

⑴ 総事業数 １，１１５   

⑵ 棚卸対象   ２６４   

⑶ 棚卸結果 

 ①廃止を検討する事業   ２９  １億４千万円 １億４千万円 

②縮減や内容見直しを

行う事業 
  ７７ ２０億７千万円 

－ 
（令和３年度当初予算

編成中のため、効果額

の算出が困難） 

③現状どおり継続する

事業 
 １５２ ５７億１千万円 

④令和３年度以降、拡

充を検討する事業    ６    ７千万円 

計  ２６４ ７９億８千万円 １億４千万円 

（一つの事業に複数の棚卸結果が含まれる場合は、主要な結果に基づき集計） 

（事業規模は、一般会計のみを集計。端数処理で計が合わない場合があります。） 
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棚卸対象事業一覧

№ 事業名 部 事業概要 方向性
令和２年度
当初予算額

1 駅前会館管理 総務部
駅前会館の管理（会館利用許可、施設使用料徴
収、施設等の維持管理業務） 将来的な

施設廃止
12,510

2 世界冬の都市市長会議 政策部
世界冬の都市市長会議に係る市長会議・実務者会
議に参加するもの 廃止 0

3
自主防災組織活動支援事業
（市民防災研修、組織育成助
成）

危機管理部
新任町会長、民生委員、防災部長等の防災知識
向上を図るための事業 廃止 50

4
地域おこし推進事業費
（地域おこし協力隊／安曇）

地域づくり部
都市から過疎地域へ生活の拠点を移した地域お
こし協力隊員が地域協力活動を実施する事業 廃止 0

5
社会参加による健康づくり・介
護予防事業

健康福祉部
介護予防事業等の効果・現状を把握するため、日
本老年学的評価研究プロジェクトに参加するもの 廃止 380

6 医療機器等更新事業 健康福祉部
医師会医療センターの検査機器購入費用に対し、
補助するもの 廃止 2,370

7 いい医療の日事業 健康福祉部
より良い医療環境を目指して、地域医療や地域
包括ケアに携わる方々の講演会等を開催する事
業

廃止 280

奈川保健センターの維持管理
将来的な
施設廃止

600

9 まちかど健康相談 健康福祉部
若い頃から健康に関心を持ってもらうため、身
近な地域やイベント等で生活習慣病予防の周知
啓発や相談を行う事業

廃止 280

10 健康寿命延伸都市推進事業 健康福祉部
世界健康首都会議開催の負担金
健康寿命延伸都市協議会への参加 廃止 4,200

11 身体活動維持 健康福祉部
医療保険料、介護保険料削減のため、生活習慣
病予防の運動指導実施と、フレイル予防を実施
する事業

廃止 2,490

12 安心子育て応援事業 こども部
家庭や地域の方々に向けた子育て情報リーフレット
を配布するもの 廃止 780

13
家族団らん手作り料理を楽しむ
日推進事業

農林部
毎月19日を「家族団らん手作り料理を楽しむ日」と
して、情報発信等を行うもの 廃止 2,260

14 多目的研修センター管理 農林部
農業及び農村の健全な発展を目的とする事業

将来的な
施設廃止

490

15 農林漁業体験実習館管理 農林部
都市農村との交流を通じ農業及び農村の健全な
発展を目的とする事業 将来的な

施設廃止
960

16 農村広場管理 農林部
市民の健康促進とコミニティを推進する事業

将来的な
施設廃止

5,780

17 四賀有機センター管理 農林部
資源循環型農業推進のため、地区内から出る鶏
糞から有機堆肥を製造し販売する事業 将来的な

施設廃止
40,110

18 農村公園管理（耕地林務課） 農林部
農村地域における地域住民等のコミュニティづ
くりに寄与する事業 将来的な

施設廃止
4,850

19 農村公園管理（西部農林課） 農林部
農村地域における地域住民等のコミュニティづ
くりに寄与する事業 将来的な

施設廃止
2,340

20
西部地区農業振興関連施設管
理

農林部
地場産業の振興と農業及び地域の活性化を図る
ための施設を維持管理する事業 将来的な

施設廃止
16,430

21 健康産業促進事業 商工観光部
松本市の健康産業創出環境の優位性をＰＲするた
め、コンサルティング業務等を委託するもの 廃止 2,000

22
観光ホスピタリティカレッジ運営
事業

商工観光部
松本市の観光客受入態勢の向上を図るため、一般
市民や観光ガイドを対象とした講座を実施するもの 廃止 3,380

23 超広域観光ビジット３ 商工観光部
交流協定を締結している札幌、鹿児島及びＦＤＡと
の連携により、超広域的な訪日誘客施策を実施す
るもの

廃止 1,630

①令和３年度以降、廃止を検討する事業

8 保健センター管理 健康福祉部
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棚卸対象事業一覧

№ 事業名 部 事業概要 方向性
令和２年度
当初予算額

24 観光都市交流事業 商工観光部
姉妹都市や就航先都市との交流事業を実施するも
の 廃止 5,890

25 健康経営促進事業 商工観光部
企業に「健康経営」の積極的な取組みを促すため、
セミナーの開催等を行うもの 廃止 450

26 ＵＩＪターン促進事業 商工観光部
松本市の地元企業への就職・定着を図るため、各
種セミナーを実施するもの 廃止 460

27 海外経済交流事業 商工観光部
海外との経済交流や文化交流、誘客を図るもの

廃止 540

28 平日ﾉｰﾏｲｶｰﾃﾞｰ事業 建設部
通勤時における自家用車利用の自粛等を図るた
め、平日ノーマイカーデーを実施するもの 廃止 6,530

29 教職員住宅管理 教育部
市内小中学校の教職員とその家族用の住居を管
理する事業 将来的な

施設廃止
10,600

2 /14



棚卸対象事業一覧

№ 事業名 部 事業概要 方向性

1
職員採用試験の受験者増加に
向けたPR事業

総務部
松本市に必要となる優秀な人材を確保するため、
パンフレット作成等により、受験者数の増加を図るも
の

効率化・見直し

2 人材育成事業 総務部
松本市人材育成基本計画に定める職員の育成を
推進するため、制度の充実を図るもの 効率化・見直し

3 テレワーク環境構築 総務部
ワークライフバランスの向上や、withコロナ時代に対
応するテレワークに必要な環境を整備するもの 効率化・見直し

4 業務システム最適化 総務部
庁内情報システム及び財務会計システムの更新に
合わせ、他のシステムを含めた再構築を図るもの 効率化・見直し

5 男女共同参画推進 総務部
男女共同参画社会形成のための施策の企画・調
整及び調査研究や推進を行う事業 効率化・見直し

6 選挙常時啓発 総務部
投票率向上のため、公職選挙法に基づき設置し
た明るい選挙推進協議会の活動支援事業 効率化・見直し

7 新庁舎建設事業 政策部
老朽化の進行する市役所庁舎について、新庁舎の
建設計画を進めるもの 効率化・見直し

8 行政評価事業 政策部
基本計画に基づき実施する事業の評価として、行
政評価を実施するもの 効率化・見直し

9 民間企業との共創促進事業 政策部
包括連携協定に基づき、エア・ウォーターと共創に
よる事業を創出するもの 効率化・見直し

10
ふるさとまつもと寄附金推進事
業

政策部
松本市を応援する方々から、ふるさと寄付金を募る
もの 効率化・見直し

効率化・見直し

12 地域づくり推進交付金 地域づくり部
地区の実情に沿った、特色を生かした地域づくり活
動を推進するため、全３５地区へ交付金を交付する
もの

効率化・見直し

13
地域づくりインターンシップ戦略
事業

地域づくり部
松本大学との協働で、若者が大学での教育を受け
ながら地域の現場で活動する機会を設けるもの 効率化・見直し

地域づくり推進事業
（地域づくり研究連絡会）

松本大学、信州大学と協働して、住民主体の地
域づくりを推進する方策を研究する事業 効率化・見直し

地域づくり推進事業
（弘法山）

弘法山古墳桜まつり廃止後の違法駐車等の対策
を住民が実施する事業 現状どおり

15 町会関係 地域づくり部
松本市町会連合会・地区町会連合会・単位町会
の活動を支援する事業 効率化・見直し

少子化対策の一つとして、結婚を希望する方へ
の結婚相談、紹介等を実施する事業 現状どおり

定住の意思をもって奈川地区内に居所を有する
住民に各種助成金を交付する事業 効率化・見直し

安曇区域に定住する者で、第３子以降の子ども
が生まれた者に祝い金を支給する事業 効率化・見直し

17 地域づくりセンター事業 地域づくり部
住民自治を推進するため、地域活動を支援する
事業 効率化・見直し

②効率化や、費用対効果の検証を行ったうえで、
　縮減や内容の見直しを行い、実施する事業

11 広報業務 政策部
広報紙の発行、市政広報番組(テレビ・ラジオ)
の放送、ホームページ・SNSの管理運用、市長
記者会見、報道機関対応などを行う業務

14 地域づくり部

16
地域おこし推進事業
（少子化対策／四賀・奈川・安
曇）

地域づくり部
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棚卸対象事業一覧

№ 事業名 部 事業概要 方向性

18 相談業務 地域づくり部
市民の日常生活の困りごと相談に対応し、適切
な相談場所につなぎ解決に導く事業 効率化・見直し

19 広聴業務 地域づくり部
幅広く市民の声を聴き、市政に反映する政策的
広聴事業 効率化・見直し

20 松本城世界遺産普及啓発事業
文化スポーツ
部

松本城の世界遺産登録を実現するため、市民挙げ
ての普及・啓発活動に取り組むもの 効率化・見直し

21 プロスポーツ賑わい創出事業
文化スポーツ
部

松本山雅ＦＣを松本独自の地域資源として生かし、
「みるスポーツ」等による地域振興を行うもの 効率化・見直し

22 地域交流活動促進事業
文化スポーツ
部

市民が、プロスポーツを身近に感じられるような交
流やふれあいの機会を提供するもの 効率化・見直し

23 松本マラソン負担金
文化スポーツ
部

松本マラソンを実施するもの

効率化・見直し

24 学校体育施設開放
文化スポーツ
部

体育施設の利用を希望している市民に、学校施
設を貸出す事業 効率化・見直し

25
補助金（スポーツ協会、各種団
体）

文化スポーツ
部

スポーツ協会の運営費、各種大会等への補助、
各スポーツ団体への補助をする事業 効率化・見直し

26
住宅用温暖化対策設備設置推
進事業

環境部
市域の家庭部門ＣＯ２排出量を削減するため、既存
住宅の温暖化対策設備の設置に対し補助するもの 効率化・見直し

27 敬老地区行事等支援事業 健康福祉部
地域社会で行われる長寿を祝う事業に対し補助す
るもの 効率化・見直し

28 スポーツクラブ連携事業 健康福祉部
市内スポーツ施設と連携し、体力づくり・運動の継
続を意識した取組みを支援するもの 効率化・見直し

29 身体活動維持向上事業 健康福祉部
40歳以上の市民を対象に、体力健診を実施し、
様々な体力づくり事業を実施するもの 効率化・見直し

30 高齢者お薬支援事業 健康福祉部
介護予防、在宅支援の充実のため、薬剤師によ
る服薬指導及び薬をテーマとする講座を開催 効率化・見直し

31
補助金
（医師会機器更新、がん検診評
価事業）

健康福祉部
医師会医療センターの老朽化した機器更新やが
ん検診評価書の印刷について補助を実施する事
業

効率化・見直し

32
敬老地区行事等支援事業（敬
老祝金）

健康福祉部
長年社会に尽くしてきた高齢者の節目の年齢に
金品を送り敬意を表す事業 効率化・見直し

33 高齢者福祉入浴事業　 健康福祉部
入浴料金の一部を補助することで、高齢者の健
康増進、交流支援を行う事業 効率化・見直し

34 こどもの生活習慣改善 健康福祉部
生活習慣・運動・栄養の保健指導プログラムや
親子運動遊びプログラムにより、子どもに望ま
しい生活習慣の意識付けを行う事業

効率化・見直し

35 子育て支援ネットワークづくり事業 こども部
子育て支援団体等に呼びかけ、子育て支援を行
うためのネットワーク化を図る事業 効率化・見直し

36 青少年健全育成事業 こども部
子どもたちを取り巻く環境が激変する中、青少
年が心身ともに健康で健やかに成長するため
に、家庭・学校・地域社会が三位一体となって
青少年健全育成に取り組む事業

効率化・見直し

37 青少年健全育成センター運営 こども部
青少年の健全な育成及び非行防止を図るため、
青少年育成センターを設置し、街頭補導活動や
青少年に有害な地域環境実態長を実施する事業

効率化・見直し

38 放課後子ども教室推進事業 こども部
小学校の余裕教室等を利用し、放課後の児童に
対し、安全で安心な居場所を提供する事業 効率化・見直し
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棚卸対象事業一覧

№ 事業名 部 事業概要 方向性

39 児童館整備事業 こども部
児童の健全な育成を図るための児童館・児童セ
ンターを、計画的に整備する事業 効率化・見直し

40 ブランド化推進事業 農林部
松本市の農産物の差異化を進め、ブランド価値を
高める取組みを支援し、食品産業全体を視野に入
れた展開を支援するもの

効率化・見直し

41
農畜産物販路拡大支援事業
（消費宣伝事業）

農林部
販路が確立されていない首都圏等でのイベント出
店や、大消費地でのトップセールスを実施するもの 効率化・見直し

42 カラマツ材販路拡大事業 農林部
地域の林産業を発展させるため、カラマツ材のより
幅広い用途を開拓し、利用を促進するもの 効率化・見直し

43 新規就農者育成対策事業 農林部
就農意欲のある人材に対し実践的な農業研修を行
い、時代の変化に対応できる農業経営者を育成す
るもの

効率化・見直し

44 松枯れ対策事業 農林部
松くい虫被害を抑制するため、予防対策や里山再
生事業など、総合的な対策を行うもの 効率化・見直し

45 健康生きがい市民農園事業 農林部
農作業体験を通じ農業に対し理解を深めること
を目的とする事業 効率化・見直し

46
テレワーク事務所設置支援事
業

商工観光部
企業等が、テレワークを行うためのサテライトオフィ
スを開設する場合に、その賃貸料の一部を補助す
るもの

効率化・見直し

47
産業創発支援事業（工業ビジョ
ン推進）

商工観光部
新「松本市工業ビジョン」に基づき、産業創発力の
向上や雇用の創出を図るもの 効率化・見直し

48 首都圏等誘客促進事業 商工観光部
有力な誘客が見込める大都市圏に対して、広告宣
伝及び情報発信を行うもの 効率化・見直し

49
光と氷の城下町フェスティバル
事業

商工観光部
冬の松本市の魅力を向上させるため、総合的な冬
季プロモーション事業を実施するもの 効率化・見直し

50
ヘルスケアビジネス開発支援
事業

商工観光部
健康づくりに貢献するサービスや製品の開発につ
いて、その分野のスペシャリストへ委託するもの 効率化・見直し

51 スポーツコミッション事業 商工観光部
自然環境等の魅力を活用したアウトドアスポーツイ
ベントや、国内外のスポーツイベントの誘致を行うも
の

効率化・見直し

52 小規模事業者持続化支援事業 商工観光部
小規模事業者による販路拡大・生産性向上の取組
みを支援するため、国の持続化補助金への上乗せ
補助を行うもの

効率化・見直し

53 ランドネピクニックinまつもと 商工観光部
アウトドア情報誌を活用したプロモーションと、アウト
ドアイベントの開催を一体的に実施するもの 効率化・見直し

54 岳都・松本「山岳フォーラム」 商工観光部
安全登山の啓発や、山や自然の魅力を広く発信す
るため、山岳フォーラムを実施するもの 効率化・見直し

55 奈川観光施設事業 商工観光部
奈川地区の山岳観光施設の施設整備を実施するも
の 効率化・見直し

56 こだわりのある商店街づくり事業 商工観光部
商店街の賑わいの創出、売上向上を図る取組み
を支援する事業 効率化・見直し

57 商業振興事業 商工観光部
イベント開催や調査事業を通して松本市の商業
振興を図る事業 効率化・見直し

58 地場産業振興事業 商工観光部
工芸品などの伝統産業をはじめ松本の地場産業
の振興を図る事業 効率化・見直し

59
市営市街地駐車場事業
（市街地3駐車場）

商工観光部
中心市街地における駐車場需要を満たし、来街
者の回遊性を高め、商業地の活性化を図る事業 効率化・見直し
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棚卸対象事業一覧

№ 事業名 部 事業概要 方向性

60 観光団体育成事業 商工観光部
観光団体を育成し、観光誘客を図る事業

効率化・見直し

61 東山地域観光施設事業 商工観光部
東山地域における観光施設を維持、管理し、観
光誘客を図る事業 効率化・見直し

62 山岳観光施設整備事業 商工観光部
山岳観光施設を維持、管理し、観光誘客を図る
事業 効率化・見直し

63 ﾉｰﾏｲｶｰﾃﾞｰ推進市民会議 建設部
持続可能な人と環境にやさしいまちづくりのため、
ノーマイカー運動を推進するもの 効率化・見直し

64 景観計画推進事業 建設部
景観計画の見直しを行うもの

効率化・見直し

65
松本城を中心としたまちづくり
（桝形広場）

建設部
松本城を中心としたまちづくり都市再生整備計画事
業を推進するもの 効率化・見直し

66 大名町通り再整備事業 建設部
基幹博物館をはじめとする様々な施設や観光拠点
を結ぶ道路や小路等を高質化するもの 効率化・見直し

67 花いっぱい運動関係 建設部
花いっぱい運動の実践環境を整えるもの

効率化・見直し

68 市街地開発事業 建設部
松本市個別施設計画に基づき適切に維持管理を
行う事業 効率化・見直し

69 まち歩き推進事業 建設部
まち歩き講座の実施により市民のまちづくり意
識の高揚、啓発を図る事業 効率化・見直し

70 水質検査事業 上下水道局
イベント等でお客様へ松本の水道をＰＲするた
め、現在のペットボトルデザインの改良・研究
を行う事業

効率化・見直し

71 松本市立病院事業 病院局
松本市立病院の管理運営を行うもの

効率化・見直し

72
教育文化センター改修（新科学
館）

教育部
教育文化センターを新科学館として整備するもの

効率化・見直し

73 学校教育情報化推進事業 教育部
教育の情報化の推進を図るため、学校におけるＩＣ
Ｔ環境を整備するもの 効率化・見直し

74 プール整備事業 教育部
老朽化の著しい小中学校のプールについて、改築
及び改修を行うもの 効率化・見直し

75 社会教育事務 教育部
学都松本の推進のために、チラシ等による周知
や、フォーラム、講座等を開催するもの 効率化・見直し

76 生涯学習推進 教育部
学びと住民自治を基盤とする地域づくりを進め
るため、公民館研究集会等を実施するもの 効率化・見直し

77 各種行事運営 教育部
・松本城への誘集客のための事業
・松本城及び歴史的に関係する行事等を知って
もらうための事業

効率化・見直し

1 平和推進事業 総務部
市民の平和への意識醸成を図るため、各種事業を
実施するもの 現状どおり

2 浅間温泉文化センター管理 総務部
浅間温泉文化センターの管理（会館利用許可、
施設使用料徴収、施設等の維持管理業務） 現状どおり

③現状どおり継続する事業
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№ 事業名 部 事業概要 方向性

3 文書館管理運営 総務部
歴史資料として重要な文書等の記録を収集・保
存し、広く一般の利用に供する事業 現状どおり

4 多文化共生プラザ運営事業 総務部
多文化共生社会の形成に寄与することを目的
に、相談対応・交流を行う事業 現状どおり

5 女性センター事業 総務部
女性の自立及び社会参画の促進、男女共同参画
社会形成のための事業（平成11年設置） 現状どおり

6 人権啓発（一般事務） 総務部
人権と多様性が尊重され、差別のない明るいま
ちを築くため、人権啓発を進める事業 現状どおり

7 トライあい・松本管理 総務部

家事労働者を含めた勤労女性の生活の向上や福
祉増進のための事業。地元女性団体等の援助を
受け、昭和47年設置（施設は地区公民館との複
合施設）

現状どおり

8
運航支援事業（県営空港対策
事業）

政策部
信州まつもと空港の広報活動等の実施や新規就航
先の開拓、既存路線の拡充を図るもの 現状どおり

9 海外姉妹都市との交流 政策部
姉妹都市・友好都市との交流を進め、誘客やまち
づくりの上で有望な都市との交流人口の増加を図る
もの

現状どおり

10 松本暮らし定住化促進事業 政策部
松本市の現役世代の社会増を図るため、移住・定
住を促進する事業を実施するもの 現状どおり

11
防災無線システム整備事業（移
動系）

危機管理部
災害時、通常の通信手段が使用不能となった際、
情報伝達を行うための移動系防災行政無線を整備
するもの

現状どおり

12 防災物資ターミナル管理 危機管理部
物資集積拠点施設を維持するための管理事業

現状どおり

13
自主防災組織活動支援事業
（防災資機材の整備支援）

危機管理部
防災対策として自主防災組織の資機材の整備を
支援する事業 現状どおり

14
自主防災組織活動支援事業
（避難所開設・訓練補助）

危機管理部
避難所運営委員会の実施する訓練を支援する事
業 現状どおり

15
防災関係事業（防災連合会運
営補助、防災会議運営）

危機管理部
松本市防災連合会及び防災会議の円滑な運営を
行うための事業 現状どおり

16
防災関係事業
（避難収容対策、物資備蓄）

危機管理部
災害対応力強化のため、避難所の資機材、備蓄
物資を購入する事業 現状どおり

17
防災関係事業
（災害応急対策、防災訓練）

危機管理部
災害対応力強化を目的に、職員の対応力向上、
関係機関との連携を深めるための事業 現状どおり

18 防災関係事業（研修） 危機管理部
危機管理体制強化のため、職員の知識向上を図
るための事業 現状どおり

19 防犯関係(防犯対策事務) 危機管理部
地区内での防犯意識を高めるため、勉強会やチ
ラシ配布などを実施するもの 現状どおり

20 消防活動 危機管理部
・消防団員募集を山雅ホームゲームや市民祭な
どのイベントで周知するもの
・消防団員を通じて地区内勧誘を図るもの

現状どおり

21 支所出張所管理 地域づくり部
地域への行政の支援拠点として、行政窓口（出
張所）を運営する事業 現状どおり

22 交通災害共済事業 地域づくり部
交通事故の被害を受けた市民へ見舞金を支給す
る共済事業 現状どおり
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№ 事業名 部 事業概要 方向性

地域づくり部
「山と海の交流」を目的として、相互の市町民
が訪問し合い交流を実施する事業 現状どおり

地域づくり部
友好都市との特産物や住民の相互交流により、
地区の文化・産業振興を図る事業 現状どおり

24
まつもと市民芸術館管理運営
費・事業費

文化スポーツ
部

松本市の文化芸術振興のため、市民芸術館の適
正な管理を行うもの 現状どおり

25 松本城世界遺産調査研究事業
文化スポーツ
部

松本城の世界遺産登録に向け、調査・研究を実施
するもの 現状どおり

26 国際音楽祭推進事業
文化スポーツ
部

セイジオザワ 松本フェスティバルを開催するもの

現状どおり

27
波田扇子田運動公園移設整備
事業

文化スポーツ
部

中部縦貫道の建設に伴い、波田扇子田公園の施
設を移設するもの 現状どおり

28 総合体育館改修事業
文化スポーツ
部

総合体育館を、計画的に改修するもの

現状どおり

29 音楽文化ホール管理運営
文化スポーツ
部

クラシックを主とした音楽文化の振興を図るた
め、適正な維持及び管理運営を行う事業 現状どおり

30 波田文化センター管理運営
文化スポーツ
部

西部地区の拠点として文化芸術の振興を図るた
め、適正な維持及び管理運営を行う事業 現状どおり

31 文化振興推進
文化スポーツ
部

広く文化芸術振興を図るため、誰もが気軽に文
化芸術に親しむ機会を創出する事業 現状どおり

32 スポーツ振興
文化スポーツ
部

市主催の健康教室、姉妹都市等との交流事業に
よるスポーツ振興事業等 現状どおり

33 市民生涯スポーツ振興
文化スポーツ
部

スポーツ振興として親子を対象とした教室等を
実施、幅広い世代が参加する事業 現状どおり

34 食品ロス削減事業 環境部
食育の推進及びごみ削減のため、「残さず食べよ
う！30・10運動」を実施するもの 現状どおり

35
園児を対象とした参加型環境
教育事業

環境部
保育園・幼稚園等の年長児を対象に、「ごみの分別
と食べ残し」をテーマとした参加型環境教育を実施
するもの

現状どおり

36 松本山雅３Ｒ推進デー事業 環境部
松本山雅ＦＣのホームゲームにおいて、「松本市３Ｒ
推進スペシャルマッチ」を開催するもの 現状どおり

37 地球温暖化防止事業 環境部

市域からのＣＯ２排出量の削減を図るため、市
民への啓発を行うほか、市内事業者が再生可能
エネルギーを利用した事業を興す際の支援の実
施、市で設置した再生可能エネルギーを利用し
た設備の保守点検を行う事業

現状どおり

38
補助金
（公衆浴場経営安定化事業）

環境部
公衆衛生の向上と公衆浴場の利用機会の確保の
ための公衆浴場への経営安定化補助事業 現状どおり

39 環境衛生指導 環境部
良好な生活環境を維持するため、衛生活動及び
環境美化推進を行う事業 現状どおり

40
地域福祉活動助成事業（補助
金・交付金）

健康福祉部
地域福祉活動を行う団体に対して、交付金を交付
するもの 現状どおり

41 地区福祉ひろば利用拡大事業 健康福祉部
福祉ひろばの機能を強化するため、「生活総合機
能改善機器」を各福祉ひろばへ設置するもの 現状どおり

23
地域おこし推進事業
（友好都市交流事業／安曇・梓
川）
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42 台湾・高雄市交流事業 健康福祉部
覚書を締結している台湾・高雄市と、施策の情報交
換・交流を進めるもの 現状どおり

43 福祉１００円バス助成事業 健康福祉部
市内に居住する70歳以上の住民及び障害者を対
象に、市内のバス料金の一部を助成するもの 現状どおり

44
在宅医療の強化（リビングウィ
ル）

健康福祉部
人生の最終段階に受けたい医療等について意思
表示を行うための様式を作成するもの 現状どおり

45 データヘルス計画推進事業 健康福祉部
レセプト情報と健診データを分析し、有効な保健事
業を行うもの 現状どおり

46
受動喫煙防止「松本スタイル」
推進事業

健康福祉部
受動喫煙防止に向けた取組みを実施するもの

現状どおり

47 食育推進事業 健康福祉部
松本市食育推進計画に基づき、実践しやすい食に
関する取組みを行うもの 現状どおり

48 自殺予防対策事業 健康福祉部
自殺予防対策推進計画に基づき、自殺予防事業
に取り組むもの 現状どおり

49 公的介護施設等整備事業 健康福祉部
介護保険事業計画に基づき、介護保険施設等を整
備する事業者に対し、県補助金を活用して助成す
るもの

現状どおり

50
第２層生活支援コーディネー
ター配置事業

健康福祉部
高齢者の生活支援体制を強化するため、全３５地
区に対して第２層生活支援コーディネーターを配置
するもの

現状どおり

51
中央地域包括支援センターの
委託化

健康福祉部
中央地域包括支援センターの運営を、民間へ委託
するもの 現状どおり

52 子育て支援アプリ導入 健康福祉部
スマートフォンを通じた母子保健に関する情報発信
を行うため、子育て支援アプリを導入するもの 現状どおり

53 地区福祉ひろば管理運営 健康福祉部
地区福祉ひろばを拠点に住民主体の地域福祉活
動を進める事業 現状どおり

54 地域包括ケアシステム構築事業 健康福祉部

高齢者が住み慣れた住まいや地域で、尊厳のあ
る生活を可能な限り継続できるように、「医
療・介護」と「生活支援・介護予防」の連携に
より実現を目指すもの

現状どおり

55 国民健康保険事業　 健康福祉部
国民健康保険の資格管理や給付、保険税の賦
課・徴収等運営をする事業 現状どおり

56 健康づくり体制事業 健康福祉部
健康づくり推進員会を組織し、地区組織や保健
師等と連携を取り、地域の保健福祉活動を推進
する事業

現状どおり

57 総合社会福祉センター管理 健康福祉部
社会福祉事業を推進するため、施設を適切に運
営する事業 現状どおり

４保健センター（北部、中央、南部、西部）で
保健師が健診事業、相談事業、各種保健事業を
実施

梓川保健センターや四賀保健福祉センターは主
に福祉ひろば等で利用し、健診・相談は年数回
利用

59 子どもの権利推進事業 こども部
子どもの権利に関する条例に基づき、すべての子
どもにやさしいまちづくりに必要な事業を行うもの 現状どおり

60
学習支援・交流スペース設置
運営事業

こども部
ひきこもり状態にある小中学生等を対象とした居場
所を設置するもの 現状どおり

61 子どもの未来応援事業 こども部
子どもの食事・学習提供型居場所を提供する団体
に対し交付金を交付するもの 現状どおり

58 保健センター管理 健康福祉部 現状どおり
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棚卸対象事業一覧

№ 事業名 部 事業概要 方向性

62 地域型保育事業補助金 こども部
地域型保育施設を設置・運営する事業者に対し、
国庫補助金を活用した補助を行うもの 現状どおり

63
発達障害者サポート機能の構
築

こども部
義務教育卒業から成人にかけての相談支援を充実
させ、社会的自立を促進するもの 現状どおり

64
乳児院との連携による養育支
援事業

こども部
乳児院の専門性を活用したアウトリーチ型の支援事
業を行うもの 現状どおり

65 保育園ICT化事業 こども部
保育士の業務負担を軽減するため、保育園専用の
業務システムを整備するもの 現状どおり

66 補助金（子ども会育成会） こども部
社会奉仕活動、自然体験などを通じ社会性を育
成するなど、青少年健全育成に資するための団
体に補助する事業

現状どおり

67 地産地消・食育推進事業 農林部
農産物の地産地消・食育を推進するため、事業補
助金の継続と、教育部と連携した「味覚教育」を実
施するもの

現状どおり

68 森林経営管理制度推進事業 農林部
国から譲与される森林環境譲与税を活用し、森林
経営管理法に基づく森林経営管理制度を構築する
もの

現状どおり

69 特産品ブランド化推進事業 農林部
伝統野菜等の地域特産品を保存し、作付面積の拡
大を促進するもの 現状どおり

70 ６次産業化支援事業 農林部
農畜水産物の生産・加工・販売を一体的に実施す
るための支援策等を行うもの 現状どおり

71 松本地域営農リーダー育成塾 農林部
学習会や視察等を通じて、地域のリーダーとなる農
業者の育成を行うもの 現状どおり

72
未来を担う農業経営者支援事
業

農林部
認定農業者が機械等を取得する費用や、女性認定
農業者が行う実践的な活動の費用を助成するもの 現状どおり

73
松本市公設地方卸売市場施設
管理

農林部
松本市公設地方卸売市場の適正な管理を行うもの

現状どおり

74 森林造成事業 農林部
森林組合等が実施する森林造成事業に対する県
補助について、嵩上げ補助を行うもの 現状どおり

75 市場一般管理 農林部
市場の管理運営業務を指定管理者へ委託する事
業 現状どおり

76 美鈴湖もりの国周辺施設管理 農林部
市民等の野外レクリエーション活動を推進する
事業 現状どおり

77 林業施設管理 農林部
森林施設を通じて、自然環境学習の場と機会を
提供する事業 現状どおり

78 農業振興地域整備計画管理 農林部
農地の保全や施策を計画的に進め、情勢の変化
に対応し必要な見直しをする事業 現状どおり

79
負担金（県治山林道教会及び
松本地域森林林業振興会）

農林部
松本管内の3市5村が構成する団体により、林業
振興、林道維持管理を行う事業 現状どおり

80 農業者育成事業 農林部
耕作放棄地化の防止等を図るため、新規就農者
や認定農業者等の支援を行う事業 現状どおり

81 ICT活用地域産業振興事業 商工観光部
サザンガクの運用やＩＣＴ活用に関する中小企業支
援等を行うもの 現状どおり

82 健康寿命延伸新需要創造事業 商工観光部
成長が見込まれる健康産業マーケットへの進出を
推進するもの 現状どおり
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№ 事業名 部 事業概要 方向性

83 松本ヘルス・ラボ支援事業費 商工観光部
市民との協働による健康産業の形成を目指し、健
康産業の促進と市民の健康増進の両立を図るもの 現状どおり

84 就航先都市誘客促進事業 商工観光部
航空路線の利用率向上に向け、就航先都市でのラ
ジオ放送やツアーの企画・催行を行うもの 現状どおり

85 県内都市連携事業 商工観光部
信州まつもと空港から鹿教湯温泉を経由し上田駅
をつなぐ直行バスを運行するもの 現状どおり

86
北陸・飛騨・信州３つ星街道観
光協議会事業

商工観光部
金沢市、南砺市、白川村、高山市と松本市をつな
げた観光周遊ルートの定着を図るもの 現状どおり

87 美ケ原高原直行バス運行事業 商工観光部
松本駅から美ケ原自然保護センターまで直行バス
を運行するもの 現状どおり

88 山岳観光プロモーション事業 商工観光部
主に安曇・奈川地区観光宣伝に特化した誘客宣伝
事業を推進するもの 現状どおり

89
温泉地魅力創出発信事業補助
金

商工観光部
市内温泉地の旅館組合等が実施する事業に対して
補助するもの 現状どおり

90 海外誘客宣伝事業 商工観光部
松本市の海外認知度の向上と誘客促進を図るもの

現状どおり

91 外国人旅行者体験拡充事業 商工観光部
松本市ならではの城下町文化、日本文化等を体験
できる場の創出及びプログラムの周知を行うもの 現状どおり

92
外国人観光客受入環境整備事
業

商工観光部
市内の宿泊施設等が設置するWi-Fi整備に対し補
助するもの 現状どおり

93 商業アドバイザー事業 商工観光部
経営経験のある地元人材を、商業アドバイザーとし
て登録し、事業者支援を行うもの 現状どおり

94
産業創発支援事業（中枢中核
都市の機能強化）

商工観光部
地域の中核となりうる企業に対し、製品開発や販路
拡大に対する支援を行うもの 現状どおり

95 松本市勤労者福祉センター管理 商工観光部
勤労者福祉センターの管理運営を行う事業

現状どおり

96 上高地観光施設事業 商工観光部
上高地にある4施設について、安定した経営を
進めている事業 現状どおり

97 地域主導型公共交通事業 建設部
地域住民が主導して実施する公共交通事業に対
し、補助するもの 現状どおり

98 シェアサイクル事業等 建設部
公共交通機関から乗り換えて目的地までの移動手
段となるシェアサイクル事業を実施するもの 現状どおり

99 バス車両更新 建設部
地域公共交通を維持・活性化及び利用を促進する
ため、バス車両の更新を行うもの 現状どおり

100 地域公共交通協議会負担金 建設部
地域公共交通の維持・活性化等に向け、松本市地
域公共交通協議会を通じて事業を行うもの 現状どおり

101 タウンスニーカー運行事業 建設部
松本市が実施主体となり、松本周遊バス「タウンス
ニーカー」を運行するもの 現状どおり

102 総合交通戦略推進事業 建設部
松本市総合交通戦略の見直しを実施するもの

現状どおり

103 上高地線大規模改修事業 建設部
アルピコ交通上高地線の改修に対し、国・県ととも
に協調補助を実施するもの 現状どおり
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104 市営バス事業 建設部
道路輸送法に基づく自家用有償運送を行い、過疎
地域の住民の足を確保するもの 現状どおり

105 バス運行補助 建設部
地域交通の維持、活性化及び利用促進のため、バ
ス運行事業者へ運航経費の補助を行うもの 現状どおり

106 まちなみ修景事業 建設部
松本市の自然環境や歴史的・文化的資源を生かし
た景観の整備を積極的に推進するもの 現状どおり

107 歴史まちづくり事業 建設部
歴史的風致維持向上計画に基づいた歴史的まち
づくりを進めるもの 現状どおり

108 空き家対策事業 建設部
空き家等対策計画に基づき、空き家の発生予防・
利活用の推進・管理不全空き家への対策等を実施
するもの

現状どおり

109 松本城周辺整備事業 建設部
内環状北線の整備を進めるもの

現状どおり

110 単独松本城周辺整備事業 建設部
松本城南・西外堀復元と合わせ、一体的に道路整
備を行うもの 現状どおり

111 松本波田道路推進事業 建設部
国が整備する松本波田道路において、市が主体と
なって追加インターチェンジを整備するもの 現状どおり

112
公園通り再整備ほか賑わい創
出事業

建設部
公園通りを、魅力的な歩行者優先道路として整備
するもの 現状どおり

113 都市計画マスタープラン 建設部
都市計画マスタープランの改定を行うもの

現状どおり

114 都市計画道路の見直し 建設部
都市計画道路の見直し方針に基づき、段階的な都
市計画変更を行うもの 現状どおり

115 生活ゾーン交通安全対策事業 建設部
交通事故の防止、歩行空間及び静かな生活環境を
確保するため、ゾーン設定を行うもの 現状どおり

116 街路事業費（都市再生） 建設部
渋滞緩和や通過車両の抑制及び安心な歩行空間
を確保するため、幹線街路の整備・交差点改良を
行うもの

現状どおり

117 街路事業費（防災安全） 建設部
慢性的な交通混雑の緩和に繋げるため、3本の環
状道路と南北・東西幹線道路の整備を行うもの 現状どおり

118
小鳥と小動物の森大規模改修
事業

建設部
経年による施設の老朽化が著しいアルプス公園内
の施設を補修するもの 現状どおり

119 公園施設長寿命化事業 建設部
老朽化した公園施設の改築・更新を計画的に実施
するもの 現状どおり

120 単独公園整備事業（薄川緑地） 建設部
薄川の金華橋下流右岸を薄川緑地として整備する
もの 現状どおり

121 市営住宅耐震化工事 建設部
建材の建築基準法等の耐震規程に適合しない市
営住宅を順次廃止するもの 現状どおり

122 自転車安全利用対策 建設部
市営自転車駐車場の運営管理をする事業

現状どおり

123 開発行為許可事務 建設部
都市計画法に基づく開発行為許認可事務

現状どおり

124 国庫補助南・西外堀復元事業 建設部
松本城南・西外堀を復元するための事業

現状どおり
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125
海洋教育パイオニアスクール
事業

教育部
助成金を活用し、各校で特色を生かした海洋教育
を実施するもの 現状どおり

126 宇宙関連企画事業 教育部
宇宙や科学について興味・関心を高められるような
イベントを実施するもの 現状どおり

127
指導員配置事業（運動部活動
改革プラン事業）

教育部
中学校部活動における諸課題に対応するための調
査研究を行うもの 現状どおり

128
松本版コミュニティスクール事
業

教育部
学校だけでなく、家庭と学校と地域がともに子どもた
ちを育てる事業を実施するもの 現状どおり

129
多世代参画型地域共生ｺﾐｭﾆﾃｨ
づくりﾓﾃﾞﾙ事業

教育部
東京大学と協働し、多世代参画型地域共生コミュニ
ティづくりのモデル構築を行うもの 現状どおり

130
中央図書館の在り方検討及び
大規模改修事業

教育部
これからの図書館の在り方検討会を開催するもの

現状どおり

131
学都松本子ども読書活動推進
事業

教育部
子どもが未来を拓く豊かな心と生きる力を育むため
の読書環境の整備を推進するもの 現状どおり

132 南・西外堀復元事業 教育部
内環状北線整備事業と一体的に、松本城南・西外
堀を復元するもの 現状どおり

133 堀浄化対策事業 教育部
松本城の内堀・外堀・総堀の浚渫及び水質浄化を
実施するもの 現状どおり

134 美術館大規模改修事業 教育部
老朽化が進んでいる松本市美術館について、令和
３年度に大規模改修を実施するもの 現状どおり

135
展覧会事業・草間彌生顕彰事
業

教育部
松本市美術館において、企画展・草間彌生顕彰事
業を実施するもの 現状どおり

136 教育振興基本計画策定事業 教育部
教育振興基本計画を策定するもの

現状どおり

137 プラネタリウム運営事業 教育部
令和元年度から、新機器を活用した各種プラネタリ
ウム事業を実施するもの 現状どおり

138 指導書購入事業 教育部
教師用の教科書と指導書を購入するもの

現状どおり

139 インクルーシブ教育推進事業 教育部
松本市のインクルーシブ教育の在り方を検討するも
の 現状どおり

140 スクールロイヤー事業 教育部
学校で発生する様々な問題に関する相談相手とし
て、継続的に学校への助言をする弁護士を配置す
るもの

現状どおり

141 高雄市との中学生交流事業 教育部
松本市と台湾高雄市の中学生による交流事業を実
施するもの 現状どおり

142 コーディネーター配置事業 教育部
多くの青少年が気軽に集まれる居場所づくりを推進
するため、コーディネーターを配置するもの 現状どおり

143 基幹博物館整備事業 教育部
基幹博物館の建設を進めるもの

現状どおり

144 美ヶ原少年自然の家管理 教育部
自然の中での生活体験を通じ、青少年の健全な
心身発達を図る事業 現状どおり

145
負担金
（校長会等）

教育部
学校教育の充実・向上を図るため、各団体に対
して負担金を支払う事業 現状どおり
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146
負担金
（県中学校体育連盟等）

教育部
学校教育の充実・向上を図るため、各団体に対
して負担金を支払う事業 現状どおり

147
負担金
（県吹奏楽連盟等）

教育部
学校教育の充実・向上を図るため、各団体に対
して負担金を支払う事業 現状どおり

148
松本市各種競技会、
発表会等出場者祝金（小学校）

教育部
芸術文化活動の促進を図るため、ブロック大会
以上の発表会に出場する小中学生に対して、祝
金を交付する事業

現状どおり

149 青少年ホーム事業 教育部
若者の充実した社会生活や社会での活躍を支援
するため、松本若者会議等を実施するもの 現状どおり

150 町内公民館振興事業 教育部
住民の身近な学習・親睦の拠点となる町内公民
館の活動の、一層の充実を図る事業 現状どおり

151 食育事業 教育部
食育推進計画の事業として、地域関係団体等が
連携し地域の要望に沿った講座を実施するもの 現状どおり

152 観光宣伝 教育部

・パンフレットやホームページなどによる松本
城の情報配信事業
・松本城の来場者のため、時代衣装を着た「お
もてなし隊」が、一緒に写真を撮ったり、案内
するなどのおもてなしをする事業
・ＶＲによる松本城の紹介事業

現状どおり

1 情報化推進事業（地域情報化） 総務部
公衆無線ＬＡＮの利用可能施設を追加する事業

拡充

2 社会保障・税番号制度関係事業 総務部
更なるデジタル化社会の実現に向け、基盤とな
るマイナンバーカードの普及・促進を図る事業

拡充

3
ファミリー・サポート・
センター運営事業

こども部
有償ボランティアで育児に関する援助を行う活
動をサポートする事業 拡充

4
景観形成事業
(公共案内サイン整備事業)

建設部
既設置の公共案内サインについて維持管理を行
う事業 拡充

5
交通安全対策事業
(自転車レーン事業）

建設部
自転車通行空間を整備する事業

拡充

6 単独アルプス公園整備事業 建設部
総合公園であるアルプス公園をアップグレード
する事業 拡充

④令和３年度以降、拡充を検討する事業
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