
市選定候補一覧リスト　　（73事業）

※「河内長野市組織図」の順に掲載

1 窓口センター業務 窓口センター管理運営業務 市民生活部 市民窓口課

2 消費者行政推進事業 消費者啓発事業 市民生活部 市民窓口課

3 徴収及び収納業務 徴収及び収納業務 市民生活部 税務課

4 自治推進事業 集会所整備補助事業 市民生活部 自治振興課

5 防犯対策事業 防犯灯の設置及び維持管理費補助事業 市民生活部 自治振興課

6 健康支援センター管理運営業務 健康支援センター管理運営業務 健康増進部 健康推進課

7 介護予防・生活支援事業 生活援助事業 健康増進部 介護高齢課

8 高齢者生きがい対策事業 シルバー人材センター支援事業 健康増進部 介護高齢課

9 高齢者生きがい対策事業 老人クラブ活動支援事業 健康増進部 介護高齢課

10 街かどデイハウス支援事業 街かどデイハウス支援事業 健康増進部 介護高齢課

11 福祉施設管理運営業務 市立福祉センター管理運営業務 地域福祉部 生活福祉課

12 福祉施設管理運営業務 小山田地域福祉センター管理運営業務 地域福祉部 生活福祉課

13 障がい者地域生活支援事業 障がい者地域生活支援事業 地域福祉部 障がい福祉課

14 障がい者福祉推進業務 電算委託等（課の経常経費） 地域福祉部 障がい福祉課

15 障がい者施策推進事業 障がい者長期計画策定事業 地域福祉部 障がい福祉課

16 森林・林業振興施設管理業務 市立駐車場管理運営業務 産業振興部 農林課

17 森林・林業振興施設管理業務 林業総合センター管理運営業務 産業振興部 農林課

18 商工業振興事業 起業家育成支援事業 産業振興部 商工観光課

19 観光振興事業 観光・行事振興事業 産業振興部 商工観光課

20 労働対策事業 (財)勤労市民互助会支援事業 産業振興部 商工観光課

21 衛生処理場管理業務 施設管理業務 環境共生部 環境衛生課

22 ごみ収集・処理業務 家庭系ごみ収集業務 環境共生部 環境衛生課

23 ごみ収集・処理業務 事業系ごみ収集業務 環境共生部 環境衛生課

24 ごみ収集・処理業務 容器包装廃棄物分別収集業務 環境共生部 環境衛生課

25 し尿収集業務 し尿収集業務 環境共生部 環境衛生課

26 交通対策事業 バス路線維持費補助事業 都市建設部 交通政策課

27 交通対策事業 日野・滝畑コミュニティバス運行事業 都市建設部 交通政策課

28 交通対策事業 モックルコミュニティバス運行事業 都市建設部 交通政策課

29 自転車駐車場管理業務 自転車駐車場管理業務 都市建設部 交通政策課

30 生活道路整備事業 生活道路整備事業 都市建設部 道路管理課

31 河川管理業務 石川あすかふれあいゾーン清掃業務 上下水道部 下水道管理課

32 浄化槽清掃経費補助事業 浄化槽清掃経費補助事業 上下水道部 下水道管理課

33 排水路維持補修業務 下水・排水路の浚渫・清掃業務 上下水道部 下水道管理課

34 下水道維持管理業務 下水道維持管理業務(汚水) 上下水道部 下水道管理課

35 処理施設管理業務 処理施設管理業務 上下水道部 下水道管理課

36 庁舎管理業務 庁舎管理業務 総務部 財政課

37 公用車管理業務 公用車管理業務 総務部 財政課

38 管財業務 管財業務 総務部 財政課

39 財政運営業務 財政運営業務 総務部 財政課

40 文書管理業務 文書の印刷・浄書業務 総務部 総務課

部　　名 担当課名番号 事業名称 細事業名称
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部　　名 担当課名番号 事業名称 細事業名称

41 人事管理業務 嘱託・アルバイト任用業務 市長公室 人事課

42 福利厚生業務 職員健康診断業務 市長公室 人事課

43 職員の資質向上事業 職員研修事業 市長公室 人事課

44 広報事業 「広報かわちながの」発行事業 市長公室 広報広聴課

45 広報事業 ホームページ運用事業 市長公室 広報広聴課

46 防災管理業務 防災設備管理業務 市長直轄 危機管理室

47 国民保護計画事業 国民保護計画策定事業 市長直轄 危機管理室

48 防災対策事業 自主防災組織育成事業 市長直轄 危機管理室

49 防災対策事業 防災の啓発・訓練事業 市長直轄 危機管理室

50 防災対策事業 地域防災計画推進事業 市長直轄 危機管理室

51 市民公益活動支援・協働促進事業 市民公益活動支援・協働促進事業 市長直轄 市民協働室

52 消防団業務 消防団人事業務 消防本部 消防総務課

53 消防団施設・設備整備事業 消防団屯所整備事業 消防本部 消防総務課

54 消防施設・設備整備事業 消防防災拠点施設整備事業 消防本部 消防総務課

55 消防施設・設備整備事業 消防車両等整備事業(常備) 消防本部 警防課

56 消防管理業務 消防通信指令システム管理業務 消防本部 警防課

57 市議会だより発行事業 市議会だより発行事業 議会事務局 議会事務局

58 市議会議員人件費 市議会議員(主に議員報酬） 議会事務局 議会事務局

59 市議会運営業務 議会運営費（主に政務調査費） 議会事務局 議会事務局

60 市議会運営業務 議会事務局費（主に会議録やシステムの委託料） 議会事務局 議会事務局

61 選挙管理委員会業務 選挙管理委員会業務 総合事務局 選挙管理委員会事務局

62 監査業務 監査業務 総合事務局 監査委員事務局

63 公平委員会業務 公平委員会業務 総合事務局 公平委員会事務局

64 市立幼稚園運営業務 市立幼稚園運営管理業務 教育推進部 教育総務課

65 幼稚園就園支援事業 私立幼稚園在籍園児保護者給付金支給事業 教育推進部 教育総務課

66 学校給食運営業務 学校給食運営業務 教育推進部 学校教育課

67 青少年健全育成地域活動促進事業 青少年健全育成事業 教育推進部 青少年育成課

68 放課後児童会運営事業 放課後児童会運営事業 教育推進部 青少年育成課

69 市民交流センター管理運営業務 市民交流センター管理運営業務 生涯学習部 生涯学習課

70 学校開放事業 学校体育施設開放事業 生涯学習部 生涯学習課

71 国際交流事業 国際交流協会支援事業 生涯学習部 ふるさと文化課

72 文化財関係施設管理運営業務 滝畑ふるさと文化財の森センター施設管理業務 生涯学習部 ふるさと文化課

73 文化会館管理運営業務 文化会館管理運営業務 生涯学習部 ふるさと文化課


