
主な事務事業の見直し検討一覧

【総 務 部】 （単位：千円）

（４） そのほか内部管理経費の見直し

秘書課 一般事務費 17,121 17,121 ○ 事務経費の見直しによる節減

人事課 人事課事務費 9,905 9,905 ○ 事務経費の見直しによる節減

人事課 団体運営負担金（（財）東北自治研修所） 20,000 20,000 ○ 負担金の見直しによる節減

人事課 組織改編対応庁舎改修等事業費 50,000 50,000 ○ 執務室の効率的利用による節減

人事課 公務研修所　職員研修費 55,153 54,425 ○ 各研修開催回数等の見直しによる節減

人事課 総合研修センター共通管理費 72,404 68,404 ○ 負担金の見直しによる節減

人事課 永年勤続者表彰事業 2,759 2,759 ○ 記念品等の見直しによる節減

行政管理課 事務費・行政管理課 4,394 4,394 ○ 事務経費の見直しによる節減

職員厚生課 事務費：課管理経費 4,091 4,091 ○ 事務経費の見直しによる節減

職員厚生課 児童手当支給システム運用費 2,293 2,293 ○ システム改修業務の完了に伴う減

職員厚生課 恩給システム開発費 7,696 7,696 ○ システム開発完了に伴う減

私学文書課 一般管理費・事務費 8,697 8,697 ○ 事務経費の見直しによる節減

私学文書課 文書発送事務費 62,090 62,090 ○ 発送区分の細分化，梱包資材の再利用による経費抑制

私学文書課 法令関係事務費 28,902 26,130 ○ 印刷方法の変更，掲載内容の削減

私学文書課 私立学校指導費 3,749 3,234 ○ 事業の精査による指導費の縮小、事務経費の節減

県政情報公開室 文書管理システム維持管理費 10,381 10,381 ○ システム構築完了に伴う減

県政情報公開室 公文書館管理経費 30,383 30,184 ○ 事務経費の見直しによる節減

県政情報公開室 情報公開推進費 24,634 22,434 ○ 事務経費の見直しによる節減

県立大学室 宮城大学運営事業（事務費：入学試験費） 69,898 15,567 ○ 事業の見直しによる入学試験経費の節減
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県立大学室 宮城大学運営事業（事務費：企画広報費） 10,661 10,661 ○ 事業の見直しによる企画広報経費の節減

財政課 財政管理事務費 21,996 21,996 ○ 事務経費の見直しによる節減

財政課 県債管理事務費（ミニ公募債分） 4,000 4,000 ○ 事務経費の見直しによる節減

税務課 県税事務調査費 25,445 25,445 ○ 事務見直しのため経費を節減

税務課 徴収並びに滞納整理事務費 31,439 31,439 ○ 事務見直しのため経費を節減

税務課 県税関係諸用紙等印刷経費 38,372 38,372 ○ 事務見直しのため経費を節減

税務課 税務事務電算処理等経費 11,365 11,365 ○ 事務見直しのため経費を節減

税務課 税務事務電算処理等委託料 213,145 213,145 ○ 業務内容見直しによる節減

税務課 地方電子申告システム導入等事業 119,291 119,291 ○ システム修正業務完了による減

税務課 コンビニ収納システム導入事業費 39,890 39,890 ○ システム修正業務完了による減

税務課 産業廃棄物税推進費 1,230 1,230 ○ 事業の完了

市町村課 管理事務費（市町村連絡調整費） 9,342 9,342 ○ 事務経費の見直しによる節減

市町村課 事務費（行政助言費） 2,124 2,124 ○ 印刷物の見直し等

市町村課 住民基本台帳ネットワークシステム運営費 230,098 230,098 ○ 市町村数減による運用費等の減額

市町村課 管理事務費（自治振興費） 5,048 5,048 ○ 事務経費の見直しによる節減

市町村課 事務費（選挙管理委員会費） 10,608 7,044 ○ 事務経費の見直しによる節減

市町村課 選挙常時啓発推進費 7,100 7,100 ○ 事務経費の見直しによる節減

管財課 事務費 16,355 16,355 ○ 事務経費の見直しによる節減

管財課 本庁舎維持管理費 236,242 236,242 ○ 庁舎工事費，事務経費の見直しによる節減

管財課 本庁舎電気施設費 334,231 334,231 ○ 電気料，事務経費の見直しによる節減

管財課 本庁舎冷暖房給排水施設費 256,783 256,783 ○ 燃料費，事務経費の見直しによる節減
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管財課 合同庁舎維持管理費 283,247 283,247 ○ 庁舎修繕費，事務経費の見直しによる節減

管財課 合同庁舎電気施設費 68,251 68,251 ○ 施設工事費，事務経費の見直しによる節減

管財課 電話施設費 35,197 31,386 ○ 電話料，事務経費の見直しによる節減

管財課 行政財産管理費 11,632 11,632 ○ 事務経費の見直しによる節減

管財課 普通財産管理費（処分費・保全費） 16,713 16,713 ○ 委託項目，事務経費の見直しによる節減

管財課 県有資産交付金・損害保険料 330,912 329,409 ○ 損害保険料，事務経費の見直しによる節減

危機対策課 総合防災情報システム維持管理事業 5,002 5,002 ○ ネットワーク整備による節減

危機対策課 防災行政無線保守管理費 11,607 11,607 ○ 修繕計画等の見直しによる節減

危機対策課 総合防災実施・評価費 4,200 4,200 ○ 委託項目の見直しによる節減

危機対策課 住民参加型地震防災マップ作成支援事業 2,500 2,500 ○ 事業の完了

消防課 防災ヘリコプター維持管理経費 110,000 110,000 ○ 委託項目の見直しによる節減

消防課 施設保守管理委託費 9,016 9,016 ○ 委託項目の見直しによる節減

消防課 防災活動費 10,066 10,066 ○ 隊員の装備等の見直しによる節減

消防課 事務所管理経費 13,950 13,950 ○ 管理負担金の減額等による

消防課 県・地域メディカルコントロール委員会運営費 3,267 3,267 ○ 開催回数等の見直しによる節減

消防課 救急高度化教育事業 22,936 22,936 ○ 備品購入計画等の見直しによる節減

消防課 防災ヘリコプター維持管理経費 25,861 25,861 ○ 航空保険の加入項目等の見直しによる節減

消防課 防災ヘリコプター整備事業 54,650 54,650 ○ 点検周期による点検項目の見直しによる節減

消防課 消防学校基本構想策定費 1,000 1,000 ○ 事業の完了

（５） 市町村に対する補助等の見直し

市町村課 みやぎ新しいまち・未来づくり推進事業費 650,995 650,995 ○ 合併市町の事業及び資金計画による交付金の減額
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（７） 各種団体に対する補助等の見直し

私学文書課 私立学校運営費補助 10,260,829 9,070,829 ○ 私立高校，幼稚園に対する運営費補助の県単嵩上げ分の縮小

私学文書課 過疎地域私立高校振興補助 87,013 58,009 ○ 補助単価を縮小

税務課 納税貯蓄組合連合会事業費補助金 6,911 6,911 ○
単位組合定額補助分の見直しに伴う減及び市町村合併による連
合会の減少による減

（９） 民間委託事業の見直し

広報課 新聞紙面購入による広報事業 20,825 20,825 ○ 委託内容の見直しによる経費の縮減

広報課 県政テレビ・ラジオ広報費 76,919 76,919 ○ 委託内容の見直しによる経費の縮減

広報課 県政広報展示室運営費 2,583 2,583 ○ 委託内容の見直しによる経費の縮減

消防課 取扱者従事状況調査費 1,944 1,944 ○ 委託業務の廃止

（10） そのほか事務事業の見直し

秘書課 第44回東洋東南アジアライオンズ（OSEAL）フォーラム 3,469 3,469 ○ 事業の完了

人事課 次期人事システム基本設計費 4,000 4,000 ○ システム開発への移行による減

行政管理課 行政改革推進計画進行管理費 1,520 1,520 ○ 第二次行政改革推進計画の終了により管理委員会を廃止

職員厚生課 定期健康診断費 57,227 57,227 ○ 対象人員見直しによる経費の減

県立大学室 宮城大学運営事業（教育費：総合情報センター運営費） 343,797 343,797 ○ 情報図書の精選等による運営経費の節減

県立大学室 宮城大学運営事業（事務費：特別講座開設費） 1,248 1,248 ○ 事業の見直しによる特別講座の廃止

県立大学室 宮城大学運営事業（研究費：一般研究費） 173,359 173,359 ○ 研究費補助の縮小等

広報課 ガイドブック等作成費 6,116 6,116 ○ 仕様の見直しによる経費の減

広報課 「みやぎ県政だより」等発行作成事業 251,078 251,078 ○ 県政だより頁数の削減による印刷経費の縮減等

広報課 走る県政教室 1,120 1,120 ○ 事業の廃止

広報課 県政広報ビデオ作成事業費 1,732 1,732 ○ 事業の廃止

4



【総 務 部】 （単位：千円）

その他
当初

予算額

見直しの概要
うち

一般財源

課室名 事務事業名

平成１７年度 見直し区分

縮小廃止 統合

市町村課 知事選挙費 1,088,000 1,088,000 ○ 知事選挙執行経費の減

管財課 普通財産管理費（蚕業試験場） 12,000 12,000 ○ 事業の完了
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