
■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】副首都推進局

1
副首都推進本部等運営費負担金
（大都市制度関係）

20,806 大都市制度に関する事業 ７月
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必
要

2
副首都推進本部等運営費負担金
（副首都推進関係）

16,349 「副首都・大阪」の推進に関する事業（副首都推進局事務費含む） ７月
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必
要

№ 事業名
R２予算額（千円）

備考事業費 最終的な
判断時期

事業概要

資料２
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】危機管理

1 大阪府地域防災計画推進費 966 大阪府地域防災計画策定等 ９月
見直しにあたっては、国の防災基本計画の修正を踏まえ、見
極めが必要

2 審議会費（防災会議） 627 防災会議の開催（地域防災計画関係） ９月
見直しにあたっては、国の防災基本計画の修正を踏まえ、見
極めが必要

3 津波等から逃げる対策促進事業 500 自主防災組織リーダー育成研修の実施 ７月 見直しにあたっては、市町村との調整が必要

4
国⺠保護法制関連事業費
（国⺠保護共同訓練）

6,059 国⺠保護共同訓練の実施 ６月 見直しにあたっては、消防庁との調整が必要

5
国⺠保護法制関連事業費
（トップセミナー研修）

260 危機管理トップセミナー研修の実施 ８月 見直しにあたっては、関係機関との調整が必要

6 880万人訓練 0 エリアメールの発信を契機とした住⺠向け防災訓練 ６月 見直しにあたっては、実行委員会との調整が必要

7
地震災害等対策費（震災対策（府市
合同）訓練）

2,500 府市及び防災関係機関との総合演習 ９月 見直しにあたっては、北河内ブロック７市との調整が必要

8
災害対策機能強化充実事業費（多様
な機関・団体との連携強化）

1,526 市町村災害ボランティアセンター運営支援員の養成 ７月 見直しにあたっては、関係機関との調整が必要

9 防災条例策定検討業務 0 防災条例策定の検討・調査等 ９月
見直しにあたっては、感染症対応を含む幅広い内容の検討や
市町村等との調整が必要

備考事業費 最終的な
判断時期

事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】危機管理

備考事業費 最終的な
判断時期

事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

10
地震災害等対策費（府震災対策訓
練）

619 地震・津波災害対策訓練の実施 １１月 見直しにあたっては、関係機関との調整が必要

11
地域見守り力向上事業費（地域見守
り力向上事業費）

3,000 ドライブレコーダ―設置補助 6月
見直しにあたっては、市町村における対応状況（予算や事業
見直し等）を踏まえ判断

12
地域見守り力向上事業費（地域見守
り力向上事業費）

324 マグネットシート配布 6月
見直しにあたっては、市町村における対応状況（予算や事業
見直し等）を踏まえ判断
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】政策企画部

1 栄典表彰費（栄典費） 134
秋の叙勲・褒章にかかる拝謁等(事業費は春の叙勲に係る経費
を含む)

10月頃 見直しにあたっては、国の判断が必要

2 総務連絡費（経済団体等連絡調整費） 1,500 大阪新年互例会の開催経費 8月頃 見直しにあたっては、大阪市や経済界との調整が必要

3
東京事務所運営費
（関⻄の魅⼒発信プロジェクト）

896
鉄道事業者と連携し、効果的な関⻄の魅⼒発信事業を⾏うっ
ための経費

８月頃 見直しにあたっては、鉄道事業者との調整が必要

4
東京事務所運営費
（大阪魅力発信機能強化事業）

1,000
大阪府、大阪市、堺市東京事務所の一体運営を捉え、首都圏
域における情報発信力の強化を図る。

８月頃 見直しにあたっては、大阪市、堺市との調整が必要

5 次世代がん治療法BNCT推進事業 800
 研究拠点（京都大学複合原子力科学研究所）と医療拠点
（大阪医科大学）が連携して行う「人材育成・情報発信事
業」に対する支援を行う

８月末
見直しにあたっては、京都大学複合原子力科学研究所と連携
する大阪医科大学との調整が必要

6
２０２５日本万国博覧会推進事業費
（１１月BIE総会出席等）

19,856
・11月開催が予定されているBIE総会への参加。
・11月総会で登録承認後、BIE加盟国等への参加招請

９月末 見直しにあたっては、BIEの判断が必要

7
２０２５日本万国博覧会推進事業費
（パビリオン出展検討の調査委託）

14,000
⼤阪・関⻄万博での地元パビリオン出展検討に必要な調査を
11月までに実施

夏頃
（7⽉〜8⽉）

見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必
要

8
２０２５日本万国博覧会推進事業費
（アイデアソン開催経費等）

1,000
地元パビリオン出展に向けた機運醸成、アイデア発掘・創出
を⽬的とする事業。７〜９⽉の間に募集等を⾏う予定。

夏頃
（6⽉〜7⽉）

見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必
要。縮小の場合は、手法は別途検して実施

備考事業費 最終的な
判断時期

事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》
【部局名】総務部

1
職員研修費
（研修受講料等）

506 外部機関実施研修（部落解放・人権大学講座）への参加 6月上旬 休止・縮小等の判断にあたっては、外部機関との調整が必要

新任研修等の指名研修 8月中

管理職研修、申込制の研修 8月中

年間を通じて開催する研修 8月中

3 小中高生向けの啓発資料（教育副読本） 11月
休止・縮小等の判断にあたっては、選管委員会との調整が必
要

4
府内の小中高等学校等の児童・生徒を対象とした選挙啓発の
ためのポスターコンクール

９月
休止・縮小等の判断にあたっては、新型コロナの感染状況等
の見極めが必要

5 統計調査員確保対策費 553 統計だよりの作成や登録調査員向け研修を実施 随時
休止・縮小等の判断にあたっては、新型コロナの感染状況等
の見極めが必要

6
契約管理事務費
（暴力団等不良・不適格業者排除
ネットワーク事業）

463 地域連絡会の開催や不当要求等対応研修を実施 8月 休止・縮小等の判断にあたっては、共催先との調整が必要

7
契約管理事務費
（入札監視等委員会運営事業）

733
入札監視等委員会の開催

6月
休止・縮小等の判断にあたっては、入札等監視委員会との調
整が必要

備考事業費 最終的な
判断時期

事業概要

休止・縮小等の判断にあたっては、受入先等との調整が必要

7,449

2

№ 事業名

選挙管理委員会事務局費

R２予算額（千円）

職員研修費
（職員研修業務委託費の一部）

70,670
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》
【部局名】府⺠⽂化部

1 観光促進費（観光施策推進事業費） 667 関⻄広域連合トッププロモーション随⾏職員旅費 ― ⾒直しにあたっては、関⻄広域連合との調整が必要

2 ＭＩＣＥ誘致推進事業費 10,000 「アジアベストレストラン50」の誘致にかかる経費 秋頃 見直しにあたっては、大商や大阪市との調整が必要

3
観光政策調査研究事業費（委託調
査）

8,000 MICEなど国際イベント誘致に関する調査委託 夏頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必
要

4 御堂筋の魅力創造・発信事業負担金 18,000
御堂筋を活用し集客力のあるイベントを実施することで、大
阪の魅力を国内外に発信

6月
見直しにあたっては、実行委員会（大阪市等が参加）での判
断が必要

5 国内外からの誘客促進事業費 95,500
御堂筋を活用し集客力のあるイベントを実施することで、大
阪の魅力を国内外に発信

6月
見直しにあたっては、実行委員会（大阪市等が参加）での判
断が必要

6
ナイトカルチャー魅力創出事業費
（大阪・光の饗宴（御堂筋イルミ
ネーション事業））

240,964
御堂筋をイルミネーションで装飾し、インパクトある光空間
を創造し、国内外からの誘客をめざす

6月
見直しにあたっては、実行委員会（大阪市等が参加）での判
断が必要

7 災害時多言語支援事業費 6,622
災害多言語情報ウェブサイト･アプリ「Osaka Safe
Travels」での外国人対応可能な医療機関の位置情報発信

― 見直しにあたっては、関係部局との調整が必要

8 大阪文化フェスティバル事業費 230,401
文化芸術に関する公演等を府内各地で実施し、文化を核とし
て大阪の都市魅力を国内外に発信する、大阪文化芸術フェス
にかかる分担金

6月 開催時期や規模については今後の状況を見極めながら検討

9 オリンピック・パラリンピック支援事業費 61,236
東京2020オリンピック・パラリンピック組織委員会が全都道
府県で実施する聖火リレー・聖火フェスティバルへの支援協
力

― 見直しにあたっては、国（組織委員会）の判断が必要

№ 事業名
R２予算額（千円）

備考事業費 最終的な
判断時期

事業概要
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》
【部局名】府⺠⽂化部

№ 事業名
R２予算額（千円）

備考事業費 最終的な
判断時期

事業概要

10 大阪マラソン開催費 90,000 大阪マラソン開催負担金 6月
見直しにあたっては、組織委員会や大阪陸上競技協会、大阪
市等との調整が必要
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】福祉部

1
生活保護法運営費
（生活保護指導監査委託費
 監査旅費等）

6,814
府内福祉事務所の生活保護法施行事務監査や医療機関へ
の個別指導等を実施

7月下旬
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況の見極めや
嘱託医の日程調整等が必要

2
地域医療介護総合確保基金事業費
（介護に関する入門的研修事業）

2,275
介護業務未経験者に対する介護の基本的な知識・技術が
習得できる研修を実施

8月頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極め
が必要

3
総合支援制度推進事業費
（市町村指導関係事業費）

150
市町村の支給事務等が適切かつ円滑に実施されるよう、
必要な助言及び協議・調整などを行う。

7月頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極め
が必要

4 共に生きる障がい者展 0
障がい者の⾃⽴と社会参加の促進をテーマに、府⺠に障
がいや障がい者を正しく理解してもらう祭典

夏頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極め
や、共催団体や関係部局との調整が必要

5
居宅介護従事者養成研修等事業費
（視覚障がい者移動支援従事者研修派
遣事業費）

286
訪問介護員を対象とした研修の実施及び移動支援（同行
援護含む）

８月頃
⾒直しにあたっては、研修機関（⺠間団体）の判断が必
要

6
発達障がい児者総合支援事業費
（ペアレント・プログラム実践研修事
業）

450
ペアレントプログラムを実施する市町村を支援するた
め、人材を養成

7月頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極め
が必要

7

障がい者総合支援事業者指定・指導監
査事業費
（指定障がいサービス事業者等の指
導、集団指導、実地指導、事務費）

8,944
指定障がいサービス事業者への指導監督に伴う旅費、事
務費、集団指導の会場、資料代等

8月
集団指導の見直しにあたっては、新型コロナの感染状況
等の見極めが必要

8
認知症対策総合支援事業費
（認知症地域支援施策推進事業）

1,267
市町村担当者会議、ブロック会議、認知症地域支援推進
員連絡会議の開催

夏頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極め
が必要

9
地域医療介護総合確保基金事業費
（認知症介護基礎研修）

1,694 認知症介護基礎研修の開催 夏頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極め
が必要

№ 事業名
R２予算額（千円）

備考事業費
最終的な
判断時期

事業概要
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】福祉部

№ 事業名
R２予算額（千円）

備考事業費
最終的な
判断時期

事業概要

10 全国健康福祉祭派遣事業費 15,797
全国健康福祉祭（R2.10〜11⽉）へ派遣する⼤阪府選⼿
団の選考会や派遣等

― 見直しにあたっては、主催者（国等）の判断が必要

11
認定調査員等研修事業費
（市町村介護認定審査会委員研修事
業）

213 研修会の実施 8月頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極め
が必要

12
地域医療介護総合確保基金事業費
（ノーリフト・ポリシー普及啓発事
業）

747 介護ロボットの効果的な機器活用を図るための研修 夏頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極め
が必要

13 保育対策総合支援等事業費 439,729 保育中の死亡事故等の重大事故を防止するための研修等 夏頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極め
が必要

14
公立幼保連携型認定こども園保育教諭
研修事業費

1,999 教員公務員特例法に基づく研修 夏頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極め
が必要

15
子ども輝く未来基金事業費（子どもの
体験に関する事業）

6,184 文化芸術体験、スポーツ活動等に係る費用を支給 夏頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極め
が必要

16
児童虐待対策費
（児童相談所・市町村児童家庭相談強
化事業）

6,123 児童福祉法に基づく研修等 夏頃 見直しにあたっては、堺市や中核市との調整が必要

17
児童虐待対策費
（児童虐待防止広報啓発事業）

6,030
児童虐待防止推進月間である１１月を中心に「児童虐待
防止・オレンジリボンキャンペーン」を実施。

６月中
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極め
が必要

18
中国残留邦人等援護事業費（帰国者援
護事業費（公共））

1,121
永住帰国する中国残留邦人等に対する相談、助言等を行
う身元引受人の手当等

― 見直しは、国の判断による。
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】商工労働部

1 国家戦略特区等推進事業費 3,318
「国家戦略特区」及び「関⻄イノベーション国際戦略総合特
区」にかかるプロモーション活動

夏頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必
要

2 海外トッププロモーション事業費 6,539
海外現地政府トップ等へのプロモーション、企業ミッション
団の派遣による現地企業等との商談機会の提供等

夏頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必
要

3 クリエイティブ産業振興事業費 6,342
セミナー・ワークショップ等を経て決定した支援企業に対し
てハンズオン支援を実施（セミナー等７月実施）

6月
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必
要

4
産業デザインセンター事業費
（大阪府デザイン・オープン・カ
レッジ事業費）

844 オープンカレッジの運営（カレッジ開校期間：10〜２⽉） ７月
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必
要

備考事業費 最終的な
判断時期

事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

10/18



■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》
【部局名】環境農林水産部

1 大気汚染防止規制指導費 266 石綿飛散防止セミナーの開催 ８月
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必
要

2 花の文化園審議会費 282 委員会の開催に係る経費 6月
見直しにあたっては、花の文化園のあり方の見直し方針を踏
まえ判断

3 農地中間管理機構事業費 94,402 農地中間管理機構への補助金及び事務費 9月末
企業参入セミナーの見直しにあたっては、新型コロナの感染
状況等の見極めが必要

備考事業費 最終的な
判断時期

事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】都市整備部

1
府道緑化事業費
（みんなで育てる花いっぱいプロ
ジェクト）

2,550 小中学校等による花苗育成や緑化活動への資材・技術提供 ６月 見直しにあたっては、学校等との調整が必要

2
道路橋りょう等調査費
（全国道路・街路交通情勢調査）

83,284
5年おきに全国⼀⻫に実施する道路交通の実態調査（交通量調
査、旅行速度調査、道路状況調査）

６月頃 見直しにあたっては、国等の関係機関との調整が必要

3 総合都市交通体系調査費 66,000
10年おきに近畿圏⼀⻫に実施する⼈の動きの実態調査（パー
ソントリップ調査）

６月頃 見直しにあたっては、国等の関係機関との調整が必要

4 鉄道地震防災対策費 221,120
主要な鉄道駅等において大規模地震に備えるための耐震補強
を行う鉄道事業者に対して、国、地元市町とともに補助

夏頃 見直しにあたっては、鉄道事業者との調整が必要

5 可動式ホーム柵整備費 237,031
主要な既存鉄道駅において鉄道利用者の安全確保のための可
動式ホーム柵の整備を行う鉄道事業者に対して、国、地元市
町とともに補助

夏頃 見直しにあたっては、鉄道事業者との調整が必要

6
公共交通戦略推進費
（公共交通機関等と連携した受入環
境整備事業）

17,800
乗継駅において案内の充実・強化に向けた取り組みを行う鉄
道事業者に対し補助

夏頃 見直しにあたっては、鉄道事業者との調整が必要

7
公共交通戦略推進費
（府営駐車場のさらなる有効活用）

8,500
江坂立体駐車場、新石切立体駐車場について、府営駐車場を
廃止し、さらなる有効活用に向けて占用者を公募

６月
駐車場事業者、不動産事業者等へのヒアリングを踏まえ実施
を判断

8
交通安全普及費
（秋の全国交通安全運動（ファミ
リーフェスティバル運営委託））

2,511
秋の全国交通安全運動期間に合わせて、おおさか交通安全
ファミリーフェスティバルを実施

６月 新型コロナの感染状況等を見極め、実施を判断

9
交通安全普及費
（自転車の安全利用促進事業（周知
イベント））

1,254
⼀般府⺠に対して条例の周知及び⾃転⾞安全利⽤の促進イベ
ントを実施

９月 新型コロナの感染状況等を見極め、実施を判断

№ 事業名
R２予算額（千円）

備考事業費 最終的な
判断時期

事業概要
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】都市整備部

№ 事業名
R２予算額（千円）

備考事業費 最終的な
判断時期

事業概要

10
交通安全普及費
（自転車ｼﾐｭﾚｰﾀを活用した交通安全
事業）

4,847
自転車シミュレータの貸出しを行い、府内のイベントや交通
安全講習で自転車のルール・マナーの実践的な習得を促進

随時 新型コロナの感染状況等を見極め、実施を判断

11
府営公園における
新たな管理運営制度の導入

0
府営公園への⺠間活⼒による新たな管理運営制度（PMO、P-
PFI）の導入

7月末 ⺠間企業へのヒアリングを踏まえ、公募の実施等を判断

12
避難行動支援事業費
（タイムライン策定支援事業）

552 タイムライン策定支援のためのグループワーク運営 秋頃 新型コロナの感染状況等を見極め、実施を判断

13 河川清掃活動 0
⽯川、狭⼭池ダム等において、関係機関や⼀般府⺠と連携し
清掃活動を実施

随時 見直しにあたっては、関係機関との調整が必要
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】住宅まちづくり部

1 大阪版被災住宅無利子融資事業費 14,893
平成３０年の大阪北部地震、台風２１号などによる被災住宅
向けの無利子融資を実施した金融機関に対する利子補給

７月 事業費については、新型コロナの感染状況等の見極めが必要

2
景観づくり推進事業費
（景観形成推進事業費）

0
大阪の景観を美しく眺めることのできる場所（ビュースポッ
ト）を府⺠等から募集、選定を⾏い、景観資源のPR

7月
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必
要

3
府有建築物営繕設計監督事業費
（公共建築設計コンクール）

60
府内の専門学校等の学生を対象に、将来の建築技術者の育成
に寄与することを目的とした設計コンクール

夏頃
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必
要

4

府有建築物営繕設計監督事業費
（ESCO推進事業経費）①
審議会費
（ESCO提案審査会経費）②

①959
②330

新規ESCO事業の公募及び審査会による事業者選定、契約済
みESCO事業の監理

ー 見直しにあたっては、関係所属の判断が必要

5
府有建築物営繕設計監督事業費<政
策的経費> 48,825 ＦＭ基本方針に基づく建物の予防保全に要する経費 ー 見直しにあたっては、関係所属の判断が必要

6
府有建築物営繕設計監督事業費
（設計・監理委託料）

311,273 設計・監理委託料 ー 見直しにあたっては、関係所属の判断が必要

7
府有建築物営繕設計監督事業費
（受託事業）

19,794 受託事業 ー 見直しにあたっては、関係所属の判断が必要

8
りんくうタウン事業費
阪南スカイタウン事業費
（企業誘致関連事業）

0 りんくうタウン、阪南スカイタウンの企業誘致等 7月
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必
要

備考事業費 最終的な
判断時期

事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】住宅まちづくり部

備考事業費 最終的な
判断時期

事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

9

りんくうタウン事業費
（りんくうタウン維持管理費(旧廃棄
物収集センター敷地内既存施設撤去
工事仕様書作成委託)）

14,139 旧廃棄物収集センター敷地内既存施設撤去工事仕様書作成委
託業務

7月 見直しにあたっては、泉佐野市との調整が必要

10
グランドデザイン推進費
（広域サイクルルート連携事業）

0
広域サイクルルート連携事業の走行会の開催、淀川や地域資
源を活用したまちづくり関係のイベントでのブース出展や支
援、広報・ＰＲ関係の業務

7月
見直しにあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必
要

11 密集住宅市街地整備促進事業費 4,410,588
地震時等に著しく危険な密集市街地の解消に向けて、市が行
う老朽建築物を除却する所有者への補助や道路等整備に対す
る補助等

７月末 見直しにあたっては、市や地権者等との調整が必要

12
建築物震災対策推進事業費＜政策的
経費＞①
審議会費②

①1,022,943
②424

住宅建築物耐震１０ヵ年戦略・大阪に基づき、市町村が行う
⺠間住宅等を耐震化する建築物所有者等への補助に対する補
助等

７月末 見直しにあたっては、市町村や所有者等との調整が必要
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】教育庁

1 英語教育推進事業費 17,761 英語科教員の指導力向上研修等（海外研修、短期留学含む） 8月頃
休止・縮小等の判断にあたっては、新型コロナの感染状況等
の見極めが必要

2 社会体育振興費 2,227
各種スポーツ大会の開催及び体育団体等の組織強化のための
助成。

６月中旬頃
休止・縮小等の判断にあたっては、新型コロナの感染状況等
の見極めが必要

3 学校体育振興費 3,617
中学校の体育大会及び高等学校総合体育大会等の運営に要す
る経費の一部を補助。

６月中旬頃
休止・縮小等の判断にあたっては、新型コロナの感染状況等
の見極めが必要

4 子ども読書活動環境整備事業費 904
ビブリオバトル研修（教職員等対象）、ビブリオバトル中高
生大会、オーサービジット事業（就学前児童・小学生等対
象）

6月中
ビブリオバトル研修は実施を見送り
その他は新型コロナの感染状況等を踏まえ今後判断

5 学習環境改善事業費 793,787 １系統のトイレ改修（冬改修工事） ７月頃 学校の授業⽇数及び⻑期休暇の時期等を踏まえ判断

6
府⽴学校施設⻑寿命化整備事業費
（府立高等学校）

366,525
⼤阪府FM基本⽅針、府⽴学校施設⻑寿命化整備⽅針に基づ
く、体育館等の屋上防水・外壁改修

７月頃 学校の授業⽇数及び⻑期休暇の時期等を踏まえ判断

7 私立高校生留学促進事業費 15,800 留学する私立高校生に対して留学支援金を支給 ― 国事業の動向を踏まえ判断

8
全国高等学校総合体育大会開催事業
費

4,115 全国高等学校総合体育大会ボート競技開催にかかる負担金 ― 代替大会の開催を検討

9 ＯＳＡＫＡ多文化共生推進事業費 2,116 多文化共生フォーラムの実施 8月頃
休止・縮小・代替実施等の判断にあたっては、新型コロナの
感染状況等の見極めが必要

№ 事業名
R２予算額（千円）

備考事業費 最終的な
判断時期

事業概要
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】監査委員事務局

1 監査等業務委託事業費 58,148 定期監査の一部、例月現金出納検査、決算審査、新公会計に
対する監査、財政的援助団体の監査などの委託

８月頃
当該事業費のうち未契約の財政的援助団体の監査について見
直しを検討。休止・縮小等の判断にあたっては、新型コロナ
の感染状況等の見極めが必要

備考事業費 最終的な
判断時期

№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要
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■成案化までに判断する事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】人事委員会事務局

1 職員試験選考費 27,103
大学卒・高校卒程度職等の採用試験及びその他選考の実施
（職員採用セミナーを含む）
主査級昇任考査の実施

7月
休止・縮小等の判断にあたっては、新型コロナの感染状況等
の見極めが必要

備考事業費 最終的な
判断時期

№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要
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