
事務№ 担当課 事務内容

01-031 企画政策課 市政65周年関係

01-034 企画政策課 部内・課内とりまとめ（上記以外の部内取りまとめなどの庶務）

01-040 企画政策課 「西尾の統計」

01-050 企画政策課 各種調査関係

02-039 秘書課 広報編集

02-045 秘書課
町内会長への配布管理、
個別郵送分管理・封入

03-011 人事課
都市施設管理協会、社会福祉協議会、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ等外郭団
体との連絡調整

03-045 人事課 市政経営品質会議

05-040 総務課 議案書 (1) 内容調整・印刷・配布

10-011 危機管理課 校区・自主防・防災訓練委託料

10-018 危機管理課 災害時協力井戸水検査

10-025 危機管理課 被災者支援　被災地派遣

10-028 危機管理課 西尾市ICT推進検討会

10-036 危機管理課 NTT特設公衆電話

10-047 危機管理課 遺体安置所の新規設置及び訓練

10-051 危機管理課 ドローン購入及び活用にかかる運用の作成

11-117 福祉課 年金期間短縮調査事務

12-007 長寿課 福祉避難所（長寿課関係施設分）

12-008 長寿課 特養使用貸借関係

12-032 長寿課 居宅介護サービス利用者負担額助成

12-169 長寿課 敬老事業

13-038 保険年金課 市政概要・都市国保・西尾の福祉・事業調査票

13-039 保険年金課 各種統計資料・報告資料の作成（滞納関係以外）

13-071 保険年金課 受付全般及び受付指導全般

13-092 保険年金課 出産支援金関係(一般会計）

13-104 保険年金課 無受診表彰関係

事務の棚卸し　二次評価結果公表事務一覧



事務№ 担当課 事務内容

14-144 健康課 健康づくりボランティア活動

14-145 健康課 食生活改善推進員活動

17-106 子ども課 保育園閉園報告に関すること

17-107 子ども課 園児･職員の土曜日の出席状況に関すること

18-009
家庭児童支援
課

公共施設管理、再配置関係

18-053
家庭児童支援
課

子育て支援サークル協議会に関すること

18-060
家庭児童支援
課

おやつ代徴収に関すること

19-009
地域支援協働
課

市民労力提供に対する原材料支給事業

19-010
地域支援協働
課

市民協働ガイド

19-017
地域支援協働
課

託送物取りまとめ

19-043
地域支援協働
課

（仮称）外国人災害時情報センター設置・運営

23-059 市民課 寺津出張所証明発行事務

24-015 佐久島振興課 旧海の歴史館オープニングイベントに関すること

24-033 佐久島振興課 電気自動車に関すること

24-035 佐久島振興課 夜空と交差する森の映画祭2017in佐久島に関すること

25-028 企業誘致課 工場等建設奨励金に関する事務

25-029 企業誘致課 中小企業投資促進奨励金に関する事務

25-056 企業誘致課 岡島江原周辺環境対策連絡協議会に関する事務

25-057 企業誘致課 南中根町内会要望に関する事務

25-058 企業誘致課 駅西広場関係

25-059 企業誘致課 農業副都心関係

26-002 商工観光課 (一社)西尾市観光協会組織運営全般に関すること

26-005 商工観光課 抹茶スイーツ選手権に関すること

26-007 商工観光課 マスコットキャラクターに関すること（まーちゃ貸し出し）

26-017 商工観光課 三河一色みなとまつり（大使・ブランド普及）に関すること

26-021 商工観光課 平原の滝開きに関すること

26-025 商工観光課 米津の川まつりに関すること



事務№ 担当課 事務内容

26-027 商工観光課 秋祭り全般に関すること

26-028 商工観光課 かぼちゃサミットに関すること

26-029 商工観光課 てんてこ祭に関すること

26-033 商工観光課 きらまつりに関すること

26-035 商工観光課 恵比寿海岸初日の出に関すること

26-038 商工観光課 文化遺産活性化補助金（観光ボランティアガイド関連）

26-040 商工観光課 観光関係委託業務契約

26-044 商工観光課 電気自動車充電スタンドに関すること

26-049 商工観光課 土地の賃貸借に関すること

26-051 商工観光課 黄金堤用地買収に関すること

26-054 商工観光課 夏休みキャンペーンに関すること（主体は観光協会）

26-056 商工観光課 わくわく西尾体験に関すること（主体は観光協会）

26-060 商工観光課 ５者連携に関すること

26-065 商工観光課 事業創造・人財育成事業に関すること

26-067 商工観光課 生活学校に関すること

26-073 商工観光課 中小企業融資・信用保証協会に関すること

26-074 商工観光課 信用保証料補助に関すること

27-004 農林水産課 農業共済の連絡調整に関すること

27-017 農林水産課 恵の木に関すること

27-033 農林水産課 農林水産振興展に関すること

27-034 農林水産課 ４Hクラブ・後継者育成に関すること

27-035 農林水産課 花嫁花婿対策事業に関すること

28-010 環境保全課 アスベスト関係

28-013 環境保全課 空地の苦情に関すること

28-041 環境保全課 新規産廃計画影響調査研究会に関すること

28-053 環境保全課 水素ステーションに関すること

28-059 環境保全課 西尾の名木



事務№ 担当課 事務内容

28-094 環境保全課 野生のサルに関すること

29-032 ごみ減量課 防疫事業

29-049 ごみ減量課 生ごみ減量化事業

29-050 ごみ減量課 ぼかしの配布

30-016
ごみ減量課
環境事業所

　光熱水費集計・支出事務

30-017
ごみ減量課
環境事業所

　燃料費集計・支出事務

30-018
ごみ減量課
環境事業所

　通信料・放送受信料支出事務

30-019
ごみ減量課
環境事業所

　消耗品等購入・物品管理

30-034
ごみ減量課
環境事業所

　重機賃貸借契約

30-039
ごみ減量課
環境事業所

　備品・覆土購入、支払い事務

30-040
ごみ減量課
環境事業所

　埋立場計量集計（伝票印刷含む）

30-045
ごみ減量課
環境事業所

　用地賃貸借料・協力金契約、支払い

32-023 土木課 名鉄敷地（三河線跡地）関係

32-060 土木課 電線共同溝設備工事依頼

32-061 土木課 電線共同溝建設負担金申請

34-010 都市計画課 都市再生整備計画（まち交）事務

34-038 都市計画課 換地図等複写交付事務

35-040 公園緑地課 ばらサミット、各種協議会、委員会関係

36-031 建築課 交付金・補助金関係（浸水対策）

45-008 教育庶務課 人事・給与関係（教育委員会全体）

45-011 教育庶務課 職員研修

45-033 教育庶務課 公用車関係（給食センター除く）

47-022 生涯学習課 市民協働ガイド

47-040 生涯学習課 視聴覚関係

47-043 生涯学習課 女性の会、女性教育関係

47-087 生涯学習課 吉良町公民館管理運営事業

47-090 生涯学習課 中畑ふれあいセンター建設基本構想調査関係



事務№ 担当課 事務内容

48-024 スポーツ課 幡豆・吉良 市民運動会に関すること

48-036 スポーツ課 各種大会助成金（10大会）に関すること

48-056 スポーツ課 使用料減免に関すること

49-002 文化振興課 議会・部会・委員会

49-037 文化振興課 文化協会 運営

49-038 文化振興課 文化協会 補助

49-039 文化振興課 西尾市美術展等運営委託

49-040 文化振興課 文化協会合同美術展運営

49-047 文化振興課 三河万歳後援会

49-048 文化振興課 遺跡詳細分布調査

49-065 文化振興課 幡豆歴史民俗資料館 運営

49-066 文化振興課 幡豆歴史民俗資料館 施設管理

49-068 文化振興課 文化財収納施設 借地契約

49-080 文化振興課 岩瀬文庫企画展示

49-085 文化振興課 岩瀬文庫新目録作成悉皆調査

50-031 図書館 ふみくら（子ども）

50-032 図書館 ふみくら（大人）

50-083 図書館 映写会

50-085 図書館 クリスマス会

50-089 図書館 科学クラブ

52-018
予防課（消防
本部）

幼少年婦人防火クラブに関すること（少年消防クラブ員一日体験入
署）

52-019
予防課（消防
本部）

幼少年婦人防火クラブに関すること（婦人消防クラブ　視察研修）

52-020
予防課（消防
本部）

幼少年婦人防火クラブに関すること（婦人消防クラブ　リーダー研修
会）


