
施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

211 -1 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 1

予算体系 款 7 商工費 項 1 商工費 目 1 商工総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 24 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

12 12

12 12

時期（月） 時期（月）

８月 ８月

随時 １０月

随時 随時

随時

12 12

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

地域産業の育成事業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

-

大規模集客施設と既存の町内商工業者との役割分担、共存共栄を図ることにより、町全
体の経済活動が発展する。

地域の商業が発展することにより、住民生活の利便性が向上する。

事業目的 主な協働・関
連団体

地域産業の育成

商工業

地域商工業の一層の振興を図っていく。

町内事業所

愛知県計量連合会

事業概要 主な関連計
画・法令

商工会イベント広場の活用を促進し、地域商工業の活性化を図る。また、事業所で使用す
る計量器の適正化を図るため、一年に一度の量目検査、二年に一度の計量器定期検査
を実施する。

計量法

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

需用費 需用費

イベント広場利用受付

広報によるイベント広場ＰＲ

量目検査

広報によるイベント広場ＰＲ

計量器定期検査

量目検査

イベント広場利用受付

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

前年度実施計画の事業費
前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

211 -1 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

地域産業の育成事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 12 12 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

965 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

26年度 - -

1,161 1,000 1,050 1,100 1,050 1,200

25年度 - -

2,138 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000

24年度 - -

256 300 325 350 375 400

24年度 - -

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

イベント広場を利用した商工会の朝市など、地域商工業の
活性化に向けた取り組みを行っている。商工会委員会に出
席し、商工業発展に必要な取り組みの調査研究や、商工会
活動に関する意見交換を行っている。

イベント広場の活用を商工会のみならず、一
般にまで拡大している。大規模集客施設と
既存の町内商工業者とが共存共栄し、町全
体の経済活動が活発に行われている。

億円商業販売額（卸売業）

事業所数（全産業） 所

製造品出荷額等 億円

商業販売額（小売業） 億円

備考

進行管理

備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

特定財源の
増減理由

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

211 -2 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 1

予算体系 款 7 商工費 項 1 商工費 目 2 商工振興費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 32,886 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

16,443 16,443

16,443 16,443

時期（月） 時期（月）

４月 ４月

５月 ５月

１０月 １０月

１１月 １１月

３月 ３月

４月 ４月

13,962 16,443

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

商工会活動の支援事業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

-

町内商工業者による商工会の取り組みを支援することにより、地域商工業が活性化する。

地域の商業が発展することにより、住民生活の利便性が向上する。

事業目的 主な協働・関
連団体

商工業

地域産業の育成

町の小規模事業者のための事業活動を促進するとともに地域商工業の発展を図るため
商工会が行う事業の経費に対し、豊山町商工業振興事業費補助金を交付することによ
り、地域商工業の振興と安定に寄与することを目的とする。

豊山町商工会・名古屋西法人会北名
古屋・豊山支部豊山グループ

事業概要 主な関連計
画・法令

経営改善普及事業など、商工会、名古屋西法人会の運営に関する補助を行う。また、産
業まつり事業など、商工会の事業に要する経費を補助する。

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

補助金交付

産業まつり実施

補助金交付申請受付

街路灯実績報告受付・補助
金交付

産業まつり実績報告受付

補助金交付

補助金交付申請受付

街路灯実績報告受付・補助
金交付

産業まつり実績報告受付

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

産業まつり実施

実績報告受付 実績報告受付

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

俸給及び期末勤勉手当と社会保険料、労働
保険料の増額



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

211 -2 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

商工会活動の支援事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 16,443 16,443 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

3,200 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500

26年度 3,200 3,200

965 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

26年度 - -

20 12 14 16 18 20

27年度 20 57

1,161 950 1,000 1,100 1,150 1,200

25年度 - -

2,138 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000

24年度 - -

256 300 325 350 375 400

24年度 - -

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

事業所数（全産業） 所

商業販売額（小売業） 億円

商業販売額（卸売業） 億円

補助金については、２３年度から管理事業の補助対象につ
いて人件費と福利厚生費のみに限定し、補助金額を見直し
た。２４年度については、町制４０周年記念協力事業とし
て、町の伝統料理であるどじょう寿司のキャラクターを作成
し、地域活性化に貢献している。２７年度には商工会が設
置している街路灯のLED化事業及び電灯料の補助額の減
額を行った。朝市がない時期に、商工会員がイベント広場
を利用するようになっている。２８年度より商工会委員会に
出席し、商工業発展に必要な取り組みの調査研究や、商工
会活動に関する意見交換を行っている

朝市などイベント広場の活用を通じて、地域
商業の活性化に向けた取り組みを拡大し、
地域商業の一層の振興を図っていく。

回イベント広場の活用

豊山町産業まつり集客数 人

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

特定財源の
増減理由

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

製造品出荷額等 億円

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

211 -3 Ａ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 該当

産業 該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 1

予算体系 款 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

0 0

時期（月） 時期（月）

通年 通年

通年 通年

0 0

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

北部市場周辺の「食の流通拠点」形成事業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

食の流通拠点の形成により、新たなにぎわいが生み出される。

食の流通拠点の形成により、町内の経済の活性化を図る。

食の流通拠点の形成により、住民生活の利便性が向上する。

事業目的 主な協働・関
連団体

商工業

地域産業の育成

北部市場やその周辺の関連企業の集積を活かし、流通拠点として一層の活性化を図ると
ともに「食」を通じた交流拠点として新たなにぎわいを創出する。

北部市場、周辺関連企業

事業概要 主な関連計
画・法令

「食」を通じた交流拠点として新たなにぎわいを創出するために、積極的に企業誘致を図
る。

都市計画マスタープラン

企業立地促進法

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

「食の流通拠点」の調査・研
究

企業誘致の手法に関する調
査・研究

企業誘致の手法に関する調
査・研究

「食の流通拠点」の調査・研
究

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

211 -3 Ａ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

北部市場周辺の「食の流通拠点」形成事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 0 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

0 0 0 0 0 1

27年度 0 0

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

特定財源の
増減理由

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

市場を取り巻く流通事情の変化による市場関連業界の落ち
込みから年々、事業所数が減少し、従業員数、販売額も減
少傾向にある。市場の活性化、開かれた市場をめざし一般
住民を対象にしたイベント（北部市場主催）が開催された。
商業系施設の立地は見られない。
例年行われる市場のイベント情報「夏休み親子で市場探
検」や「食の物語フェア」などを町広報でＰＲしている。

北部市場が持つ「食」の流通拠点としての機
能を活かし、多様化を図り、物流拠点機能に
加え、飲食、小売機能が複合した店舗・施設
の集積により、北部市場を中心に食の流通
拠点として、活力とにぎわいをみせはじめて
いる。

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

商業系施設の立地 件

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

212 -1 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 2

予算体系 款 7 商工費 項 1 商工費 目 2 商工振興費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 148,062 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

5 5

26 26

15,000 15,000

59,000 59,000

74,031 74,031

時期（月） 時期（月）

４月～３月 ４月～３月

４月～３月 ４月～３月

74,031 74,031
前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

旅費

役務費

旅費

返戻金随時発送

補助金随時受付

返戻金随時発送

補助金随時受付

貸付金

負担金補助及び交付金負担金補助及び交付金

役務費

貸付金

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

中小企業者が融資を受ける場合に必要な信用保証料の一部を金額に応じて補助する。

事業目的 主な協働・関
連団体

中小企業の振興

商工業

中小企業者が融資を受ける場合に必要な信用保証料の一部を補助することにより、中小
企業の育成・経営の安定を支援する。

町内の中小企業者

愛知県信用保証協会

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

小規模企業等振興資金の利用促進事業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

－

中小企業者が融資を受ける場合に必要な信用保証料の一部を補助し、中小企業の育成・
経営の安定を支援することにより、地域商工業を活性化する。

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

212 -1 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

小規模企業等振興資金の利用促進事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 62,393 62,028

一般財源 11,638 12,003 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

6.4 9.5 9.6 9.8 9.9 10.0

27年度 6.4 7.2

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

これまでの主な成果

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

中小企業者の補助制度利用
割合（利用件数／事業者数）

％

特定財源の
増減理由

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

小規模企業等振興資金信用保証料返還金
について、平成２４年～２８年度決算額の平
均値から算出した結果、増額見込みとなっ
ため。

平成31年度
以降の展望

保証料補助や利子補給を行って中小企業の経営の安定を
図っている。平成２４年度に県が制度名を商工業振興資金
から小規模企業等振興資金に変更したため、要綱の変更
を実施した。２４年度から北名古屋市、北名古屋商工会、豊
山町商工会と協力し、愛知県信用保証協会や日本政策金
融公庫から講師を招き、創業支援セミナーを開催しており、
起業者の育成に貢献している。

地域商工業の活性化が図られ、設備投資を
目的とした商工業振興資金の利用が増加し
ている。引き続き保証料補助や利子補給を
行い、中小企業の経営の安定を図る。

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称その他財源の名称

小規模企業等振興資金預託金元利収入、
小規模企業等振興資金信用保証料返還金

小規模企業等振興資金預託金元利収入、
小規模企業等振興資金信用保証料返還金



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

213 -1 Ｂ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 1

施策内容 3

予算体系 款 7 商工費 項 1 商工費 目 1 商工総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 40 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

20 20

20 20

時期（月） 時期（月）

９月 ９月

通年 通年

20 20
前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

負担金支払い負担金支払い

企業誘致の手法に関する調
査・研究

企業誘致の手法に関する調
査・研究

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

事業概要 主な関連計
画・法令

企業の誘致に向けて産業立地推進協議会に参加し企業誘致の情報収集・研究を行う。

企業立地促進法

都市計画マスタープラン

事業目的 主な協働・関
連団体

商工業

新規産業の誘致

航空宇宙産業の一大集拠地を形成するため、積極的な企業誘致を図っていく。 産業立地推進協議会

航空宇宙関連企業

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

航空宇宙産業の育成・誘致事業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

航空宇宙関連産業の誘致により、新たな人口の流入が見込まれる。

航空宇宙関連産業の誘致により、町内の経済の活性化を図る。

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

213 -1 Ｂ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

航空宇宙産業の育成・誘致事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 20 20 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1 0 0 0 0 2

27年度 1 1

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

これまでの主な成果

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

航空機関連産業の誘致 社

特定財源の
増減理由

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

平成２０年７月に企業立地促進法に基づく工場立地法の緑地緩和条例を制
定し、三菱重工業の生産施設の増加が図られた。平成２３年３月に神明公園
南側の空港敷地内に宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の研究開発施設とＭＲ
Ｊ（三菱リージョナルジェット）の技術試験場が完成した。平成２３年１２月に県
営名古屋空港周辺地区が「アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区」に
指定され、平成２５年１０月には旧空港用地のＡ地区及びＣ地区が追加指定
され区域拡大が図られた。
平成２５年度には、Ｃ地区について、地区計画決定がされ、同時に建築物の
制限条例を制定し航空機製造に特化した。また、企業立地に基づく工場立地
法の緑地緩和を行い航空機製造の立地推進を図った。平成２６年１２月から
民間航空機生産工場の建設が始まった。平成２８年９月には組立工場（Ａ工
区）が完成し、平成２９年３月には塗装工場（Ｂ工区）の建屋が完成した。平成
３０年度末に予定されている県の区域区分総見直しに合わせて、市街化編入
等の手続き進めている。

ＪＡＸＡ研究開発施設やＭＲＪ生産開発拠
点、その他の航空宇宙関連産業が集積し、
国内有数の航空宇宙産業の拠点となってい
る。

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

221 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 1

予算体系 款 6 農業水産業費 項 1 農業費 目 4 農地費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 185,807 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

360 360

7,647 7,647

16,297 16,470

55,568 74,500

3,479 3,479

83,351 102,456

時期（月） 時期（月）

4月～3月 4月～3月

4月 4月

5月 5月

7月 7月

10月 10月

10月～ 10月～

61,316 83,351

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

農業施設の定期的な更新事業

まちづくり重
点目標

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

農業

－

報酬 報酬

委託料

工事請負費

委託料

工事請負費

農業基盤の整備

かんがい排水及び安全対策事業費補助金

農業用施設（ポンプ・ゲート等）を適正に維持管理することで、農業基盤の安定を図る。

愛知県土地改良事業連合会

農地所有者及び営農者

－

北名古屋市

営農を目的に設けられた揚水ポンプ・用水堰など機械器具の点検整備及び用排水路の
補修・浚渫を実施し、農地への用水を円滑に供給する。

農業施設の点検、維持修繕、更新工事を実施する。また用水路やポンプ桝の浚渫を実施
する。

平成30年度 平成31年度

農地法

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

内訳（具体的な内容）

需用費 需用費

事業の内訳と
事業費

負担金補助及び交付金

農業用水供給終了

田植え用水供給開始

塵芥処理工事・揚水機整備
委託発注

苗代用水供給開始

負担金補助及び交付金

内訳（具体的な内容）

塵芥処理工事・揚水機整備
委託発注

苗代用水供給開始

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成30年度）

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

田植え用水供給開始

中干し 中干し

農業用水供給終了

用水路補修工事、管更生工
事発注

用水路補修工事、管更生工
事発注

小規模かんがい排水事業における管更生
工事を実施するため。

小規模かんがい排水事業における管更生
工事を実施するため。

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

221 -1 A 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

農業施設の定期的な更新事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 29,540 補助率 85.5%・60% 49,000 補助率 85.5%・60% 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 15,135 12,435

一般財源 38,676 41,021

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

6 6 6 6 6 6

28年度 6 6

11 11 12 12 12 13

28年度 11 12

1 1 1 1 1 2

28年度 1 1

12 12 12 12 12 12

28年度 12 12

8 8 8 10 12 11

28年度 8 8

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

土地改良施設管理適正化事業交付金

その他財源の名称 その他財源の名称

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

平成22年度から農業用施設整備補修の補助制度である土地改良
施設維持管理適正化事業交付金を活用し、定期的な農業用施設
の更新を実施した。平成25年度は、東川ポンプ・豊山15・26ゲート・
西行堂川堰取水ゲートの更新工事、平成26年度には豊山2・4・22
ゲートの更新工事、平成27年度は神明ポンプ場電気設備の更新
工事、平成28年度は冨士ポンプ更新工事をそれぞれ実施した。平
成29年度は豊山7・11ゲートの更新工事を実施する。また愛知県
の補助金を活用し、神明・金剛地区の用排水路改良工事を上流か
ら実施している。また平成25年度から小牧基地内の豊山用排水路
について、防衛省受託事業として改修工事を実施し、平成28年度
で完了した

土地改良施設維持管理適正化事業交付金
を活用し、農業用施設の定期的な更新を実
施する。豊山用排水路は平成28年度で改修
工事は完了した。平成29年度より、木津用
水土地改良区は事業主体として実施してい
た小規模かんがい排水事業について、町が
主体として実施することとなった。神明地内
の既設農業用水管の管更生工事に着手す
る計画である。

特定財源の
増減理由

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）

水路の自動転倒ゲートの分
解整備又は更新基数

基

大型農業用ポンプの分解整
備又は更新基数

基

県費補助を受け、小規模かんがい排水事業
における管更生工事を実施するため。

県費補助を受け、小規模かんがい排水事業
における管更生工事を実施するため。

水路の樋門の分解整備又は
更新基数

基

大型農業用堰の分解整備又
は更新基数

基

備考 備考 備考

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

土地改良施設管理適正化事業交付金

その他財源の名称

基

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

小型農業用ポンプの分解整
備又は更新基数



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

221 -2 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 1

予算体系 款 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

0 0

時期（月） 時期（月）

4月～ 4月～

8月 8月

0 0

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

農地の有効利用方策の研究

まちづくり重
点目標

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

農業

－

遊休農地の有効利用や、農地の利用集積などの方策を研究し、農地の保全を目指す。

－

農業基盤の整備

愛知県農業会議

全町民

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

農地の保全のため、遊休農地の有効利用や、農地の利用集積などの方策を研究する。

遊休農地を解消のため、遊休農地の所有者に対して所有する農地を、他の農家等へ貸し
出す方策を研究する。

農地中間管理機構

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

農業経営基盤強化促進法

平成31年度

遊休農地の現地確認

平成30年度
内訳（具体的な内容）

遊休農地対策について農業
委員会に諮る。

遊休農地対策について農業
委員会に諮る。

内訳（具体的な内容）

事業の内訳と
事業費

事業実施スケ
ジュール

遊休農地の現地確認

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

実施スケジュール 実施スケジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

221 -2 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

農地の有効利用方策の研究

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 0 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

0 0 0 0 0 0

28年度 0 0

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

ｍ2

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

備考 備考 備考

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

特定財源の
増減理由

事務事業評
価指標

現状値
（下段：時点）

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

引き続き遊休農地の早期発見・是正に努め
るとともに、東海農政局や県農業会議、尾張
農林水産事務所、農協等と連携を深め、豊
山町に適した農地の有効利用方策を研究す
る。

事業の実施状況に関する評価

指標名 単位

農地パトロールの実施、その後の文書による指導等を行い、早期発見・是正
により遊休農地化の抑止に努めた。その結果、遊休農地と認定された農地は
なかった。平成23年度に農業経営基盤強化促進法に基づく基本構想を策定
し、平成24年8月に尾張中央農協及び西春日井農協を円滑化団体として承認
した。これにより豊山町内の調整区域において、農協が利用権設定の制度を
利用することが可能となった。また青年等が新たに農業経営が出来るよう、
平成26年9月に基本構想に青年等の農業経営の目標・指針を追加した。平成
28年4月に県の基本構想のうち、農業経営の目標等が変更されたことから、
町の基本構想についても同様の内容を盛り込むため、平成28年12月に変更
した。

遊休農地面積

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

221 -3 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 1

予算体系 款 6 農林水産費 項 1 農業費 目 1 農業委員会費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 5,787 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

1,903 1,903

92 92

30 30

250 277

150 150

378 378

74 6

74

2,877 2,910

時期（月） 時期（月）

4月～3月 4月～3月

9月 9月

随時 随時

2,788 2,877
前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

新農業委員に配布する手帳等の購入が無く
なるため。

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成30年度）

農地パトロールを実施

遊休農地の確認

農地パトロールを実施

事業費計（平成31年度）

委託料

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

使用料及び賃借料

役務費役務費

交際費

需用費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

旅費

遊休農地の確認

交際費

負担金補助及び交付金

農業委員会総会の開催

報酬 報酬

旅費

需用費

委託料

農業委員会総会の開催

負担金補助及び交付金

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

農業経営基盤強化促進法

平成30年度 平成31年度

農業基盤の整備

愛知県農業会議

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

農地法

農業経営強化会計事務取扱交付金、農業委員会交付金

農地法の届出、許可、意見書関係の事務を行う。

毎月、第３木曜日を基準に年間１２回、定例的に農業委員会の総会を実施することで、農
地転用の許可や今後の農地のあり方などについて意見交換及び、新しい農地法の勉強
会を実施する。農地法に基づき、土地台帳・住民基本台帳と整合した農地台帳を整備す
る。

農地所有者及び営農者

農地中間管理機構

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

農業

－

農地法の申請・届出を適正に許可・受理することで、農地の保全を目指す。

農業実行組合等との情報共有（農業委員会）

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

221 -3 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

農業実行組合等との情報共有（農業委員会）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 999 補助率 999 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 1,878 1,911

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

12 12 12 12 12 12

28年度 12 12

2 2 2 2 2 2

28年度 2 2

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

電算システム委託料が農業委員会交付金
の対象外となったことにより、同交付金が減
額となるため。

指標名 単位

農業委員会総会の年間開催
数

回

毎月1回総会を開催し、農地法にもとづく届け出や許可に係る、法令業務を適
正に実施した。
毎年8月に実施している転作の現地確認の際に、農地パトロールを併せて実
施し、遊休農地、耕作放棄地、違反転用農地の把握に努めた。10月にも農地
パトロールを実施し、遊休農地化が懸念される肥培管理が十分でない農地に
対して文書により改善指導を行った。農地法にもとづく活動評価及び活動計
画の策定、農地法3条許可の手続きに関する周知、農地取得の下限面積の
検討・設定とその周知、詳細な議事録の作成と公開などを実施した。平成29
年7月から改正農業委員会法に基づく新農業委員会体制へと移行した。

農業委員会等に関する法律が改正に伴い、農業
委員会の体制が変更となったが、引き続き農地法
の許可・届出の適正な処理を推進すると共に、農
地法の重要課題である遊休農地対策として農地
パトロール等を実施し早期発見・早期是正を行
う。

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

特定財源の
増減理由

事務事業評
価指標

現状値
（下段：時点）

農業委員会農地パトロール
回数

回

その他財源の名称

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称

目標値（上段：目標値、下段：実績値）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

221 -3 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 1

予算体系 款 6 農林水産費 項 1 農業費 目 2 農業総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,000 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

225 225

252 252

7 7

4 4

12 12

500 500

時期（月） 時期（月）

4月～3月 4月～3月

10月 10月

528 500

旅費

需用費需用費

旅費

報償費 報償費

役務費役務費

農業実行組合等との情報共有（実行組合等）

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成30年度）

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

損害評価協議会、評価講習
会、被害水田調査

実行組合委員会開催・共済
連絡員会議

実行組合委員会開催・共済
連絡員会議

報酬 報酬

事業費計（平成31年度）

損害評価協議会、評価講習
会、被害水田調査

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

農地法

平成30年度 平成31年度

農業基盤の整備

実行組合員・補助員

農業災害補償法

経営所得安定対策制度

農地所有者及び営農者

愛知県共済組合

米の生産調整に関し農家との連絡調整と、農業共済に農家が加入により風水害による被
害の支援を行なう。

実行組合員及び補助員により、米の生産調整農地の現状確認や、農業共済の加入案内
及び、風水害が発生した場合の支援を行う。

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

農業

－

－

水稲の耕作者が農業共済に加入することで風水害における援助を行なう。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

221 -3 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

農業実行組合等との情報共有（実行組合等）

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 140 補助率 140 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 360 360

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2,345 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726

28年度 2,601 2,345

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

事業実施上の問題点と対応策

農業共済加入水田面積 ａ

これまでの主な成果

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

単位
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

指標名

備考

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

特定財源の
増減理由

農業共済加入水田面積は農地・農家の減少により共済
加入要件を下回る小規模農家が多いことから減少傾向に
ある。今後も増加は見込めないが、現在の加入水田面積
を維持していく。国の経営所得安定対策制度は平成27年
度から対象者が認定農業者、集落営農及び認定新規就
農者に限定された。本町では現在対象者がいないため、
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想によ
る認定農家を創出しなければならない。こうした国や県等
の農業政策を一般農家に周知する際などに実行組合は
不可欠であるため、現在の体制を維持していく。また転作
現地確認については水田農業構造改革推進事業費補助
金の見直しにより実施しない。

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

備考 備考

実行組合員による米の生産調整農地の現状確認業務や風
水害により被害が発生した水田の状況確認業務と、農業共
済の加入促進を実施した。経営所得安定対策である所得
補償制度については、実行組合を通じて制度周知を図った
が、小規模農家が大多数を占める本町においては、メリット
が小さく申請者はなかった。水田実施計画に基づく転作状
況確認のため、農業委員会委員とともに現地確認を行っ
た。

事務事業評
価指標

現状値
（下段：時点）



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

221 -4 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 1

予算体系 款 6 農林水産費 項 1 農業費 目 2 農業総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 5,540 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

2,770 2,770

2,770 2,770

時期（月） 時期（月）

4月 4月

10月～3月 10月～3月

2,776 2,770

農地所有者及び営農者

土地改良連合会

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

農業

－

－

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

農地法

木津用水土地改良区

土地改良法

平成30年度 平成31年度
内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

事業費計（平成30年度）

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

木津用水土地改良区が実施する事業費が
減額となったことから、町の負担金も減額と
なったため。

小規模かんがい排水事業の
実施

木津用水土地改良区の総会 木津用水土地改良区の総会

事業の内訳と
事業費

小規模かんがい排水事業の
実施

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

農業用水水質改善事業

農業用水の水質を保全し、水田へ安定した農業用水を供給する。

用排水路を分離し、農業用水の汚濁防止を図るために、平成7年度に1市4町で合瀬川水
系用排水施設整備事業推進協議会が設立された。また、平成8年度から愛知県が事業主
体で行う水質保全事業及び木津用水土地改良区が事業主体で行う小規模かんがい排水
事業が実施されており、受益者として建設負担金を支払う。

農業用水の既存のパイプライン（幹線）を利用し、周辺用水路を改修することにより、農業
用水の水質改善を図り、農業環境の向上を目指す。

農業基盤の整備



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

221 -4 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

農業用水水質改善事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 2,770 2,770

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1,081 928.2 1,044 1,053

28年度 1,024 1,081

26,952 26,478 26,938 27,700

28年度 26,478 26,952

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

事務事業評
価指標

現状値
（下段：時点）

豊山町以外（主として小牧
市）のパイプライン化工事の
実績

ｍ

豊山町内パイプラインの実績
（小規模かんがい排水事業）

ｍ

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

特定財源の
増減理由

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

備考 備考

農業用水の水質保全のため、パイプライン化の工事を推進してきたが、豊山
町地内においては、平成20年度に町道1号線の乗馬クラブ南側にパイプライ
ンの本管が木津用水土地改良区により設置された。平成25年4月に合瀬川
水系農業用排水総合整備事業の見直しが提案され、事業規模を縮小する計
画変更について受益農家からの同意を得て、法手続きが完了した。愛知県・
木津用水土地改良区・近隣市町と協議を行い、平成27年度から新たな整備
計画に基づき事業を実施している。木津用水土地改良区が事業主体として
実施している小規模かんがい排水事業については、計画変更により平成29
年度から事業主体が豊山町となった。

事業計画の変更に伴い、豊山町内のパイプ
ライン化については町所有の揚水機及び用
水管を利用する計画となった。そのため事
業主体が木津用水土地改良区から豊山町
へ変更となった。平成30年度以降に工事着
手するよう、県、木津用水土地改良区と協議
を進める。

備考

事業の実施状況に関する評価

指標名 単位
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

222 -1 C 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 2

予算体系 款 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

0 0

時期（月） 時期（月）

9月 9月

11月 11月

0 0

農地所有者及び営農者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

農業

－

－

農産物の付加価値化や特産品化を進めることにより農業経営の安定を図ることで、農地
の保全を目指す。

農業経営の安定化を図るため、特産品の開発する。事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

豊山町商工

現在遊休農地はないものの、新しい農業経営の切口として特産品を開発し、6次産業化す
ることになり農業経営の安定化を図る。

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

農業経営基盤強化促進法

平成30年度 平成31年度
内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成31年度）

環境フェスティバルにて果樹
苗の配布

環境フェスティバルにて果樹
苗の配布

遊休農地の現地確認遊休農地の現地確認

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成30年度）

特産品の開発

農業経営・担い手の安定化



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

222 -1 C 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

特産品の開発

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

0 0 0 0 0 0

28年度 0 0

0 1 1 1 1 1

28年度 0 0

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

事務事業評
価指標

現状値
（下段：時点）

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

特産品認定数 個

環境フェスティバルにおいて毎年果樹類の苗木の配布を実
施している。平成25・26年度は青島温州ミカン、平成27年度
はデコポン、平成28年度は宮川早生（みかん）を配布した。
平成29年度はイチジクを配布する。今後も果樹苗を配布す
ることで、果樹類の栽培を町民の間に広めていく。

特定財源の
増減理由

農協や県などの関連団体と連携し情報収集
に努め、農業委員会を通じて情報を提供し
た。環境フェスティバルで配布する果樹苗の
育て方などを啓発し、特産品の開発に向け
た気運を醸成する。農作物に限った特産品
は限界があるため、豊山町商工会と連携
し、観光資源も視野に入れた特産品を開発
する。

遊休農地面積 ｍ2

平成31年度
以降の展望

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

備考 備考 備考

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

指標名 単位
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

222 -2 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 2

予算体系 款 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

0 0

時期（月） 時期（月）

9月 9月

10月 10月

0 0

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

新規就農支援、認定農業者の認定事業

まちづくり重
点目標

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

農業

－

新規就農の支援、認定農業者を認定することで、遊休農地の解消し農地の保全を目指
す。

－

農業経営、担い手の安定化

愛知県農業会議

全町民

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に基づき、新規就農者への支援、認
定農業者の認定を行う。

農業の健全な発展を図るため、遊休農地の発生防止や解消を図る。

農地中間管理機構

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

農業経営基盤強化促進法

遊休農地保有者に対する指
導を実施

遊休農地保有者に対する指
導を実施

遊休農地の現地確認遊休農地の現地確認

事業の内訳と
事業費

平成30年度 平成31年度
内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

222 -2 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

新規就農支援、認定農業者の認定事業

■財源内訳
事業費 事業費

国費 補助率 補助率

県費 補助率 補助率

起債 充当率 充当率

その他

一般財源 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

0 0 0 0 0 0

28年度 0 0

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

平成23年度に農業経営基盤強化促進法に基づく基本構想
を策定し、平成24年8月に尾張中央農協及び西春日井農協
を円滑化団体として承認した。これにより豊山町内の調整
区域において、農協が利用権設定の制度を利用することが
可能となった。また青年等が新たに農業経営が出来るよ
う、平成26年9月に基本構想に青年等の農業経営の目標・
指針を追加した。平成29年10月現在、認定農業者は不在で
ある。

ｍ2

指標名 単位

備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

遊休農地面積

国による農業委員会制度の見直しや、経営
所得安定対策制度の見直しにより、農業に
おける認定農業者の必要性がさらに高まっ
ている。青年層を含めた新規就農者を支援
し、認定農業者を創出する。

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

特定財源の
増減理由

事務事業評
価指標

現状値
（下段：時点）

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

222 -4 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 2

予算体系 款 6 農林水産業費 項 1 農業費 目 3 農業振興費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,253 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

504 504

243 2

747 506

時期（月） 時期（月）

5月 7月

7月 7月

7月 10月

10月 3月
地域農業団
体活動補助

3月
地域農業団
体活動補助

504 747

水稲病害虫防除事業補助金
交付予定

水稲病害虫防除事業補助金
の申請受理

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

寄附採納した水田の木津用水土地改良区
賦課金が課せられるため。

事業実施スケ
ジュール

事業費計（平成31年度）

木津用水決済金支払い

事業費計（平成30年度）

木津用水賦課金支払い
水稲病害虫防除事業補助金
の申請受理

内訳（具体的な内容）

木津用水賦課金支払い

尾張中央農協

農業者が組織する団体

負担金補助及び交付金

内訳（具体的な内容）

負担金補助及び交付金

公課費公課費

事業の内訳と
事業費

実施スケジュール 実施スケジュール

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

農業振興事業

まちづくり重
点目標

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

平成30年度 平成31年度

事業目的

農業経営、担い手の安定化

水稲病害虫防除事業補助金
交付予定

主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

農業

－

－

実行組合等に補助金を交付することにより農業の振興を図り、地域の農業の活性化を目
指す。

（1）農業振興事業を行うため、農業者が組織した関係諸団体の事業が円滑に事業展開さ
れるよう地域農業団体活動補助金を交付する。（2）良質米生産安定を図るため水稲病害
虫防除事業補助金を交付する。

農業者の組織する団体等が農業振興対策に要する経費の一部を、農業振興対策事業費
補助金として交付する。

西春日井農協



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

222 -4 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

農業振興事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 747 506

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

15 15 15 15 15 15

29年度 15 15 15

509,938 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

29年度 242,500 509,938 419,211

173,040 240,000 240,000 240,000 240,000 280,000

29年度 294,330 173,040 191,760

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題

備考

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

特定財源の
増減理由

事業の実施状況に関する評価

指標名 単位
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

円

地域農業活動者数（実行組
合数）

地区

地域の農業団体である実行組合（15団体）に農業振興活動
費を補助した。また、良質米の安定供給を図るため、水稲
病害虫防除対策として、農協を通じて米作者に薬品購入実
績の3割分の補助を実施した。育苗のための薬品購入者に
は効果があまり期待できないことから平成23年度より補助
を実施していない。

実行組合に対する補助を継続すると共に、
良質米の安定供給を図るため、水稲病害虫
の薬品を購入した米作者に補助を継続す
る。病害虫防除については、農協と調整し適
切な薬剤を選定する。

備考 備考

事務事業評
価指標

現状値
（下段：時点）

水稲病害虫防除対象薬品購
入実績額（青山支店分）

水稲病害虫防除対象薬品購
入実績額（豊場支店分）

その他財源の名称 その他財源の名称

円

その他財源の名称



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

222 -4 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 2

予算体系 款 6 農林水産業費 項 1 農業費 目 5 米生産調整費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 346 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

23 23

150 150

173 173

時期（月） 時期（月）

4月 4月

2月 2月

862 173

実行組合委員

地区転作推進費の支払い地区転作推進費の支払い

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

水田農業構造改革対策推進事業負担金を
見直し、一般転作推進費を廃止するため。

実行組合委員会で水田実施
計画を配布、集約

実行組合委員会で水田実施
計画を配布、集約

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

需用費 需用費

農業経営、担い手の安定化

水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金

実行組合補助員

農地所有者及び営農者

実行組合が行う生産調整計画の取りまとめ調整等の事業を行う。　また営農者や農協が
行う生産調整事業を行う。

　米の計画的な生産並びに品質も含め、需要の動向に即した農産物の生産を、農業者が
主体的に推進する。

経営所得安定対策制度

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

平成30年度 平成31年度
内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

米生産調整一般事業

まちづくり重
点目標

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

農業

－

－

米の計画的な生産調整により需要の動向に即した農産物生産を目指す。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

222 -4 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

米生産調整一般事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 173 173 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

84 80 85 90 95 100

28年度 84 84

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

事業実施上の問題点と対応策

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

備考

事務事業評
価指標

現状値
（下段：時点）

％

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

指標名 単位

これまでの主な成果

経営所得安定対策制度のうち、米の生産調
整対策である直接支払交付金は、平成30年
度に廃止となる。国の制度設計を踏まえ、ま
た情報を正確に把握し、本町の補助制度に
ついても一般転作推進費については廃止す
る。

生産調整達成率

その他財源の名称

備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称

平成31年度
以降の展望

特定財源の
増減理由

国から示された米の生産目標を各農家に町が割り振り、毎
年8月に実際の転作状況について、農業委員と実行組合委
員により確認している。経営所得安定対策制度の周知を
行っているが、加入者はなかった。国の制度改正を踏ま
え、平成28年度から補助額を26,000円/haから13,000円/ha
に見直しをした。

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

223 -1 Ｂ 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 3

予算体系 款 6 農業水産業費 項 1 農業費 目 2 農業総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 6,654 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

1,327 1,327

4,000

5,327 1,327

時期（月） 時期（月）

4月 4月

2月
町民農園利
用者更新申

2月

3月 3月

1,327 5,327

使用料及び賃借料

町民農園利用者更新申請受
付

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

農園整備工事を実施するため。

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

町民農園利用者決定通知・
賃借料の支払い

町民農園利用料納付・農園
整備工事発注

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

町民農園利用者決定通知・
賃借料の支払い

町民農園利用料納付

農園整備工事が完了するため。

事業の内訳と
事業費

平成30年度 平成31年度
内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

工事請負費

町民農園として利用するための土地を確保し、町民の円滑な農園利用を支援するととも
に、利用者の更新手続きや新規利用者の募集・受付等を行う。

町民が農業を身近に感じられるよう、町民農園を適正に運用する。

使用料及び賃借料

遊休農地を活用することで、農地の保全を図る。

町民農園利用者

町民農園土地所有者

－

事業目的 主な協働・関
連団体

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

町民農園運営事業

まちづくり重
点目標

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

農業

余暇を利用して花や野菜を栽培し、ゆとりある生活を楽しむ。

農を活かしたまちづくりの展開



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

223 -1 Ｂ 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

町民農園運営事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他 91 91

一般財源 5,236 1,236

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

100 100 100 100 100 100

28年度 100 100

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

指標名 単位

これまでの主な成果

平成31年度
以降の展望

備考

その他財源の名称

特定財源の
増減理由

事務事業評
価指標

現状値
（下段：時点）

町民農園の利用率が100％であり、利用希
望者が10名程度待機している。未耕作地が
無いよう定期的にパトロールを実施する。未
耕作者については農園利用を打ち切り、利
用者の入れ替えを行う。

農園利用料 農園利用料

その他財源の名称 その他財源の名称

備考 備考

平成28年6月末で野田農園（30区画）を閉園した。町民農園
2箇所（青山農園15区画、神戸農園45区画）はすべて町民
に貸し出している。農園利用者のマナー向上のため、利用
決定通知にあわせ、注意喚起行っている。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

町民農園利用率 ％



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

223 -2 C 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 3

予算体系 款 － － 項 － － 目 － －

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

0 0

時期（月） 時期（月）

随時 随時

0

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

食育推進事業

まちづくり重
点目標

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

農業

－

農を活かしたまちづくりの展開

農業を通じて、食の大切さを学ぶ。

尾張中央農協

－

地元野菜の受け入れについ
て、町内の店舗やスーパーと
協議する。

ナフコ

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

食育基本法

平成30年度 平成31年度
内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

地元野菜の受け入れについ
て、町内の店舗やスーパーと
協議する。

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

小売店やスーパーに対する調整と、生産者に対しての周知を行う。

食に関する知識と、食を選択する力を学習するため、食に対する情報提供を行う。また地
元農産物を積極的に受け入れていただくよう、小売店やスーパーと協議する。また、生産
者に対しても受け入れができる小売店やスーパーの情報を伝える。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

223 -2 C 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

食育推進事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1 2 2 2 2 2

28年度 1 1

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

備考

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

特定財源の
増減理由

事務事業評
価指標

現状値
（下段：時点）

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

指標名 単位

食育基本法に基づき、町民や食の生産者・事業者に対する
食育の推進に向け、情報の提供に努めた。地元食材の受
け入れと販売について、尾張中央農協グリーンセンター味
美店で実施されている。愛知県尾張農林水産事務所農政
課が主催する尾張中央農協管内の食育連絡会議に参加し
情報収集に努めた。

食育基本法に基づき、町民や食の生産者・
事業者に対する食育の推進に向け、農林水
産省や愛知県からの情報を適切に整理し、
福祉課・教育委員会、保健センターを通じて
町民への素早い情報提供を行う。

店
地元の食材を取り扱う店舗
数

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

223 -3 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 3

予算体系 款 6 農林水産業費 項 1 農業費 目 2 農業総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,206 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

283 283

320 320

603 603

時期（月） 時期（月）

5月 5月

11月 11月

603 603

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

緑化推進事業

まちづくり重
点目標

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

農業

緑の少年団の活動を通じて、町民に緑化に必要性を促す。

－

緑化木の配布により、緑豊かな豊山町となるよう生活空間の形成を目指す。

農を活かしたまちづくりの展開

みどりの少年団

全町民
地球温暖化防止に有効な緑化を推進するため、緑化木の無料配布活動を実施すると共
に、緑の少年団の活動を支援する。

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

平成30年度 平成31年度

負担金補助及び交付金負担金補助及び交付金

需用費 需用費

内訳（具体的な内容）

環境フェスティバルで地球温暖化防止を訴えると共に、緑化木の無料配布を実施する。ま
た、みどりの少年団の活動に対して補助金を交付する。みどりの少年団は学校の花壇の
手入れや、役場や社会教育センターに花のプランターを設置するなどの活動をしている。

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

内訳（具体的な内容）

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

緑化木の配布

緑の少年団活動費補助金交
付

緑の少年団活動費補助金交
付

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

緑化木の配布



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

223 -3 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

緑化推進事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 603 603

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

484 400 400 400 400 400

28年度 484 400

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

備考 備考

その他財源の名称

備考

その他財源の名称

緑化木の配布数 本

毎年、環境フェスティバルに合わせて、緑化木配布と緑の
募金活動を実施している。平成25・26年度は青島温州ミカ
ン、平成27年度はデコポン、平成28年度は宮川早生（みか
ん）を配布した。平成29年度はイチジクを配布する予定であ
る。緑の少年団に対し補助金を交付し、緑化活動を支援し
ている。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

引き続き、環境フェスティバルに合わせて果
樹類の無料配布を実施する。緑の少年団に
補助金を交付することで、次代を担う子供た
ちが緑化に関する活動を通じて緑に親しみ
緑を愛する心を育む。配布する緑化木につ
いて、ベランダ等での栽培方法を啓発する。

その他財源の名称

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

特定財源の
増減理由

事務事業評
価指標

現状値
（下段：時点）

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

指標名 単位

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

223 -4 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 2

施策内容 3

予算体系 款 6 農林水産業費 項 1 農業費 目 3 農業振興費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 763 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

360 360

43

403 360

時期（月） 時期（月）

4月 4月

4月～3月 4月～3月

3月 3月

360 403
前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

事業の内訳と
事業費

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

愛知県に実績報告書提出 愛知県に実績報告書提出

委託料 委託料

備品購入費

鳥獣飼養許可事務鳥獣飼養許可事務

有害鳥獣駆除委託　発注 有害鳥獣駆除委託　発注

事業目的 主な協働・関
連団体

事業概要 主な関連計
画・法令

鳥獣保護法

平成30年度 平成31年度

農を活かしたまちづくりの展開

西春日井猟友会

全町民

アライグマ及びヌートリア及びタヌキ及びハクビシン及びチョウセンイタチによる被害を防
止するため、西春日井猟友会に駆除を委託（通年）する。

鳥獣の保護及び有害鳥獣の保護等の許可事務の委譲を県から受けており、名古屋空港
を除く地域は禁猟区であることから、鳥獣の飼養許可事務及び傷ついた野鳥を保護など
の事業を実施する。なお、名古屋空港内の有害駆除については、同敷地が3市1町の行政
域に接していることから、特例地域として愛知県が許可事務を行う。

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

鳥獣保護事業

まちづくり重
点目標

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

農業

－

－

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

223 -4 B 継続

担当 産業建設 部 建設 課 土木・農政 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

鳥獣保護事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 403 360 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

33 20 20 20 20 20

28年度 33 31

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

指標名 単位

匹

特定外来生物であるアライグマ及びヌートリアを駆除するた
め箱罠を6基備え、これらの動物の習性に精通している西
春日井猟友会に箱罠の設置を委託している。 平成25年度
はアライグマ2匹、ハクビシン2匹・チョウセンイタチ15匹を捕
獲した。平成26年度はアライグマ７匹、チョウセンイタチ22
匹捕獲した。平成27年度はアライグマ3匹、チョウセンイタチ
28匹、タヌキ2匹捕獲した。平成28年度はチョウセンイタチ
24匹、ヌートリア4匹、タヌキ2匹、ハクビシン1匹を捕獲した。

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

アライグマ及び、ヌートリア等の駆除を西春
日井猟友会に委託することで、これらの動
物による農作物被害や住宅被害を防止す
る。

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

特定財源の
増減理由

事務事業評
価指標

現状値
（下段：時点）

有害鳥獣捕獲数

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

231 -4 Ｂ 新規

担当 総務 部 総務 課 企画財政・情報 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 該当

産業 該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 3

施策内容 1

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 7 企画総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 1,150 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

575 575

575 575

時期（月） 時期（月）

575 575

交流人口の増加により、公共交通の利便性が向上する。また、商業施設が増加し、日常
の買い物や食事等の利便性が向上する。

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

町民・事業者と産業観光に訪れる人々との交流を促すことにより、町への愛着を醸成し定
住化を図る。

町に多様な来訪者を招き入れることにより、交流人口・滞在人口の拡大を図り、町内での
消費喚起やにぎわいづくりを促し、新たな産業の創出を図る。

観光資源の魅力向上と発掘

観光

①　交流人口・滞在人口の増加を図り、町内での消費喚起やにぎわいづくりを促すことに
より、新たなしごとの創出を図る。
②　町民と来訪者とのふれあい・交流を促すことにより、町への愛着を醸成し、定住化を促
進する。

航空館ｂｏｏｎやタウンバス車内等の環境を整備し、利便性を高める。特に、無線通信環境
（ＷｉＦｉ設備）を整備し、バスロケーションシステムや災害対策に資するシステムを整備す
る。

実施スケジュール 実施スケジュール

事業実施スケ
ジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業費計（平成29年度） 事業費計（平成30年度）

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

役務費 役務費

町民、事業者、来訪者

主な協働・関
連団体

まちづくりサポーター

平成30年度 平成31年度

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

交流拠点における環境充実事業

まちづくり重
点目標

事業概要 主な関連計
画・法令

まち・ひと・しごと創生総合戦略

事業目的



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

231 -4 Ｂ 新規

担当 総務 部 総務 課 企画財政・情報 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

交流拠点における環境充実事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 575 575 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

14.1 - - - - 20.0

25年度 - -

77,733 79,000 83,000 87,000 91,000 94,000

26年度 79,589 76,187

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

これまでの主な成果

タウンバス年間利用者数 人

公共交通に対する住民満足
度

％

事務事業評
価指標

指標名 単位

特定財源の
増減理由

現状値
（下段：時点）

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

進行管理
平成28年度ま
での主な取り
組みと成果

タウンバス車内、主要バス停（北部市場東・豊山中学校・豊
山町役場・社会教育センター・青山東栄・黒川）、航空館に
Ｗｉ‐Ｆｉ環境を整備した。

平成31年度
以降の展望

航空の産業観光の中心地として、にぎわい
をみせている。

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

231 -1 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 3

施策内容 1

予算体系 款 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

0 0

時期（月） 時期（月）

随時 随時

随時 随時

0 0

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

航空館ｂｏｏｎの機能向上

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

-

-

憩いの場の提供で観光施設の充実を目指す。

事業目的 主な協働・関
連団体

観光

観光資源の魅力向上と発掘

航空館ｂｏｏｎの施設機能の充実を図り、観光施設としての魅力を高める。

全町民

事業概要 主な関連計
画・法令

施設の適切な管理と施設及び展示品の積極的なPRに努める。

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）
平成30年度 平成31年度

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

各種情報誌に掲載依頼 各種情報誌に掲載依頼

展示品の適正な管理 展示品の適正な管理

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

231 -1 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

航空館ｂｏｏｎの機能向上

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 0 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

55,929 47,500 47,500 48,000 49,000 50,000

27年度 55,929 57,214

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

特定財源の
増減理由

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

パンフレットの作成やレジャーガイドなどの各種情報雑誌か
らの取材に応じ、ＰＲに努めてきた。
また、展示コーナーの新設や展示品の適正な管理に努め
てきた。平成２８年度にはフライトシミュレータとクイズ端末
を更新した。

施設の適切な維持管理と施設の情報発信
に努める。

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

航空館ｂｏｏｎ入場者数 人

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

231 -2 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 3

施策内容 1

予算体系 款 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

0 0

時期（月） 時期（月）

通年 通年

随時 随時

0 0

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

北部市場周辺の「食の流通拠点」形成事業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

-

食の流通拠点の形成により、町内の経済の活性化を図る。

-

事業目的 主な協働・関
連団体

観光資源の魅力向上と発掘

観光

北部市場やその周辺の関連企業の集積を生かし、新たな観光資源としての活用を目指
す。

全町民

事業概要 主な関連計
画・法令

「食」を通じた交流拠点として新たなにぎわいを創出するために、積極的に企業誘致を図
り、観光資源の魅力向上と発掘に努める。

都市計画マスタープラン

企業立地促進法

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

イベント等ＰＲイベント等ＰＲ

「食の流通拠点」の調査・研
究

「食の流通拠点」の調査・研
究

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

231 -2 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

北部市場周辺の「食の流通拠点」形成事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 0 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

2 1 1 1 1 1

27年度 2 2

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

回

特定財源の
増減理由

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

市場を取り巻く流通事情の変化による市場関連業界の落ち
込みから年々、事業所数が減少し、従業員数、販売額も減
少傾向にある。市場の活性化、開かれた市場をめざし一般
住民を対象にしたイベント（北部市場主催）が開催された。
商業系施設の立地は見られない。
例年行われる市場のイベント情報「夏休み親子で市場探
検」や「食の物語フェア」などを町広報でＰＲしている。

北部市場が持つ「食」の流通拠点としての機
能を活かし、多様化を図り、物流拠点機能に
加え、飲食、小売機能が複合した店舗・施設
の集積により、北部市場を中心に食の流通
拠点として、活力とにぎわいをみせはじめて
いる。

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

ＴＶ・情報誌による紹介

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

231 -3 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 3

施策内容 1

予算体系 款 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

0 0

時期（月） 時期（月）

随時 随時

0 0

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

まちづくり重
点目標

豊山の新たな魅力再発見事業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

-

地域の歴史・文化・自然・産業・施設・名物等の資源を再発見し、新たな観光資源として発
掘・開発を目指す。

-

事業目的 主な協働・関
連団体

観光資源の魅力向上と発掘

観光

既存の観光施設の魅力を一層高めるとともに、新たな観光資源の開発を目指す。

全町民

事業概要 主な関連計
画・法令

豊山町の魅力を広く周知するとともに、新たな観光資源を発掘・開発し、各種メディアを活
用した広報活動に努めます。

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

既存の観光施設の魅力を高
めるための調査研究

既存の観光施設の魅力を高
めるための調査研究

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

231 -3 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成29～31年度）

豊山の新たな魅力再発見事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 0 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

55,929 47,500 47,500 48,000 49,000 50,000

27年度 55,929 57,214

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

特定財源の
増減理由

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

テレビ、ラジオ、各種情報雑誌等の取材依頼に積極的に応
じて神明公園及び航空館ｂｏｏｎのＰＲを行っている。平成２
５年６月には航空館boonからテレビ中継を行った。平成２６
年度には航空館boon内で親子で作る紙ヒコーキ講座を開
催した。平成２８年度にはフライトシミュレータとクイズ端末
を更新した。また、航空館ｂｏｏｎ館内に無料wi-fiの整備を
行うなど、より来館者の利便性を高める取組を行った。

あいち航空ミュージアム、ＭＲＪミュージア
ム、航空館ｂｏｏｎ、県営名古屋空港、エア
ポートウオーク名古屋を中心に、航空宇宙
産業を核として町内外から多くの来場者が
訪れるようになっている。

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

航空館ｂｏｏｎ入場者数 人

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

232 -1 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 3

施策内容 2

予算体系 款 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

0 0

時期（月） 時期（月）

0 0

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

空港都市交流事業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

県営名古屋空港の航路でつながる各都市との様々な分野での都市間交流を推進する。

-

-

事業目的 主な協働・関
連団体

観光

空港を活かした観光振興

県営名古屋空港の航路でつながる国内９都市（現在７都市）との連携・交流を通して、新
たな観光振興の可能性を探る。

名古屋空港就航７都市

全町民

事業概要 主な関連計
画・法令

県営名古屋空港の就航でつながる都市の物産展を商工会朝市に組み込む等、交流手法
を検討する。

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

各都市の情報収集各都市の情報収集

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

232 -1 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

空港都市交流事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 0 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1 1 1 1 1 1

27年度 1 1

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

毎年「空の日」にあわせて開催される県主催のイベント、名
古屋空港周辺環境対策協議会主催の｢なごや空港文化フェ
スタ」などにより空港がＰＲされている。また、名古屋空港周
辺環境対策協議会による航空文化フェスタにおいても、名
古屋空港をはじめとした航空文化について紹介されてき
た。平成２２年度、平成２７年度～２９年度には、山形県東
根市の「さくらんぼ種とばし大会」をエアポートウォーク名古
屋で開催され、その後も定期的な物産展が開催されてい
る。平成２５年１０月には愛知県商工会連合会が中心となっ
て名古屋空港ビル内に県内特産物のアンテナショップが期
間限定ではあるが開設され、町商工会からも出品した。エ
アポ トウォ ク名古屋で定期的に物産展を開催した

ジェイエアーから路線を引き継いだフジド
リームエアラインズの就航でつながる都市
間の交流事業が進んでいる。また、観光客
が相互に訪れる状況となっている。

各都市の特産物などの紹介
記事の掲載

回

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

特定財源の
増減理由

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

232 -2 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 3

施策内容 2

予算体系 款 7 商工費 項 1 商工費 目 1 商工総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 100 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

50 50

50 50

時期（月） 時期（月）

50 50
前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

愛知県及び（一社）愛知県観光協会が、ＪＲ
グループと共に全国展開する「愛知県大型
キャンペーン」（平成２９年度から３１年度）の
事業実施に伴う予算を計上。

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

調査研究・取材対応調査研究・取材対応

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

事業概要 主な関連計
画・法令

空港周辺における航空宇宙産業の集積を生かした観光産業の手法を検討する。

事業目的 主な協働・関
連団体

空港を活かした観光振興

観光

空港周辺における航空宇宙産業の集積を活かした産業観光を推進するなど、空港を活用
した広域的な交流を目指す。

ＪＲグループ

（一社）愛知県観光協会

全町民

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

産業観光推進事業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

－

空港周辺における航空宇宙産業の集積を活かした産業観光を推進するなど、空港を活用
した広域的な交流を目指す。

－



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

232 -2 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

産業観光推進事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 50 50 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

55,929 47,500 47,500 48,000 49,000 50,000

27年度 55,929 57,214

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

これまでの主な成果

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

特定財源の
増減理由

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

神明公園及び航空館ｂｏｏｎの設置により、観光資源の創設
に努めて来た。航空館ｂｏｏｎは、平成２２年度に県から施設
を譲り受け町の施設となった。
平成２４年度には、県が定める「中小企業による地域産業
資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づく地
域産業資源に名古屋空港が追加指定された。平成２６年度
には、親子で作る紙ヒコーキ講座を開催した。平成２８年度
にはフライトシミュレータとクイズ端末を更新した。また、航
空館ｂｏｏｎ館内に無料wi-fiの整備を行うなど、より来館者
の利便性を高める取組を行った

空港周辺における航空宇宙産業の集積及
びあいち航空ミュージアム、ＭＲＪミュージア
ムを生かした観光産業の手法が具体化して
いる。

航空館ｂｏｏｎ入場者数 人

備考 備考 備考



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

233 -1 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 3

施策内容 3

予算体系 款 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

0 0

時期（月） 時期（月）

0 0
前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

情報交換情報交換

取材対応取材対応

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

神明公園（航空館ｂｏｏｎ）、県営名古屋空港、ＡＰＷ名古屋、北部市場、三菱重工業、あい
ち航空ミュージアム、ＭＲＪミュージアム等の特色ある豊山町独自の観光資源を組み合わ
せての魅力作りを調査・検討する。

事業目的 主な協働・関
連団体

豊山町の魅力の発信・PR

観光

他市町にはない豊山町独自の魅力を各種メディアを通して積極的に紹介する。

全町民

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

魅力発信事業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

-

他市町にはない豊山町の魅力を広く周知することで、産業観光の推進を目指す。

-



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

233 -1 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

魅力発信事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 0 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

55,929 47,500 47,500 48,000 49,000 50,000

27年度 55,929 57,214

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

これまでの主な成果

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

航空館ｂｏｏｎの入場者数 人

特定財源の
増減理由

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

テレビ・ラジオ、各種情報雑誌等の取材依頼に積極的に応
じて神明公園及び航空館ｂｏｏｎのＰＲを行っている。平成２
５年度６月には航空館ｂｏｏｎからテレビ中継を行った。平成
２６年度には、親子で作る紙ヒコーキ講座を開催した。平成
２８年度にはフライトシミュレータとクイズ端末を更新した。
平成２９年度には、プレＤＣにより町の魅力ＰＲ活動を実施
した。

神明公園、県営名古屋空港、ＡＰＷ名古屋、
北部市場、三菱重工業、あいち航空ミュージ
アム、ＭＲＪミュージアム等の特色ある豊山
町独自の観光資源を組み合わせた魅力作
りが具体化している。

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

233 -2 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 非該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 3

施策内容 3

予算体系 款 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

0 0

時期（月） 時期（月）

0 0
前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

調査研究調査研究

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

航空館ｂｏｏｎへの誘導サインや、訪れた人が豊山町であることの分かるサイン看板などの
設置に努める。

事業目的 主な協働・関
連団体

観光

豊山町の魅力の発信・PR

豊山町を訪れた人や空港利用者が町内に滞在し回遊できるような仕掛けづくりを目指す。

全町民

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

サイン整備事業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

-

-

豊山町を訪れたという実感が持てるサイン整備を目指す。



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

233 -2 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

サイン整備事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 0 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

0 0 0 0 0 1

27年度 0 0

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

これまでの主な成果

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

サイン設置検討箇所 箇所

特定財源の
増減理由

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

暮らしの便利帳などで神明公園や航空館ｂｏｏｎなどの主な
施設を紹介してきた。

空港やエアポートウォークを訪れる人が一
目で豊山町と分かるサインの設置や、他の
観光施設への誘導サインの設置がされてい
る。

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

233 -3 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 3

施策内容 3

予算体系 款 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

0 0

時期（月） 時期（月）

0 0

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

ガイドボランティア育成事業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

協働による観光のまちづくりを目指す。

-

-

事業目的 主な協働・関
連団体

観光

豊山町の魅力の発信・PR

豊山町の魅力を広くPRするために、ガイドボランティアの人材育成を目指す。

全町民

事業概要 主な関連計
画・法令

主要観光施設での説明や町の歴史文化などに精通した人を登録し、活動を通して町の
PRに努める。

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

調査研究調査研究

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

233 -3 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

ガイドボランティア育成事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 0 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

0 0 0 0 0 1

27年度 0 0

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

観光施設である神明公園、航空館ｂｏｏｎを主に観光雑誌等
でＰＲに努めた。

生涯学習のボランティアと連携を深め、登録
されたガイドボランティアの活用で豊山町の
ＰＲが推進されている。

ガイドボランティア登録 人

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

特定財源の
増減理由

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

233 -1 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課 企画財政・情報 係・センター 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 非該当

産業 該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 3

施策内容 3

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 7 企画総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,867 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

110 91

1,366 1,300

1,476 1,391

時期（月） 時期（月）

４月 ４月

随時 随時

随時 随時

随時 随時

1,432 1,476

事業目的 主な協働・関
連団体

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

魅力発信事業

豊山町の魅力の発信・ＰＲ

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業概要 主な関連計
画・法令

平成30年度 平成31年度

委託料

役務費

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

地空人くん年賀状郵送料及び地空人くん
グッズ作成費の増加のため。

各種事業のマスコミへの情
報提供

地空人くんグッズ作成・販売

地空人くんグッズ販売

地空人くん着ぐるみによるＰ
Ｒ

各種事業のマスコミへの情
報提供

地空人くんグッズ作成・販売

地空人くんグッズ販売

地空人くん着ぐるみによるＰ
Ｒ

役務費

委託料

豊山町の魅力を各種メディアを通して積極的に紹介する。

豊山町独自の魅力である、都市の便利さと穏やかな環境をあわせ持ったコンパクトなまち
であること、航空機産業の町であること等を、マスコミへの情報提供やマスコットキャラク
ター「地空人くん」の活用により発信する。

町外関係者及び全町民

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

－

他市町にはない豊山町の魅力を広く周知することで、産業観光の推進を目指す。

－

観光



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

233 -1 Ａ 継続

担当 総務 部 総務 課 企画財政・情報 係・センター 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

魅力発信事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 1,476 1,391 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

110 40 45 50 55 60

28年度 114 110

9 10 9 8 7 6

29年度 20 10 9

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

流入人口の増加により地域が活性化してい
る。また、若者世代の転入が増加している。

人口動態　社会増 人

特定財源の
増減理由

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

　各種事業をマスコミに情報提供し、新聞を通じて紹介し
た。また、愛知県で最もコンパクトな町であることや、航空機
産業のまちであることを、地空人くんを活用してＰＲした。

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

ＪＩＭＯキャラ総選挙　順位 順位

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

232 -3 Ａ 新規

担当 総務 部 総務 課 企画財政・情報 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 該当

産業 該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 3

施策内容 2

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 7 企画総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,530 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

9,340 10,000

9,340 10,000

時期（月） 時期（月）

５月 ４月

～３月 ～３月

6,000 9,340

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

町民・事業者と産業観光に訪れる人々との交流を促すことにより、町への愛着を醸成し定
住化を図る。

町に多様な来訪者を招き入れることにより、交流人口・滞在人口の拡大を図り、町内での
消費喚起やにぎわいづくりを促し、新たな産業の創出を図る。

交流人口の増加により、公共交通の利便性が向上する。また、商業施設が増加し、日常
の買い物や食事等の利便性が向上する。

空港を活かした観光振興

観光

地方創生推進交付金

①　交流人口・滞在人口の増加を図り、町内での消費喚起やにぎわいづくりを促すことに
より、新たなしごとの創出を図る。
②　町民と来訪者とのふれあい・交流を促すことにより、町への愛着を醸成し、定住化を促
進する。

ＭＲＪ最終組立工場、愛知県による航空展示施設、航空館ｂｏｏｎ等この地域一帯を航空
のフィールドミュージアムとする構想を進める。地域主体の持続可能な取組とするため、地
域おこし組織の育成・構築を図る。

事業実施

プロポーザル実施・委託業者
決定

実施スケジュール 実施スケジュール

事業実施スケ
ジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

前年度は１２月補正事業だったため。

事業費計（平成28年度） 事業費計（平成29年度）

委託業者決定

事業実施

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

委託料 委託料

町民、事業者、来訪者

主な協働・関
連団体

まちづくりサポーター

平成30年度 平成31年度

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

地方創生推進事業

まちづくり重
点目標

事業概要 主な関連計
画・法令

まち・ひと・しごと創生総合戦略

事業目的



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

232 -3 Ａ 新規

担当 総務 部 総務 課 企画財政・情報 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

地方創生推進事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 4,670 補助率 ２分の１ 5,000 補助率 ２分の１ 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 4,670 5,000 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

57,214 47,500 47,500 48,000 49,000 50,000

28年度 55,929 57,214

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

これまでの主な成果

事務事業評
価指標

指標名 単位

特定財源の
増減理由

現状値
（下段：時点）

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

航空館ｂｏｏｎ入場者数 人

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成２７年度に、地方創生加速化交付金を活用して産業観
光推進事業を実施した。　豊山航空フィールドミュージアム
構想を策定し、豊山町まちづくりサポーターをＮＰＯ法人化
した。また、構想の一部を実施した。観光パンフレット２種類
の作成、ＳＮＳを使った情報発信、町内の航空に関連する
情報の収集・整理、観光ポータルサイトの構築、旅行業者
による町内資源視察・意見交換会、エアポートウォークでの
航空イベントを実施した。機運の醸成と活動主体の候補を
育成できたことが成果である。

平成31年度
以降の展望

航空の産業観光の中心地として、にぎわい
をみせている。

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

232 -4 Ａ 新規

担当 総務 部 総務 課 企画財政・情報 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 該当

産業 該当

生活空間 該当

基本計画 基本施策 3

施策内容 2

予算体系 款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 7 企画総務費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 2,530 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

2,576 2,576

2,576 2,576

時期（月） 時期（月）

４月 ４月

１２月 １２月

2,576

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

町民が町に対して誇りと愛着を持ち、いきいきと心豊かに暮らすまちを目指す。

ヒコーキのまちとしての知名度を高め、町に多様な来訪者を招き入れることにより、交流
人口・滞在人口の拡大を図り、町内での消費喚起やにぎわいづくりを促し、産業を活性化
させる。

人の流れをつくり、交流人口を増加させることにより、交通利便性の向上や商業施設の増
加による生活利便性の向上させる。

空港を活かした観光振興

観光

　ヒコーキのまち・とよやまの知名度を向上させ、住民の町に対する愛着・誇りを醸成す
る。

　紙飛行機に関するギネス記録に挑戦するイベント等を開催する。

事業実施

契約

実施スケジュール 実施スケジュール

事業実施スケ
ジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費

新規事業のため。

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

契約

事業実施

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

委託料 委託料

町民、事業者、来訪者

主な協働・関
連団体

まちづくりサポーター

平成30年度 平成31年度

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

ヒコーキのまち推進事業

まちづくり重
点目標

事業概要 主な関連計
画・法令

まち・ひと・しごと創生総合戦略

豊山航空フィールドミュージアム構想

事業目的



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

232 -4 Ａ 新規

担当 総務 部 総務 課 企画財政・情報 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

ヒコーキのまち推進事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 2,576 2,576 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

57,214 47,500 47,500 48,000 49,000 50,000

28年度 55,929 57,214

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価

これまでの主な成果

事務事業評
価指標

指標名 単位

特定財源の
増減理由

現状値
（下段：時点）

目標値（上段：目標値、下段：実績値）

航空館ｂｏｏｎ入場者数 人

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成２８年度に豊山航空フィールドミュージアム構想～ヒ
コーキのまち　とよやま～を策定した。

平成31年度
以降の展望

航空の産業観光の中心地として、にぎわい
をみせている。

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

241 -1 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 1

予算体系 款 5 労働費 項 1 労働費 目 1 労働諸費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

0 0

時期（月） 時期（月）

0 0

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

公共職業安定所等との連携による就業支援事
業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

勤労者にとって働きやすい環境づくりに努め、勤労者福祉の充実を図る。

-

-

事業目的 主な協働・関
連団体

雇用・勤労者福祉

雇用の安定・促進

国・県との密接な連携のもとに中高年の再就職支援や若年者の就職支援を行う。

勤労者・中高年者

事業概要 主な関連計
画・法令

中高年の再就職支援の講習や面接などを実施している愛知県雇用開発協会に加入し、
雇用情報等の提供に努める。

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

241 -1 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

公共職業安定所等との連携による就業支援事
業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 0 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

5 6 6 6 6 6

27年度 5 5

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

特定財源の
増減理由

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

平成31年度
以降の展望

愛知県雇用開発協会が平成２４年３月末をもって解散したため、こ
の事業としては無くなっているが、国・県の情報を町広報紙に掲載
し、労働関連の情報提供を行うことで雇用対策を推進してきた。
平成２１年度から始まった緊急雇用創出事業として、平成２１年度
は公園台帳作成業務及び消防設設台帳作成業務、平成２２年度
は防犯灯等設備台帳作成業務及び保存文書電子化業務、平成２
３年度は屋外広告物実態調査業務、平成２４年度は、４事業（保存
文書電子化業務、とよやまデジタルチャンネルスキャン業務、道路
境界立会・借地データ作業業務、地域交通利用実態調査業務）を
実施することで新規雇用者の創出を図った。また、名古屋中公共
職業安定所雇用対策推進協議会に参加して雇用情勢の把握に努
めた。

名古屋中公共職業安定所雇用対策推進協
議会に参加して、労働関連情報を収集し、
広報紙などで情報提供を行なうことで労働
行政事業の推進を図る。

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

町広報紙への啓発記事の年
間掲載回数

回

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

242 -1 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 2

予算体系 款 5 労働費　 項 1 労働費 目 1 労働諸費

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 100 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

50 50

50 50

時期（月） 時期（月）

７月 ７月

１０月 １０月

随時 随時

随時 随時

50 50

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

愛知県労働者福祉協議会尾張北支部への加
入を通した推進事業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

勤労者福祉の充実を目指す。

-

-

事業目的 主な協働・関
連団体

労働者福祉の充実

雇用・労働者福祉

学習・レクリエーション・健康管理・各種助成制度などの福利厚生の充実を支援し、勤労者
にとって働きやすい環境づくりに努め、勤労者福祉の充実を図る。

勤労者及びその家族

事業概要 主な関連計
画・法令

愛知県労働者福祉協議会尾張北支部に加入し、労働金庫、労働者共済生活共同組合、
労働者住宅生活共同組合の福祉３事業の育成、強化に努める。

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

負担金補助及び交付金 負担金補助及び交付金

負担金の支払い

労福協尾張北部支部主催の懇
談会に参加

国・県などの労働関係情報を
広報などで情報提供する。

労福協尾張北部支部主催の懇
談会に参加

国・県などの労働関係情報を
広報などで情報提供する。

負担金の支払い

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

県労働部局と連携した行事
に参加する。

県労働部局と連携した行事
に参加する。

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

前年度実施計画の事業費
前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

242 -1 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

愛知県労働者福祉協議会尾張北支部への加
入を通した推進事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 50 50 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

297 275 280 285 290 300

27年度 297 341

5 1 1 1 1 1

27年度 5 1

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

退職準備セミナーなど参加を呼びかける広報記事の掲載
や負担金の支払いで、福祉事業団体の育成、強化に努め
てきた。
平成２６年度からは毎年、北名古屋市、清須市、各商工会
と連携して創業支援セミナーを２回実施している。平成２８
年度においても２回行うこととしている。

福利厚生サービスを推進するために関係機
関と連携を図り、情報提供を始めとする体制
の整備をする。また、快適な職場外の勤労
者福利厚生を提供する。

回

備考

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

特定財源の
増減理由

平成31年度
以降の展望

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

町広報紙への啓発記事の年
間掲載回数

回

社会教育センター企業研修
等利用件数

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

242 -2 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

■第４次総合計画の位置づけ

基本構想 分野別目標 2

人 該当

産業 非該当

生活空間 非該当

基本計画 基本施策 4

施策内容 2

予算体系 款 - - 項 - - 目 - -

補助等関係 補助金名 地方債名

総事業費 0 千円 （平成30～31年度）

■事業の内容

事業対象

事業期間 開始年度 30 年度 終了年度 31 年度

事業費（単位：千円）
事業内容

事業費 事業費

0 0

時期（月） 時期（月）

随時 随時

0 0

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

まちづくり重
点目標

職場外における交流事業

にぎわいを生み出す個性豊かなまち

勤労者福祉の充実のため、職場外での交流を行える場の育成を目指す。

-

-

事業目的 主な協働・関
連団体

雇用・勤労者福祉

労働者福祉の充実

勤労者福祉の充実のため、職場外での交流を行える場の育成を目指す。 他自治体

事業概要 主な関連計
画・法令

勤労者福祉の充実のため、職場外での交流が活発化するような他自治体の施策の調査・
研究を行う。

平成30年度 平成31年度

事業の内訳と
事業費

内訳（具体的な内容） 内訳（具体的な内容）

調査研究

事業費計（平成30年度） 事業費計（平成31年度）

調査研究

事業実施スケ
ジュール

実施スケジュール 実施スケジュール

前年度実施
計画との比較
（事業費・増
減理由）

前年度実施計画の事業費 前年度実施計画の事業費



施策コード 枝番 事業名 優先度 区分 検印

242 -2 Ｃ 継続

担当 産業建設 部 地域振興 課 地域振興 係 作成者

豊山町第４次総合計画　実施計画シート（平成30～31年度）

職場外における交流事業

■財源内訳
事業費 事業費 事業費

国費 補助率 補助率 補助率

県費 補助率 補助率 補助率

起債 充当率 充当率 充当率

その他

一般財源 0 0 0

■事業の進行管理

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

297 275 280 285 290 300

27年度 297 341

（以下は、９月末・３月末において当該事業の取り組み状況を記載）

９月末

３月末

■達成度 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■成果 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

■効率性 判定理由⇒

（一次評価）

（二次評価）

勤労者福祉の充実のため、職場外での交流
が活発化するような場の形成について、方
向性が定まっている。

社会教育センターの企業研
修等の利用件数

件

備考 備考 備考

その他財源の名称 その他財源の名称 その他財源の名称

特定財源の
増減理由

進行管理
平成29年度ま
での主な取り
組みと成果

社会教育センターを研修等で活用してもらう他に具体的な
方策が決定されていない。

平成31年度
以降の展望

事務事業評
価指標

指標名 単位
現状値

（下段：時点）
目標値（上段：目標値、下段：実績値）

これまでの主な成果 事業実施上の問題点と対応策

本年度の主な成果と今後の課題 事業の実施状況に関する評価
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